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ートを切った「なぎさ」では、

の利用者が社会復帰され、頑張って地域生活を送ら

れています。「なぎさ」での生活訓練が少しでも現

在での生活に生かされていることを願って・・・。

障害を持ちながらでも人間として当たり前の生活を

送る、自分の夢を追いかけるそんな未来の手助けが
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在での生活に生かされていることを願って・・・。   

障害を持ちながらでも人間として当たり前の生活を
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できればと思い、職員一同、日々の業務に励んでい
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1 月

1 月の外食レクは皆さんとミスタードーナツに

行って

 

2 月

フジグラン北島内にある

した。お刺身、お蕎麦、とんかつなどなど…美味しそ

うなものがいっぱい！

はおかわり自由でがっつり胃袋大満足！値段もリーズ

ナブルだったので

ゃいました

ったですね♪

 

3 月

月 ミスタードーナツ  

月の外食レクは皆さんとミスタードーナツに

行ってきました。沢山ある種類の

ドーナツをチョイ

ク・楽しそうに

ました。ドリンクもセットして

あま～くて、美味しいくて楽し

い時間を過ごしました。

月 和食どんと 

フジグラン北島内にある「和食どんと

した。お刺身、お蕎麦、とんかつなどなど…美味しそ

うなものがいっぱい！(*^_^*)しかもご飯とキャベツ

はおかわり自由でがっつり胃袋大満足！値段もリーズ

ナブルだったので食後にデザートを頼む方もいらっし

ゃいました。おいしいという声も聞けて、行ってよか

ったですね♪（山口） 

月 びんび家 

今月は、鳴門市北灘にある

した。初めて行く人も多く、皆さん楽しみにして

ました。11

人が来ていました。刺身や天ぷら定食を

注文しました。定食には、わかめの入

った大きなみそ汁が

しい」と好評でした。えび天のえびも

太くてぷりぷりでしたよ！

外食ツアー

月の外食レクは皆さんとミスタードーナツに 

きました。沢山ある種類の中からお好きな 

をチョイス!!ワクワ

ク・楽しそうに選ぶことができ

ました。ドリンクもセットして

あま～くて、美味しいくて楽し

い時間を過ごしました。(津田) 

和食どんと」に行ってきま 

した。お刺身、お蕎麦、とんかつなどなど…美味しそ 

しかもご飯とキャベツ 

はおかわり自由でがっつり胃袋大満足！値段もリーズ 

食後にデザートを頼む方もいらっし 

。おいしいという声も聞けて、行ってよか 

今月は、鳴門市北灘にある人気店びんび家へ行きま

初めて行く人も多く、皆さん楽しみにして

11 時過ぎに店へ着きましたが、たくさんの

人が来ていました。刺身や天ぷら定食を

注文しました。定食には、わかめの入

った大きなみそ汁が付いてきて「おい

しい」と好評でした。えび天のえびも

太くてぷりぷりでしたよ！ （山本） 

ツアー 

人気店びんび家へ行きま

初めて行く人も多く、皆さん楽しみにしてい

時過ぎに店へ着きましたが、たくさんの



 平成 2６年２月９日 

第１８回 

うずしお福祉フェスティバル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

今年も、うずしお福祉フェスティバルに参加しました。今年でこの催しも１８回になり、今年も、うずしお福祉フェスティバルに参加しました。今年でこの催しも１８回になり、今年も、うずしお福祉フェスティバルに参加しました。今年でこの催しも１８回になり、今年も、うずしお福祉フェスティバルに参加しました。今年でこの催しも１８回になり、

昨年同様、キョーエイ鳴門店催し物会場で行われました。昨年同様、キョーエイ鳴門店催し物会場で行われました。昨年同様、キョーエイ鳴門店催し物会場で行われました。昨年同様、キョーエイ鳴門店催し物会場で行われました。    

なぎさは例年通り、バザーに出品しました。なぎさから多く参加しましたが、バザーでなぎさは例年通り、バザーに出品しました。なぎさから多く参加しましたが、バザーでなぎさは例年通り、バザーに出品しました。なぎさから多く参加しましたが、バザーでなぎさは例年通り、バザーに出品しました。なぎさから多く参加しましたが、バザーで

のお客さんへの対応も利用者が持ち回りで協力しあい行いました。その他、パネル展示、のお客さんへの対応も利用者が持ち回りで協力しあい行いました。その他、パネル展示、のお客さんへの対応も利用者が持ち回りで協力しあい行いました。その他、パネル展示、のお客さんへの対応も利用者が持ち回りで協力しあい行いました。その他、パネル展示、

手作りコーナーなどもあり、メンバーさんはいろいろ見て回っていたようでした。メイン手作りコーナーなどもあり、メンバーさんはいろいろ見て回っていたようでした。メイン手作りコーナーなどもあり、メンバーさんはいろいろ見て回っていたようでした。メイン手作りコーナーなどもあり、メンバーさんはいろいろ見て回っていたようでした。メイン

会場では、ダンスなどのパフォーマンスや事例報告、後半は記念講演があり、参加された会場では、ダンスなどのパフォーマンスや事例報告、後半は記念講演があり、参加された会場では、ダンスなどのパフォーマンスや事例報告、後半は記念講演があり、参加された会場では、ダンスなどのパフォーマンスや事例報告、後半は記念講演があり、参加された

みなさん、楽しめたようでした。みなさん、楽しめたようでした。みなさん、楽しめたようでした。みなさん、楽しめたようでした。((((扶川扶川扶川扶川))))    

バザーに出品しましたバザーに出品しましたバザーに出品しましたバザーに出品しました    

    

出品物：出品物：出品物：出品物：廃油石鹸（粉廃油石鹸（粉廃油石鹸（粉廃油石鹸（粉、、、、固形、液体）固形、液体）固形、液体）固形、液体）、、、、    

らんちゅうらんちゅうらんちゅうらんちゅう、、、、ビーズ小物ビーズ小物ビーズ小物ビーズ小物、、、、手編み物手編み物手編み物手編み物、他、他、他、他    

◇◇◇◇    

メンバーさんがメンバーさんがメンバーさんがメンバーさんが協力し、協力し、協力し、協力し、交代交代交代交代でお客さんでお客さんでお客さんでお客さん    

への対応をしへの対応をしへの対応をしへの対応をし販売しました。販売しました。販売しました。販売しました。    

◇◇◇◇    

廃油石鹼はなぎさ内で廃油石鹼はなぎさ内で廃油石鹼はなぎさ内で廃油石鹼はなぎさ内で常時行っている生常時行っている生常時行っている生常時行っている生

産活動です。産活動です。産活動です。産活動です。粉石鹸粉石鹸粉石鹸粉石鹸をたくさん買っていたをたくさん買っていたをたくさん買っていたをたくさん買っていた

だきました。だきました。だきました。だきました。    

◇◇◇◇    

らんちゅうはなぎさらんちゅうはなぎさらんちゅうはなぎさらんちゅうはなぎさで飼育しています。で飼育しています。で飼育しています。で飼育しています。ここここ

の日、の日、の日、の日、水槽展示していた５水槽展示していた５水槽展示していた５水槽展示していた５匹匹匹匹すべてすべてすべてすべて買って買って買って買って

いただきました。いただきました。いただきました。いただきました。    



 自炊訓練

 新年から新たにメンバーを再編成し、

によるメニュー決めから買い出し、

た。 

 

１月 16 日 

（第１グループ）牛丼牛丼牛丼牛丼 

この日のメニューは牛丼、やはりみなさんお

ニューはすぐに決まりました。お

った簡単レシピで味付けしました

う注意しながら、あまり経験がない

味しくできて、お肉がたくさん食

１月 30 日（第２グループ）鍋焼鍋焼鍋焼鍋焼

 グループメンバー

でもあり、

肉もたっぷり

温泉卵もお

できましたよ

２月 13 日（第３グループ）しょうがしょうがしょうがしょうが

２月 27 日（第１グループ）ハンバーグハンバーグハンバーグハンバーグ

女性３名で家庭的なハンバーグ

ハンバーグの上には半熟の目玉焼

て贅沢な仕上がりに☆焼き加減が

みんなで手分けして何とか美味しく

ースもお手製でボリュームもよし

３月 13 日（第２グループ）牛丼牛丼牛丼牛丼

    一人暮

した。

ニューになりました

ダもつけました

力しながら

お腹いっぱいになりました

自炊訓練 

メンバーを再編成し、3グループに分かれて、グループミーティング

によるメニュー決めから買い出し、調理片付けまでの一連の流れを協力して行いまし

やはりみなさんお肉が食べたいようで、メ

お肉は少し多めに用意し、本つゆを使

けしました。お肉は炒めすぎて固くならないよ

がない方にも挑戦してもらいました。美

食べられ、よかったですね！ 

鍋焼鍋焼鍋焼鍋焼きうどんきうどんきうどんきうどん風風風風 

グループメンバー５名で話し合い、寒い時季

、鍋焼きうどんにしました。野菜やお

もたっぷり入れておいしそうにできました。

もお湯に酢を入れて、上手に作ることが

できましたよ。 

しょうがしょうがしょうがしょうが焼焼焼焼きききき定食定食定食定食 

１度定食メニューをしてみましょうということになっ

て簡単でおいしい定番の「しょうが

ました。お味噌汁には豆腐を入

がたっぷりでバランスのいい献立

にしっかりとタレをからめておいしくいただきました

ハンバーグハンバーグハンバーグハンバーグ定食定食定食定食 

なハンバーグ定食を作りました。 

目玉焼きとチーズをふりかけ

が難しかったのですが、

しく仕上がりました♪ソ

よし！大満足でした。 

牛丼牛丼牛丼牛丼＆＆＆＆焼焼焼焼きそばきそばきそばきそば    

一人暮らしをして自炊できそうな簡単なメニューを

。男性４名、女性 1 名のグループなのでボリュームのあるメ

ニューになりました。できるだけ、野菜も

もつけました。牛丼班と焼きそば班に分

しながら手早く作ることができました。

いっぱいになりました。 

、グループミーティング

片付けまでの一連の流れを協力して行いまし

メ

使

くならないよ

美

時季

やお

。

ることが

メニューをしてみましょうということになっ

しょうが焼き定食」を作り

入れ、きゃべつの千切り

献立になりました。お肉

をからめておいしくいただきました。 

なメニューを考えてみま

のグループなのでボリュームのあるメ

も食べられるようにサラ

分かれて調理すると、協

。男性陣も満足のできで、


