ほっとひと息
ほっと福祉会
NO.9

平成 30 年 9 月

本部

福岡市東区香椎駅前 2 丁目 1-17

麻生ビル４Ｆ

TEL : 092-681-1202

抽選会

カラオケ

スタンプラリー

第2回

作品展示

ほ っ と フ ェ ス タ

2018・10・14（日）11 時～

ゲーム

出し物

In ピアひがし 喫茶ほっと

出店

入場無料

第 22 回

笑顔つながる
開催日時：平成 30 年 9 月 9 日（日）10:00～16:00
会場：イオンモール香椎浜（東区香椎浜 3 丁目 12-1）
主催：ふれあい広場実行委員会

出店
お菓子や雑貨の販売・飲食を行います！
ふるはーと・喫茶ほっと

ガラポン

スタンプラリー

福祉相談

他

ステージイベント

福祉体験

音楽パフォーマンスや演奏を行います！
場所：１階セントラルコート
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飲食

就労継続支援 B 型事業所「喫茶ほっと」

就労継続支援 B 型事業所 喫茶「ほっと」
東区香椎駅前 2 丁目 1－17 麻生ビル 1F
TEL/681-1959
FAX/681-1969

梅雨が明け、暑さと共に台風が来る季節となりました。皆さんは夏に食べたいものはありますか？
喫茶ほっとでは、夏季限定の喫茶メニューが登場しました。ほっとの限定メニューを食べて、夏の暑さ
を吹き飛ばしましょう。さて、今回もいろんなイベントを行いましたので報告に入っていきたいと思い
ます。
＜活動報告①

バレー大会＞

毎年行われるバレー大会にほっとも参戦してきました！バレーを楽しみにしている人も多く、久々の
大会でしたので皆はりきっていましたね！練習を大会前に少ししただけでしたが、見事なチームワーク
でトスを繋げることができました！
結果は１位とまではいきませんでしたが、ベスト８に入り皆さんの思い出にも
残るいい大会になったようです。お疲れ様でした！！
＜活動報告②

お食事会＞

７月１６日の海の日にほっとで参加者を募り、皆でスシローへ寿司を食べに行きました。
普段、たくさん食べないという方も皆で食べるのが楽しくてついつい食べ過ぎてしまった
ようです。食べ過ぎには注意したいですね（笑）
感想にもまた行きたいという声も数多く上がっており、
皆楽しむことができていたようです。
今後もいろんな所へ皆でいきたいと思いますので皆さんの意見を
お待ちしています！

続支援 B 型事業所「ふきのとう」

就労継続支援 B 型事業所「ふきのとう」
東区名島 4-2-26
TEL/682-4271
FAX/682-4271

活動報告 名島校区夏祭り
ふきのとうは名島校区の夏祭りに毎年出店しています。今年は水鉄砲、人
気キャラクターのおもちゃ、うまい棒、地域の方から寄付して頂いたラジコ
ンやフィギュアなどを販売しました。利用者さんも販売を手伝ってくださ
り、全商品めでたく完売となりました！一番人気は水鉄砲で 200 個が約 2 時
間で売り切れてしまいました。浴衣を着ている子供やお祭り会場の舞台でダ
ンスや歌を披露する子供達もいて、とても賑やかなお祭りでした。
夏季物品販売のお礼
皆様、今回もふきのとうの物品販売事業にご協力いただ
きありがとうございました。売上げ金額の一部は利用者さ
んのボーナスに充てさせていただきます。利用者さん達は
このボーナスを毎年楽しみにしており、とても喜びます。
日々少ない工賃で作業を頑張っている利用者さん達の励み
になるのだと思います。職員一同、とてもありがたく思っ
ております。心よりお礼申し上げます。
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就労継続支援 B 型事業所「ふるはーと」
就労継続支援 B 型事業所「ふるはーと」東区香住ヶ丘 2-11-32 セイワビル 1Ｆ奥 102 号
TEL/673-3787
FAX/201-5702
梅雨も明け、本格的な夏を迎えましたが、皆様お元気にお過ごしでしょうか。
私は暑くてつらいです。でも、夏は夏で楽しめることも沢山あります。
さて、活動報告ですが、6 月はホタル観賞に行ってきました。
今年も例年通りホタル観賞として、古賀の薬王寺、清滝に鑑賞に行きました。
何度も蛍鑑賞に行った利用者さんが、今年の蛍は今まで一番綺麗だったと言うくらい沢山蛍が観られました。
上手に写真を撮れたらよかったのですが、キレイな蛍の写真は撮れませんでした。
でも、観に行った皆さんの思い出にはしっかり残っているでしょう。
それと今年度二度目の野球観戦に行ってきました。
序盤から点を取られ、明らかな敗戦ムードが漂っていましたが、
最終回の 9 回に見事サヨナラ勝利を収めました。
負けない事 投げ出さない事 逃げ出さない事 信じ抜く事 駄目になりそうな時 それが一番大事なんだなあ
と改めて実感しました。

グループホーム

「四季の家」

グループホーム

「ほっと２」

グループホーム「四季の家」
東区和白 1-9-23 古賀コーポ 106 号
TEL/FAX 608-2880
グループホーム「ほっと２」
東区香椎駅前 1-27-28 第 2 木下ビル 102 号
TEL/FAX：673-1076

七夕イベント
長い梅雨もあけ、暑い夏がやって来ましたね。
皆さんは暑さ対策や熱中症対策はされていますか？
さて、グループホームでは合同七夕イベントを行いました。
お茶やデザートを食べながら短冊に願い事を書きました。
夕食はさっぱりとした冷やし中華風そうめんを提供しました。入居者の方々からは「おいしか
ったよ」「もうお腹いっぱいです」という感想をいただきました。
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地域活動支援センター「ピアひがし」

地域活動支援センター「ピアひがし」
東区香椎駅前 2-1-17 麻生ビル 2Ｆ
TEL/681-1158
FAX/681-1168

平成 30 年より休所日が変更になりました

変更前

休所日：木・日

変更後 休所日：日・月

→

※臨時休所もございますのでご了承ください

イベントのお知らせ

教室のご案内
事前に申し込みをお願いします！
～アロマ教室～
日時：9 月 19 日（水）15 時~16 時
参加費：300 円

～食事会～
日付：9 月 22 日（土）
集合時間：未定
申込期限：9 月 15 日（土）
参加費：食事代は各自負担

場所は皆さんの提案を基に、9
月 1 日に話し合いで決定しま
す。投票 BOX を設置しますの
で、希望の場所があればぜひ投
票お願いします。

～「出張版！」カラオケサークル～
日時：9 月 29 日（土）13：45 ピアひがし出発 14：00～17：00
参加費：カラオケ代は自己負担
※定員になり次第締め切りますので、前日までの申込をお願いします。
～10 月のイベント～
バーベキューかスポーツ会 ※投票の多かった方を行います
日付：10 月 27 日（土） 参加費・申込期限：未定

申込期限：9 月 14 日（金）

～絵はがき教室～
日時: 10 月 17 日（水）15 時~16 時
参加費：無料

●食事会と 10 月イベントの同時投票期間→8 月 17 日から 9 月 1 日

（作品を持ち帰る場合は１枚 10 円）

●同時開票日時→9 月 1 日（土）16：00 から

その他のサークルにつきましては
付録のカレンダーをご参照ください。

就労サークル

申込期限：10 月 12 日（金）

①9 月 1 日（土）14：00 から
就労移行支援事業所スプライフの職員による説明会
②9 月 15 日（土）14：00 ピアひがし出発
スプライフの体験会
※詳細はカレンダーにあります！

イベントは詳細が決まり次第センターに掲示します！

ピアひがし・イベントの報告
7月7日
ピアひがし

6 月 30 日
福岡市科学館

編集 社会福祉法人 ほっと福祉会
〒813-0013 福岡市東区香椎駅前 2－1－17 麻生ビル４階
TEL：092-681-1202／FAX：092-410-1279
定価 100 円(会費に含まれる)
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発行
九州障害者定期刊行物協会
〒812-0024
福岡市博多区綱場町 1-17
福岡パーキングビル 4 階
TEL：092-753-9722／FAX：092-753-9723

