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知っておこう！ 水中毒とは？ ＆ 熱中症予防

【水中毒】とは、一度に大量の水を摂取することなどで生じる病気です。多くの水分が体
に溜まってしまうと、体内の液体バランスを崩してしまい、命にも関わる様々な症状が出て
しまいます。水中毒が引き起こす病気では、脳浮腫、肺浮腫、心不全、横紋筋融解症、尿が
増える、行動がおかしくなる等があります。おすすめなのが「経口補水液」です。経口補水
液には、水中毒を起こさないだけの塩分が入っています。詳しい内容が知りたい方は、お近
くのドラッグストアのスタッフへ聞いてみてください。
また、これからの暑い時期には、
【熱中症】にも注意が必要です。寝不足、風邪気味、体調
の悪い時には無理な運動は控えましょう。外出時には通気性の良い服装を着て、帽子をかぶ
りましょう。のどが渇く前に定期的に少しずつ水分を補給しましょう。特に夏場は汗と一緒
に塩分が失われるので、スポーツドリンクなどを飲むのがおすすめです。正しい水分摂取で
暑い夏を乗り切りましょう！

行事報告

行事予定

4月
6 日 花見 in 伯方島（やまと、瑠璃寮、希望の家、
ヴィータ）
16 日 学校まるごとマルシェ参加（ヴィータ）
5月
17 日 精神保健福祉ボランティアコスモス BBQ 参加
（やまと、瑠璃寮、希望の家、ヴィータ）
6月
14 日 スポーツジムに行こう（瑠璃寮、希望の家）
17 日 ひまわり交流昼食会（やまと）
28 日 広島空港・八天堂カフェリエに行こう（瑠璃寮）

7月
8 日 ひまわり・やまと地区交流 BBQ（やまと）
8月
14 日 やまと地区盆踊り（やまと）
19 日 NPO 法人 遊喜の会 夏祭り参加（ヴィータ）

4 月 【 物品寄贈 】 橋本周治様 仁井谷文子様 匿名希望様
匿名希望様 匿名希望様 匿名希望様
5 月 【 寄付金 】 青山俊之様
【 物品寄贈 】 尾道福祉専門学校様 匿名希望様 匿名希望様 匿名希望様 匿名希望様
【ボランティア】 精神保健福祉ボランティアグループ コスモス様

お問い合わせ先
社会福祉法人 尾道のぞみ会（HP：http://www.o-nozomi.or.jp/）
・瑠璃の屋形（就労移行支援・就労継続支援 B 型） 広島県尾道市久保町 92－2 ☎
(0848)37-6040
・瑠璃寮（生活訓練：宿泊型、通所型、訪問型・短期入所）広島県尾道市久保町 1714－1 ☎(0848)20-7676
・地域生活支援センターるり（地域活動支援センター・指定特定、指定一般相談支援）
広島県尾道市天満町 2-10 ☎
(0848)38-7151
・やまと（就労継続支援 B 型）

瑠璃の屋形
直売市より
いつもご愛顧いただきありがとうございます。店内のレイアウトを変更しましたので
お知らせいたします。直売市内にありましたパンコーナーが喫茶横(直売市の入り口入っ
て右手側のお部屋)に移動しました。また、これまではパンを冷まして袋詰めをし、店頭
に並べていましたが、焼きたてのパンもお買い求めいただけるようショーケースに並べ
ての販売を行うことにいたしました。今後は袋詰めしたパンだけではなく、焼きたてパ
ンもご購入していただけます。焼きたてパンは写真のように月曜日から金曜日までショ
ーケースに並べています。ご購入いただいたパンは喫茶コーナーや食堂でも召し上がっ
ていただけますので、皆さま、この機会に是非ご賞味ください！
野菜コーナーでは、6 月は梅や赤シソが入荷しました。
ご購入頂いたお客様にお聞きすると、梅干し、梅シロップ、
シソジュース等に加工して楽しまれているようです。
このように直売市では、季節の野菜や果物を楽しんで
いただけます。夏に向けて、トマト、ナス、キュウリや
ズッキーニ等のお野菜がぞくぞく入荷中です！夏野菜の
おいしい食べ方、レシピもご紹介していく予定です。
今後とも瑠璃の屋形直売市をどうぞよろしくお願いいたします。

感謝の気持ち

・希望の家（共同生活援助）
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〒７２２－００４２ 広島県尾道市久保町９２-２

瑠璃寮内
広島県尾道市御調町大山田 1139-2 ☎
(0848)76-2356

・ヴィータ（指定特定相談支援・生活訓練：通所型、訪問型・就労継続支援 B 型）
広島県尾道市因島重井町鬼岩 5276-17 2 階 ☎
(0845)26-2580

食堂より
だんだん夏の暑さが本番になってきましたね。暑さに体が追い
つかずにいる今日この頃です。
1 月より、のぞみ食堂がリニューアルしました！！遅ればせなが
ら今回の瑠璃だよりで、紹介させていただきたいと思います。
まず、ランチメニューを一新しました。A ランチと B ランチの 2
種類をご用意しています。メニューは日替わりとなっており、肉
料理や魚料理、時々麺類なども登場します♪お値段は一食￥５８
０です。お汁とサラダと副菜がついて、この価格です！サラダも
ついているので栄養バランスもばっちり！ボリュームもあるので
お腹いっぱいになりますよ～♪♪
皆さま、是非一度ご来店ください！
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瑠璃寮
訪問型生活訓練の紹介とイベントの参加報告
日差しの強い日が増え、だんだんと夏らしい気候になってまいりましたが
皆さまいかがお過ごしでしょうか。瑠璃寮内でも半袖姿の方が増え、麦茶の
消費も早くなってきており、少しずつ夏を感じられるようになっています。
さて、今号では昨年度の夏号にてご紹介した訪問型生活訓練についての詳
しい紹介と、イベントの参加のご報告をいたします。
訪問型生活訓練とは、文字どおり瑠璃寮のスタッフがご自宅に訪問し生活訓練を行うも
のです。具体的には、洗濯・調理・整理整頓・金銭管理・服薬管理・体調管理など、ご自
宅内で行うものや、市役所や銀行に同行し手続きを行うなど、ご自宅以外で支援を行うも
のもあります。バスや電車の乗り方に不安がある方は一緒に利用することもできますし、
時にはお店で食事をしたりダイエットのため一緒に運動をしたりすることもあります。
その他、宿泊型を卒業し単身生活を始められた方のフォローアップとして訪問をするこ
とがあります。生活の見守りや情緒的な支援が主ですが、単身生活になると思わぬ事態が
起こることがありますので、時には急遽訪問をして問題解決の支援をすることもあります。
このように生活訓練と言っても、支援の内容は様々です。
基本的には利用者さんからの要望にお応えするようにしています。
ただし、生活訓練は利用者さんの自立を目的としたサービスです。
最大 2 年という利用期限があるため、利用者さんの目標に沿った
支援であるかを見極めながら支援をしています。
関心がある方や利用したいと思われた方は、直接瑠璃寮にご相談していただいても構い
ませんし、計画相談の担当者に一度相談をしてみてください。
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職員コーナー
4 月から新たに職員が加わりましたのでご紹介いたします。
瑠璃の屋形 高垣朋子
皆さま、よろしくお願いいたします。

はじめまして。私は、瑠璃の屋形、製パン部に勤務の職業指導員、高垣朋子（たかがきと
もこ）と申します。この度、入社できて本当にうれしいです。
私は、パンを食べること、つくること、焼くこと、パンが大好きです。家事のあいまに、
瑠璃のパンで一息つくのがいま一番の楽しみです。大学を卒業してから、いろんなパン屋さ
んで少しの経験を積んできました。
利用者の皆さんの力を借りながら、
おいしいパンを安定して提供できるよう
努めてまいりますので、どうか
よろしくお願いいたします。

今月の職員コーナー：支援センターるり
テーマ：「夏の楽しみ」

木梨

最後にイベント参加についてもご報告します。5 月 17 日(木)にやまと作業所にて精神保
健福祉ボランティアグループコスモスさん主催のバーベキューへ参加しました。瑠璃寮か
らは 11 名の利用者さんが参加され、たくさんのお肉や野菜を堪能することができたようで
す。デザートにはスイカがふるまわれ、
「おいしかったのでたくさん食べてしまいました。」

地域生活支援センターるりの木梨（きなし）です。原稿を書いている今は６月の上旬な
のですが、３ヵ月予報では今年は猛烈な暑さになると予報が出ています。
暑い季節はエアコンの効いた部屋でくつろぐのが一番・・・というのが今までの私でし
たが、今年は違います！キャンプ用品を揃えて、キャンパーデビューを目下企画中です。

と感想がありました。食後のカラオケも大変盛り上がり、参加者の皆さんの良い表情がう
かがえました。

暑さに負けて企画倒れになりそうですが・・・。
もう一つ企画倒れになることなく満喫した夏の楽しみもあります。
それは流しそうめんです！流しそうめんといえば、
竹を割って、組み立ててと、大掛かりなイメージがあり、
楽しいけれど準備や片付けが大変で、家族で気軽に楽しめる
ものではありませんでした。
しかし時代は変わりました！家族会議を通過し、
我が家に某おもちゃメーカーが発売している
ウォータースライダー型流しそうめん機がやって

コスモスさん、当日関わってくださった皆さん、楽しいイベントに参加させていただき
ありがとうございました。

きました。
目下流しそうめんパーティーも企画中です！
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やまと
活動の様子
暑い季節になってまいりましたが、皆さまいかかお過ごしでしょうか？
やまとでは日本財団様から助成を受け、車両の整備をいたしました。これから送迎・配達
と活躍してくれることと思います。今後より一層丁寧な運転を心がけていきたいと思ってい
ます。
やまとは 5 月下旬に田植えの時期を迎え、6 月上旬に無
事に田植えを終えることが出来ました。
毎年利用者の方々と一緒に田植え前の準備を行います。
年を追うごとに手際がよくなっていると感じます。田植え
は植えたら終わりではありません。水の管理や雑草の予防
など、これからも色々課題が出てきます。利用者の方々と
協力しながら、また地域の方々にお力を貸していただきな
がら良いお米が取れるように精進していきたいと思いま
す。
今年の夏は猛暑になるという予報ですので、水分補給な
どをしっかりして熱中症予防をしっかりしていきます。

ヴィータ
活動の報告
梅雨明けが待ち遠しい日々ですが、皆さまいかがお過ごしでしょうか？
さて、ヴィータの生活訓練事業から活動についてご報告します。現在、生活訓練事業で
は野菜を育てています。ゴーヤにキュウリにメロン、夏の味覚がすくすく成長中です。水
やりは生活訓練事業のメンバーさんと一緒に行っています。野菜たちは事業所の階段を上
ったところに植えているので、通所されるたびに「大きくなってきたね」「花が咲いたね」
と、日々の成長を皆で感じ、喜んでいます。
すべての苗を同じ日に植えたのですが、ゴーヤの成長
スピードが圧倒的に早く、つるがどんどんネットに張って
いっています。ゴーヤの生命力が他を圧倒しているのか、
はたまたゴーヤを植えている場所が、一番日当たりが良い
からなのか・・・。同じ日に植えたとは思えない成長ぶりに、
とにかく驚かされています。
実が付き、大きくなったら、皆で調理し食べる予定です。
その日を迎えるのを楽しみに、野菜を育てる大変さや喜びを
感じながら大切に育てていこうと思います。
旬の食材を食べることは、体をいきいきと元気にさせる
ことにもつながると聞きますので、皆さんも旬の食材を
食べて、これから迎える夏を元気に乗り切りましょう！
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センターるり
茶話会、カフェまでウォーキングのご紹介
花火の音が聞こえる季節となりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか？瑠璃だよ
り夏号では「茶話会」と「カフェまでウォーキング」についてご紹介します。
「茶話会」は、毎週水曜日もしくは土曜日に行っています。
「カフェまでウォーキング」
がある週はお休みです。お茶を飲み、おやつを口にしながら、気さくな雰囲気でおしゃべ
りを楽しんでいます。誰かと話をしたいなぁという時、同じ立場の人に話を聞いてもらい
たいなぁという時は、ぜひ茶話会にお越しください☆
「カフェまでウォーキング」は、毎月下旬の水曜日に行っています。
センターるりから近くのカフェまで歩いて行って、そこで各自飲みたい
ものを注文、一服しながらおしゃべりをして、またセンターるりまで帰
ってきています。どこのカフェに行くかは、参加された方からリクエス
トしてもらったり、ピアスタッフおすすめのところにしたりしていま
す。暑い中歩いて行って、涼しい店内で冷たい飲み物を飲みながらおし
ゃべりするのは楽しそうですね♪
気になった方は、是非お気軽にお問合せください☆
これから暑さが厳しくなりますので、体調には十分お気をつけくださ
い。

希望の家
行事の報告
真っ青な空に白くモコモコの入道雲が現れ、いよいよ本格的
な夏がやってきます。予想では猛暑になるとか？夏バテしない
ように、のりきりましょう。
今回は、【希望の家】の行事を報告いたします。現在、3 か所の
グループホームに定員数が、5 名、5 名、6 名、計 16 名の方が
利用しています。地域活動として、シティークリーニングに
参加しました。どの方も自ら積極的に動き、周辺の草取りや
落ち葉集めと、ご近所の方との交流を深めながら、地域貢献に
努めました。毎年、全員で参加するようにしています。
他、夕食後に茶話会を実施しました。お茶を飲みながら
ゆっくりとした時間を一緒に過ごしました。
6 月 14 日には、瑠璃寮と合同で、スポーツジムへ外出し、
たっぷり汗を流しました。今後もいろいろな行事を企画し、
楽しい時間を共有することが出来ればと思っています。
暑さ厳しくなりますが、体調を崩さないように
お気をつけください。

