お知らせ

おそうじ
いつもありがとう

～入浴サービスをご利用の皆様へ～
草津市の「公共施設などの料金の改定」に伴い、
入浴サービスの料金が変更になります。

障害者の就労支援事業 「施設メンテナンス業務」
毎日２時間位かけて、掃除をしてくれます。
おかげで、
センターの廊下やトイレはピカピカです。

実施：平成 30 年４月１日（日）〜

ふと
ふ
ふ
な、
ず
う
わ
よ
思
れる
ぼ
こ
笑みが 報誌
情
そ ん な 者福祉センター
草津
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害
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月曜日 にぎやか工房
ま
ゆったり入れ
大きな浴槽で
♪
よ
る
ま
す。あった

火曜日 むつみ園
水曜日 ほわいとクラブ
木曜日 ワークパートナーきらら

《料金表》

金曜日 ワークステーションわかたけ
現行料金

新料金

200円

210円

小・中学生

200円

210円

高校生以上

400円

430円

対象者区分
第１種障害者
第２種障害者

バナナのせトースト
の作り方
食パン ・ ・ ・ 2 枚
バナナ ・ ・ ・ 2 本
バター ・ ・ ・ 適 量
シナモ ン
シュガ ー ・ ・ 適 量

出来あがりまで

10分

おいしいマジック

バターの代わりにビーナツバターでも。

１．パン、バナナを切る

４．シナモンシュガーをかける

２．バターを塗る

３．バナナをのせてオーブン
トースターで焼く

草津市立障害者福祉センター

〒525-0025 草津市西渋川二丁目９番３８号

「渋川福複センター」2Ｆ
ＴＥＬ：０７７−５６９−０３５１
０７７−５６９−０３５６（相談）
ＦＡＸ：０７７−５６９−０３５４

紅茶の美味しい入れ方
１．お湯は熱湯を用意します。
２．カップにもお湯を入れて
温めておきます。
３．カップのお湯を捨てて、
ティーパックを入れ熱湯を
注いだらカップの下のお皿
（ソーサ−）でふたをします。
４．３分ぐらいでおいしい紅茶
が入ります。

発

もうすぐ春ですね！寒い日も
あるけれど、少しずつ春を感じ
る日が増えてきました。皆さん
はどんな時に春が来たなぁ〜と
感じますか？ぽかぽか陽気の春
は、気分もうきうき♪どこかへ
お出掛けしたくなりますね。
さて、今年度も早いもので残
りわずかとなりました。この一
年間、たくさんの方々に支えて
いただきました。センターの活
動にご理解、ご協力をいただき
本当にありがとうございました。
これからも、人との「つながり」
を大切に笑顔あふれるセンター
を目指します。

行

ホームページ

●http://w w w .kusatsu- fukushi. co m

９月 〜３月 活 動 報 告
９月
１１月

精神障害者ピアカウンセラー養成講座開講
いきいきふれあい交流サロン
「劇団まちプロ一座公演」

( 草津市立障害者福祉センター )

１１月

特別サロン「認知行動療法についてのお話」

(ＮＰＯ法人草津市心身障害児者連絡協議会 )

１２月

いきいきふれあい交流サロン

●http://shinshinren.or.jp

Mail： kusatsu-fukushi1@swan.ocn.ne.jp

「もちつき大会・障害者週間パネル展」

１２月 草津サロン「クリスマス会」
２月 精神障害者ピアカウンセラー養成講座修了
３月 ふくふくひろば・ふくふく展
３月 教養文化講座修了 １３講座
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平成

年度

ふれあい

３月

サ
流
交

ロン

障害が
ある方
もない
方も
年齢も
関係な
く、と
もに
楽しく
集い
交流す
る行事
です

ふくふくひろば

草津サロン

日時：第１・３金曜日
場所：社会適応訓練室

精神に障害をもたれている方が対象のサロンです。
このサロンにはプログラムはありません。ゆっくり
と時間を過ごすことができます。
どなたでも是非お気軽にお越しください。

特別サロン

クリスマス会をしました

平成30年3月10日（土）13：30〜15：00

認知行動療法について学びました
日

時：平成２９年１１月１７日（金）
１０：３０〜１２：００

講

師：村上 昌子 氏
滋賀県立精神医療センター

教養文化講座の作品展とセンター利用者さんの「ふくふく
展」を２日間開催しました。個性あふれるステキな作品が
たくさんありました。そして、「みんなで歌おう」講座の
発表会と歌おうコーナー、草津東高等学校吹奏楽部の演奏
会などステキな歌声と音楽に包まれた優しくて胸おどる素
晴らしい時間でした。

お楽しみ♪
恒例のビンゴ！

陶芸作品

恋ダンス♪

11月

１３：３０〜１６：００

12月

劇団まちプロ一座公演

演劇

『バリアフリー探偵レン』

もちつき大会
障害者週間パネル展

きな粉、のりしょうゆ、おろし、ぜんざい♪人気のおろし
は今年も完売！ボランティアさん手作りのぜんざいは甘さ
もちょうど良くて美味しかった〜

障害がある人とない人、生活の中で感じるすれ違いや誤解。心の
バリアをなくすにはどうしたらいいの？探偵レンが相棒とユーモ
アたっぷりに、なるほど！のヒントをくれたよ♪

ガも
笑いヨ ♪
よ
した

何か出来事があった時、考え方によって、気分や行動は大きく
影響されます。認知行動療法は、自分の「受けとめ方」や「も
のの見方」を確認し見直すことで、気持ちや行動面も変化させ
ていくことを目指します。勉強会のあと昼食をはさんで交流会
もありました。

指揮者体験♪

平成29年12月9日（土）10：30〜13：30

平成29年11月11日（土）13：30〜15：30

あったかい
雰囲気です♪

ピアカウンセラー養成講座を
実施しました
カウンセリングの基本や必要なルールを学びました。
期間：平成２９年９月〜平成３０年２月（全６回）
日時：毎月第２月曜日 １３：３０〜１６：３０

障害者デイサービス
12月〜１月に行わ れたイベントの様子や
みんなの笑顔 をお届けします。

！
ヨイショ

３Ｄクリスタルパズル
普通のパズルより難しくて
ちょっと頭を使ったよ！

こもち作り
体験♪

楽しいト

ーク♪

HPを
詳細は ク
チェッ

ホームページ紹介

草津市心身障害児者連絡協議会
アドレス
http://shinshinren.or.jp/

ᖹᡂ䠎䠕ᖺᗘ㻌 ⲡὠᕷ❧㞀ᐖ⪅⚟♴䝉䞁䝍䞊ᩍ㣴ᩥㅮᗙ

䈜䛂䛣䛖䛦䛾ᵝᏊ䛃䛾㻼㻰㻲䜢䜽䝸䝑䜽䛩䜛䛸
ྛㅮᗙ䛾㢼ᬒ䜢⤂䛧䛶䛔䜎䛩䚹
ㅮᗙྡ

ෆᐜ

㻝 ⤮ᡭ⣬

⤮䛜ⱞᡭ䛺᪉䛷䜒ᴦ䛧䜑䜎䛩䚹Ꮨ⠇䛾ⰼ䜔㔝⳯䜢ᴦ䛧䜏䛺䛜䜙ᥥ䛔䛶䜏䜎䛧䜗䛖䚹

㻞 䛔䛝䛔䛝䜰䞊䝖

ឤᛶ䜢่⃭䛧䛶䚸䛱䜗䛳䜄䜚⬻䜢άᛶ䚹Ⰽ䚻䛺⏬ᮦ䛷⮬⏤䛻⾲⌧䛧䛶䜏䜎䛧䜗䛖䚹

㻟 ඖẼ䜰䝑䝥య᧯

య᧯䛷䜰䞁䝏䜶䜲䝆䞁䜾䘊᳔Ꮚ䛻ᗙ䜚䛺䛜䜙䛷䛝䜛䚸⡆༢䛺య᧯䛷䛩䚹

ẖ᭶䚷➨䠍䞉䠏ⅆ᭙᪥
䠍䠌䠖䠌䠌䡚䠍䠎䠖䠌䠌

ཷㅮᩱ

䠎䠌ྡ

䠍ᅇ䚷䠑䠌䠌䠄ᮦᩱ㈝㎸䜏䠅

ẖ᭶䚷➨䠐ⅆ᭙᪥
䠍䠏䠖䠏䠌䡚䠍䠑䠖䠏䠌

䠍䠌ྡ

䠍ᅇ䚷䠑䠌䠌䠄ᮦᩱ㈝㎸䜏䠅

䠎䠌ྡ

䠍ᅇ䚷䠎䠑䠌

ึ䜑䛶䛾䝟䝋䝁䞁᧯స䚸䝽䞊䝗䚸䜶䜽䝉䝹䚸䝏䝷䝅䛺䛹䛾సရ䛵䛟䜚䜢䛧䜎䛩䚹
㻠 䝟䝋䝁䞁ᩍᐊ䚷䚷䞉⛅䞉䝁䞊䝇䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷
䈜䠄䠐᭶㛤ㅮ䠅䚷䚷⛅䠄䠕᭶㛤ㅮ䠅䚷䠄䠤䠏䠌䠊䠍᭶㛤ㅮ䠅䚷䚷ྛ䝁䞊䝇䠍䠎ᅇ

ẖ㐌ᅵ᭙᪥
䠍䠌䠖䠌䠌䡚䠍䠎䠖䠌䠌

ྛ䠍䠌ྡ

ᬬ୰䛚ぢ⯙䛔䜔ᵝ䚻䛺ሗ࿌䝝䜺䜻➼䜢సᡂ䛧䜎䛩䚹┿䜔䜲䝷䝇䝖䜢ྲྀ䜚ධ䜜䛯
㻡 䝟䝋䝁䞁ᩍᐊ䚷䚷㊃ㅮᗙ䚷䠄䠐ᅇ䠅䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷
䜸䝸䝆䝘䝹䝝䜺䜻䜢స䜚䜎䛧䜗䛖䚹䚷䚷䚷䈜᪥⛬䚷䠓᭶䠔䚸䠍䠑䚸䠎䠎䚸䠎䠕᪥䚷䠄䠐ᅇ䠅

ᅵ᭙᪥
䠍䠌䠖䠌䠌䡚䠍䠎䠖䠌䠌

䠍䠌ྡ

㻢 ᴦ䛧䛔䝇䝫䞊䝒

⋢ධ䜜䚸䝪䜴䝸䞁䜾䚸ⓗᙜ䛶䝀䞊䝮䛺䛹䚸Ẽ㍍䛻ᴦ䛧䛟య䜢ື䛛䛧䜎䛧䜗䛖䚹

ẖ᭶䚷➨䠍ᅵ᭙᪥
䠍䠌䠖䠏䠌䡚䠍䠎䠖䠌䠌

䠎䠌ྡ

㻝ᅇ䚷䠎䠑䠌

㻣 㝡ⱁ

ึᚰ⪅䛷䜒ኵ䘊ჾ䜔䛚─䚸Ꮨ⠇䛾䜒䛾➼䛚Ẽ䛻ධ䜚䛾సရ䜢స䜚䜎䛧䜗䛖䚹

ẖ᭶䚷➨䠍ᅵ᭙᪥
䠍䠏䠖䠏䠌䡚䠍䠑䠖䠏䠌

䠍䠑ྡ

㻝ᅇ䚷㻝㻘䠎䠑䠌䠄ᮦᩱ㈝㎸䜏䠅

㻤 ⏕ⰼ䛸䝣䝷䝽䞊䜰䝺䞁䝆䝯䞁䝖

⏕䛡ⰼ䛸䜰䝺䞁䝆䝯䞁䝖䜢᭶᭰䜟䜚䛷ᴦ䛧䜏䜎䛩䚹ⰼ䛾ඃ䛧䛥䜢ឤ䛨䛶䛟䛰䛥䛔䚹

ẖ᭶䚷➨䠎ᅵ᭙᪥
䠍䠏䠖䠏䠌䡚䠍䠑䠖䠏䠌

䠎䠌ྡ

䠍ᅇ䚷⏕䛡ⰼ䚷㻝㻘䠎䠑䠌䠄ᮦᩱ㈝㎸䜏䠅
䠍ᅇ䚷䜰䝺䞁䝆䠍㻘䠏䠑䠌䠄ᮦᩱ㈝㎸䜏䠅

㻥 䛔䛳䛧䜗䛻䛤㣤䚷䠄䠝⌜䞉㻮⌜䠅

⮬ศ䛷䛷䛝䜛⡆༢䜽䝑䜻䞁䜾䚹䜏䜣䛺䛷స䜛䛾䜒ᴦ䛧䛔䛷䛩䚹

ẖ᭶䚷➨䠏ᅵ᭙᪥
䠍䠌䠖䠌䠌䡚䠍䠏䠖䠌䠌

㻝㻜 䜏䜣䛺䛷ḷ䛚䛖

ඛ⏕䛾䝢䜰䝜䛻ྜ䜟䛫䛶䚸ᴦ䛧䛔ḷኌ䛜㡪䛝䜎䛩䚹ၐḷ䛛䜙ḷㅴ᭤䜎䛷ᖜᗈ䛟䘊

ẖ᭶㻌㻌➨䠏ᅵ᭙᪥
䠍䠐䠖䠌䠌䡚䠍䠑䠖䠏䠌

䠍ᅇ䚷䠎䠑䠌
䝔䜻䝇䝖௦䚷䠎㻘䠌䠌䠌
䠍ᅇ䚷䠎䠑䠌
䝔䜻䝇䝖௦䚷䠎䠑䠌

ྛ䠎䠌ྡ 㻝ᅇ䚷䠑䠌䠌䠄ᮦᩱ㈝㎸䜏䠅
䠎䠌ྡ

㻝ᅇ䚷䠎䠑䠌
ḷ㞟௦䚷䠎䠑䠌

㻝㻝 䝩䝑䛸䝍䜲䝮

䝀䞊䝮䜔䝔䜱䞊䝍䜲䝮䛷䛚䛧䜓䜉䜚䚸䝩䝑䛸⒵䛧䛾㛫䜢㐣䛤䛧䜎䛧䜗䛖䚹

ẖ᭶䚷➨䠐ᅵ᭙᪥
䠍䠐䠖䠌䠌䡚䠍䠒䠖䠌䠌

䠎䠌ྡ

㻝ᅇ䚷䠑䠌䠌䠄ᮦᩱ㈝㎸䜏䠅

㻝㻞 ᴦ䛧䛔⤮㐟䜃䚷䠄ᑠᏛ⏕௨ୗ䠅

䜽䝺䝶䞁䜔⏬⏝⣬䜢䛔䛺䛜䜙䚸䜏䜣䛺䛷ᴦ䛧䛟⮬⏤䛻⤮㐟䜃䜢䛧䜎䛧䜗䛖䚹

ẖ᭶䚷➨䠐ᅵ᭙᪥
䠍䠌䠖䠌䠌䡚䠍䠎䠖䠌䠌

䠎䠌ྡ

㻝ᅇ䚷䠑䠌䠌䠄ᮦᩱ㈝㎸䜏䠅

⤮䜢ᥥ䛟䛾䛜ዲ䛝䛺᪉䚸ᵝ䚻䛺ᢏἲ䛷⮬ศ䛾ୡ⏺䜢⾲⌧䛧䛶䜏䜎䛫䜣䛛䠛

ẖ᭶䚷➨䠐ᅵ᭙᪥
䠍䠏䠖䠏䠌䡚䠍䠑䠖䠏䠌

䠎䠌ྡ

㻝ᅇ䚷䠑䠌䠌䠄ᮦᩱ㈝㎸䜏䠅
䈜⤮䛾ල䠄䠍䠎Ⰽ䠅䚸➹䚸䝟䝺䝑䝖䛜ᚲせ

䛆ᑐ㇟⪅䛇䚷䚷㻌㞀ᐖ䛾䛒䜛᪉䜢ඃඛ䛻䚸ᕷෆ䛻ᅾఫ䛛㏻䠄ᅬ䠅䛧䛶䛔䜛ே䚷

草津

ᐃဨ

ẖ᭶䚷➨䠍䞉䠎Ỉ᭙᪥
䠍䠐䠖䠌䠌䡚䠍䠑䠖䠏䠌

㻝㻟 ᴦ䛧䛔⨾⾡䚷䚷䠄୰Ꮫ⏕௨ୖ䠅

心身連

㛤ㅮᮇ㛫䠖䠤䠎䠕ᖺ䠐᭶䡚䠤䠏䠌ᖺ䠏᭶

᭙᪥䚷㛫

䛆㛤ㅮᮇ㛫䛇䚷ᖹᡂ䠎䠕ᖺ䠐᭶䡚ᖹᡂ䠏䠌ᖺ䠏᭶
䛆⏦㎸᪉ἲ䛇䚷ⲡὠᕷ❧㞀ᐖ⪅⚟♴䝉䞁䝍䞊䛷⏦㎸᭩䛻ᚲせ㡯䜢グධ䛾ୖ䚸䛚⏦䛧㎸䜏䛟䛰䛥䛔䚹㟁ヰ䜎䛯䛿㻲㻭㼄䛷䛾⏦㎸䜏䜒ྍ⬟䛷䛩䚹
䛆⏦㎸ᮇ㛫䛇䚷ᖹᡂ䠎䠕ᖺ䠏᭶䠍᪥䠄Ỉ䠅䡚䠏᭶䠍䠑᪥䠄Ỉ䠅
䛆⤖ᯝ㏻▱䛇䚷⏦㎸ᮇ㛫䠄䠏᭶䠍䠑᪥䠅⤊ᚋ䚸㛤ㅮ䜎䛷䛻㒑㏦䛻䛶⤖ᯝ㏻▱䜢䛧䜎䛩䚹ᐃဨ䜢㉸䛘䛯ሙྜ䛿ᢳ㑅䛸䛺䜚䜎䛩䚹
䛆䛭䛾䛇䚷䚷ྛㅮᗙ䛾ᐃဨ䛾䠎ศ䛾䠍௨ୖ䜢㞀ᐖ⪅䛾᪉䛾ཷㅮ䛸䛧䜎䛩䚹䚷ཷㅮᩱ䞉ᮦᩱ௦䛿ྛᅇ䛤䛸䛾ᨭᡶ䛸䛺䜚䜎䛩䚹
䛆ၥྜ䛫䛇䚷䚷ⲡὠᕷ❧㞀ᐖ⪅⚟♴䝉䞁䝍䞊䠄ⲡὠᕷすᕝ┠䠕␒䠏䠔ྕ䠅䚷䚷䠰䠡䠨䠖䠌䠓䠓㻙䠑䠒䠕㻙䠌䠏䠑䠍䚷䚷䠢䠝䠴䠖䠌䠓䠓㻙䠑䠒䠕㻙䠌䠏䠑䠐
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ⲡὠᕷ㞀ᐖ⚟♴ㄢ㻌䚷䚷䠰䠡䠨䠖䠌䠓䠓㻙䠑䠒䠍㻙䠎䠏䠒䠏䚷䚷䠢䠝䠴䠖䠌䠓䠓㻙䠑䠒䠍㻙䠎䠐䠔䠌
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷

アロマハンドテラピー
デイルームにアロマのいい香り♪
とっても気持ちよさそう。

クリスマスイベント

登録制自主活動グループ

䖪㞀ᐖ䛾䛒䜛᪉䛜䚸Ẽ㍍䛻ᴦ䛧䛟ཧຍ䛷䛝䜛ᩍᐊ䜢㛤ദ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䛣䛖䛦䛾ᵝᏊ

しぶは
なちゃ
ん♪

ピアとは仲間のこと。ピアカウンセリングとは同じ立
場の仲間が、それぞれの貴重な体験を活かした支え合
いの活動です。支え合いの活動にも、自分を守り相手
を尊重することはとても大切なことです！
講座では、演習で気付いたことや難しいと感じること
を皆で出し合い共有しながら、少しずつ理解を深めて
いきました。

探偵レン 相棒

特定非営利活動法人

臨床心理士

ホッとタイム
日 時：毎月第４土曜日 13：30〜15：30
場 所：社会適応訓練室
参加費：１回２５０円
対象者：障害のある方で、草津市内に在住か
通勤している人。

トナカイやサンタに変身！デイルームではクリスマスソング♪
みんなでクリスマスを楽しみました。

Pick Up

仲間と一緒にやりたいことをカタチにしていく
活動グループです。歌を歌ったり、ゲームをし
たり、おしゃべりしたり、創作活動をしたり、
やりたいこと♪やってみたいこと♪を
先生と話し合いながら、みんなで楽し
い時間をつくりませんか？
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平成

年度

ふれあい

３月

サ
流
交

ロン

障害が
ある方
もない
方も
年齢も
関係な
く、と
もに
楽しく
集い
交流す
る行事
です

ふくふくひろば

草津サロン

日時：第１・３金曜日
場所：社会適応訓練室

精神に障害をもたれている方が対象のサロンです。
このサロンにはプログラムはありません。ゆっくり
と時間を過ごすことができます。
どなたでも是非お気軽にお越しください。

特別サロン

クリスマス会をしました

平成30年3月10日（土）13：30〜15：00

認知行動療法について学びました
日

時：平成２９年１１月１７日（金）
１０：３０〜１２：００

講

師：村上 昌子 氏
滋賀県立精神医療センター

教養文化講座の作品展とセンター利用者さんの「ふくふく
展」を２日間開催しました。個性あふれるステキな作品が
たくさんありました。そして、「みんなで歌おう」講座の
発表会と歌おうコーナー、草津東高等学校吹奏楽部の演奏
会などステキな歌声と音楽に包まれた優しくて胸おどる素
晴らしい時間でした。

お楽しみ♪
恒例のビンゴ！

陶芸作品

恋ダンス♪

11月

１３：３０〜１６：００

12月

劇団まちプロ一座公演

演劇

『バリアフリー探偵レン』

もちつき大会
障害者週間パネル展

きな粉、のりしょうゆ、おろし、ぜんざい♪人気のおろし
は今年も完売！ボランティアさん手作りのぜんざいは甘さ
もちょうど良くて美味しかった〜

障害がある人とない人、生活の中で感じるすれ違いや誤解。心の
バリアをなくすにはどうしたらいいの？探偵レンが相棒とユーモ
アたっぷりに、なるほど！のヒントをくれたよ♪

ガも
笑いヨ ♪
よ
した

何か出来事があった時、考え方によって、気分や行動は大きく
影響されます。認知行動療法は、自分の「受けとめ方」や「も
のの見方」を確認し見直すことで、気持ちや行動面も変化させ
ていくことを目指します。勉強会のあと昼食をはさんで交流会
もありました。

指揮者体験♪

平成29年12月9日（土）10：30〜13：30

平成29年11月11日（土）13：30〜15：30

あったかい
雰囲気です♪

ピアカウンセラー養成講座を
実施しました
カウンセリングの基本や必要なルールを学びました。
期間：平成２９年９月〜平成３０年２月（全６回）
日時：毎月第２月曜日 １３：３０〜１６：３０

障害者デイサービス
12月〜１月に行わ れたイベントの様子や
みんなの笑顔 をお届けします。

！
ヨイショ

３Ｄクリスタルパズル
普通のパズルより難しくて
ちょっと頭を使ったよ！

こもち作り
体験♪

楽しいト

ーク♪

HPを
詳細は ク
チェッ

ホームページ紹介

草津市心身障害児者連絡協議会
アドレス
http://shinshinren.or.jp/
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アロマハンドテラピー
デイルームにアロマのいい香り♪
とっても気持ちよさそう。

クリスマスイベント

登録制自主活動グループ
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しぶは
なちゃ
ん♪

ピアとは仲間のこと。ピアカウンセリングとは同じ立
場の仲間が、それぞれの貴重な体験を活かした支え合
いの活動です。支え合いの活動にも、自分を守り相手
を尊重することはとても大切なことです！
講座では、演習で気付いたことや難しいと感じること
を皆で出し合い共有しながら、少しずつ理解を深めて
いきました。

探偵レン 相棒

特定非営利活動法人

臨床心理士

ホッとタイム
日 時：毎月第４土曜日 13：30〜15：30
場 所：社会適応訓練室
参加費：１回２５０円
対象者：障害のある方で、草津市内に在住か
通勤している人。

トナカイやサンタに変身！デイルームではクリスマスソング♪
みんなでクリスマスを楽しみました。

Pick Up

仲間と一緒にやりたいことをカタチにしていく
活動グループです。歌を歌ったり、ゲームをし
たり、おしゃべりしたり、創作活動をしたり、
やりたいこと♪やってみたいこと♪を
先生と話し合いながら、みんなで楽し
い時間をつくりませんか？

お知らせ

おそうじ
いつもありがとう

～入浴サービスをご利用の皆様へ～
草津市の「公共施設などの料金の改定」に伴い、
入浴サービスの料金が変更になります。

障害者の就労支援事業 「施設メンテナンス業務」
毎日２時間位かけて、掃除をしてくれます。
おかげで、
センターの廊下やトイレはピカピカです。

実施：平成 30 年４月１日（日）〜

ふと
ふ
ふ
な、
ず
う
わ
よ
思
れる
ぼ
こ
笑みが 報誌
情
そ ん な 者福祉センター
草津
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害
市立障

月曜日 にぎやか工房
ま
ゆったり入れ
大きな浴槽で
♪
よ
る
ま
す。あった

火曜日 むつみ園
水曜日 ほわいとクラブ
木曜日 ワークパートナーきらら

《料金表》

金曜日 ワークステーションわかたけ
現行料金

新料金

200円

210円

小・中学生

200円

210円

高校生以上

400円

430円

対象者区分
第１種障害者
第２種障害者

バナナのせトースト
の作り方
食パン ・ ・ ・ 2 枚
バナナ ・ ・ ・ 2 本
バター ・ ・ ・ 適 量
シナモ ン
シュガ ー ・ ・ 適 量

出来あがりまで

10分

おいしいマジック

バターの代わりにビーナツバターでも。

１．パン、バナナを切る

４．シナモンシュガーをかける

２．バターを塗る

３．バナナをのせてオーブン
トースターで焼く

草津市立障害者福祉センター

〒525-0025 草津市西渋川二丁目９番３８号

「渋川福複センター」2Ｆ
ＴＥＬ：０７７−５６９−０３５１
０７７−５６９−０３５６（相談）
ＦＡＸ：０７７−５６９−０３５４

紅茶の美味しい入れ方
１．お湯は熱湯を用意します。
２．カップにもお湯を入れて
温めておきます。
３．カップのお湯を捨てて、
ティーパックを入れ熱湯を
注いだらカップの下のお皿
（ソーサ−）でふたをします。
４．３分ぐらいでおいしい紅茶
が入ります。

発

もうすぐ春ですね！寒い日も
あるけれど、少しずつ春を感じ
る日が増えてきました。皆さん
はどんな時に春が来たなぁ〜と
感じますか？ぽかぽか陽気の春
は、気分もうきうき♪どこかへ
お出掛けしたくなりますね。
さて、今年度も早いもので残
りわずかとなりました。この一
年間、たくさんの方々に支えて
いただきました。センターの活
動にご理解、ご協力をいただき
本当にありがとうございました。
これからも、人との「つながり」
を大切に笑顔あふれるセンター
を目指します。

行

ホームページ

●http://w w w .kusatsu- fukushi. co m

９月 〜３月 活 動 報 告
９月
１１月

精神障害者ピアカウンセラー養成講座開講
いきいきふれあい交流サロン
「劇団まちプロ一座公演」

( 草津市立障害者福祉センター )

１１月

特別サロン「認知行動療法についてのお話」

(ＮＰＯ法人草津市心身障害児者連絡協議会 )

１２月

いきいきふれあい交流サロン

●http://shinshinren.or.jp

Mail： kusatsu-fukushi1@swan.ocn.ne.jp

「もちつき大会・障害者週間パネル展」

１２月 草津サロン「クリスマス会」
２月 精神障害者ピアカウンセラー養成講座修了
３月 ふくふくひろば・ふくふく展
３月 教養文化講座修了 １３講座

