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ねっとハウス「くろーばー」

久米

ヘルパー合格おめでとう!!
今回グループホームの入居者の方から、見事ヘルパー資格を取得された
２名の方にインタビューを行いましたので紹介します。

Q:「何故ヘルパーを取ろうと思いましたか?」
A:「やりがいがあると思ったからです」
Q:「ヘルパーを取るのにどんな努力や工夫を
しましたか?」
A:「聞き上手になるように心がけました」
Q:「資格を取れた感想や今後の意気込みを
お願いします!」
A:「やった!と思いました。料理を上達したいです」

Q:「何故ヘルパーを取ろうと思いましたか?」
A:「きらりの森の方にどうかと勧められて
なりました。自分の想いでもありました。」
Q:「ヘルパーを取るのにどんな努力や工夫を
しましたか?」
A:「学校(ヘルパーコース)に行って、先生の指導に
基づいて勉強はしましたが、やや焦り気味に
なって、後で、自分で勉強を少ししました。」
Q:「資格を取れた感想や今後の意気込みを
お願いします!」
A:「感想は良かったと思いました。今後はほっと
パートナーの方で、就職を考えてもらって
います。」

スタッフ一同「お二人ともヘルパーを取る為に日々努力されていたことが今回の結果になり
本当に良かったと思いました。これからの仕事で是非その知識や技術を活か
して頑張って行って下さい。私達スタッフも応援してます!」
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[ねっとハウス「くろーばー」

北条]

『あさなぎ』
1月

グループホームおせち料理食事会

2月

K 氏誕生日会ラーメンレク

元旦はみんな
でおせち料理

3月

を食べてお祝

K 氏から今年 1 年も健康で過ごすと抱負

いしました。

を語っていただきました。

マルナカ食堂レク
2 月北条合同旅行(広島)
皆さんより行ったことが無
い場所で食事がしたいとの
意見が出まして、マルナカ
の食堂にランチを食べに行

大和ミュ
ージアム
に行って
きました。

きました。

ゆうなぎ
１月 お誕生日会（お寿司）
大好きなえんがわでお祝い！

２月

節分

年の数だけ…

鬼は-外！
３月
いちご狩り
北条のいちご園に
行きました！
色々な種類を食べ比べ、
おいし＆楽しかったです。
いちごソフトも
おいしい！
3

２月 お誕生日会（温泉）
シーパへ。ぬくもった～！

[すけっと工房]
こんにちは。すけっと工房です。すけっと工房ではごみ回収・処分に、家財処分や引越し作業、除草作業など様々
な依頼を受けています。何か相談などありましたら、是非、ご連絡を！！
さて、今回のほっとレターでは 1 月の新年会と新たにメンバーさんのページという構成でお伝えします！
すけっと工房

是非、

℡

932-4212

ご連絡を！

新年会
レクレーション

メンバーさん
ギャラリー
画：藤原将史氏

新年も始まり、お正月気分も少し抜け始め
た頃、恒例の新年会を行いました。
食事について今回は焼肉でした！また、今
回は還暦の方のお祝いも含めた新年会となっ
ており、とても充実した内容の新年会となり

新人紹介

ました。

レクレーション
メンバーさんのぼやき。

レクレーション
過ごしやすい季節になりました。思えば、
41 年程前、とある病院で様々な事があり
ました。ただ今は落ち着いた心で幻聴も
なし、妄想もなし、幻覚もなし、電気で
の体感もなしで 8 年程は自覚症状もなく
穏やかな毎日をすけっと工房で過ごして
います。
河野 忠志

北條俊明です！

趣味：フットサル
抱負：早くメンバーさんと打ち解けて仕事を覚
えたいと思います。宜しくお願いします！
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ひだま里
こんにちは、ひだま里です。新年度になり最初のほっとレターです。１月から３月までの
様子を報告します。

☆1 月 初詣レク
1 月 2 日 とり鍋を作り
食べた後、北条鹿島神社へ
初詣にいきました。
今年も良い年になりますように♡♡♡

☆2 月 日帰り旅行
2 月 17 日 広島 大和ミュージアム・てつのくじら館に行きました。
バスで行く途中、雨が降り出しましたが、皆さんの日ごろの行いが良かったので、バスから
降りると雨が止んでいました♪ まずは、腹ごしらえと地元名物 アナゴ釜飯や牡蠣鍋を堪能し、
いざ大和ミュージアムへ (^O^)／
入館すると、全長 26.3ｍもある、十分の一の戦艦大和や、戦闘機 62 型、特攻兵器回天の実
物資料で、戦争の悲惨さや、平和の大切さを感じました。また、てつのくじら館では、潜水艦
の中での様子を身近に感じることができました。

5

[口

笛]

✿お正月✿
口笛新年のはじまりです。
福笑いやトランプのゲーム大会で大盛り上がり！！
お昼には白玉のお雑煮を食べて、大満足。
今年も笑顔で口笛の新しい年の幕開けです。

✿椿祭り✿
2 月 4 日の椿さんに参加しました。
椿神社は近いこともあり、徒歩で移動しました。
大寒時期の椿さんですが、この日は晴天に恵まれ、
暑いぐらいでした。
まずはみんなで参拝し、そのあとは自由行動スタート。
露店での買い物や散策を各自で楽しみました。

✿イオンモール今治新都市に行きました✿
待望のイオンモールレクに行きました。
片道 1 時間半かかり、いよいよ到着！
たくさんのお店があり、ショッピングを楽しんだり、
ランチはフードコードや土佐料理に大満足でした。

～口笛ベーカリーからのお知らせ～
✿komachi３月号に口笛ベーカリーが掲載されました✿
✿４月１１日から火曜日もオープンします✿
皆様のお越しを、心よりお待ちしております
一
度
ご
賞
味
く
だ
さ
い
。

ぞ
く
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
中
☆

右
記
以
外
の
新
商
品
も
ぞ
く

クッチ

新
商
品
の
ご
紹
介
！

コロッケバーガー
チョコマカダミア

口
笛
ベ
ー
カ
リ
ー
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共同住居ひまわり・大
【共同住居支援会議】
2017 年が始まったばかりの 1 月、共同住居支援会議を
行いました。今回の支援会議では、ほっとサポーターさんの
業務内容の振り返りと見直しを行い、改善策などを話し合い
ました。ひまわりでは後片付けについて食器洗いをほっと
サポーターさんがしていたものを入居者の方がするように
決めました。また、大では買い物をネットスーパーに切り替え、
献立も他の GH と同じものに変更しました。
これらの改善により、入居者の方の自立が高まり、ほっと
サポーターさんの仕事がやり易くなればと思います。

【共同住居連絡会議】
3 月も終わりに近づき、新年度が始まろうと
する中、共同住居連絡会議を行いました。主に
下半期の報告と検討事項を話し合いました。
ひまわりではインフルエンザが全体で流行し
ましたが、各病院や相談支援員の方の協力を得る
事ができ乗り切ることができました。また、水漏
れの報告がありましたので、業者に相談をしてい
ます。大ではインフルエンザにかかる方はおらず、
乗り切ることができました。ネットスーパーの利用
も軌道にのり始めることができています。入居者、
ほっとサポーターさんとの連絡・相談もうまくいって
おり、順調です。
検討事項については、高齢の入居者への刻み食や入
れ歯の利用、レクレーション、ほっとサポーターさん
に会議に参加してもらってはなどの事項があがり、そ
れに対する意見を話し合いました。
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[ピア人材バンク事業：ふれあいトーク]

1 月 31 日のふれあいトーク事業では、
「働くって何だろう？」をテーマに開催しました。利用者
の皆さんにとって、
「働く」とはどういう意味を持っているのか、また、それら以外のサービスを利
用している人も、自分がどのような思いでそのサービスを利用しているのかを、当事者の方 3 名の
体験発表と、グループワークで話し合いました。
体験発表では、B 型を利用している方 2 名と、就労移行支援事業から一般就労をされた方に、そ
れぞれの立場で今どんなことをしているか、どのような思いで仕事をされているのかを話していた
だき、皆さんとても真剣に聞いてくださっていました。体験発表をして頂いた武知さん、國遠さん、
福田さん、本当に貴重なお話をありがとうございました。

武知 則子さん

福田 照寿さん

國遠 勉さん

グループワークでは、各グループに分かれ
て、体験発表の感想や、自分にとって「働く」
ことがどういうものなのかを話し合って頂き
ました。体験発表を聞いて、自分が変わりたい
と思った、仕事を楽しむように出来たらいいな
ぁ等たくさんの感想が話されていました。ま
た、自分にとって「働く」ということについて
は、「生活のペースをつかむため」
、
「働くとは
人生。楽な仕事はなく、しんどくても自分と向
き合う」等の意見が出て、とても活発な意見交
換がされていました。
今回のふれあいトークで「働く」ことについ
て、体験発表・グループワークで当事者の方々
の生の声を聞いたことで、皆さんそれぞれの思
いの振り返りや再確認になったのではないか
と思います。話して頂いた思いを基に、各事業
所の有り方を考えたり、課題等を発見、整理し
方向性を見出せるように検討をしていきたい
と思います。
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[ピア人材バンク事業：ふれあいトーク]
３月３日に松山市北条福祉センターにおいて、２８年度最後のふれあいトークを開催しました。

「生活力について」をテーマに取り上げ、皆さんと話し合いの場を設けました。
ほっとねっとでは、就労継続支援Ｂ型事業所、共同生活援助事業の利用者の方を対象に、地域で
どんな生活をしたいか、それを叶えるためにどうしたらいいか話し合う場として、生活力推進事業
運営委員会（以下、生活力）を実施しています。
当日のタイムスケジュール
生活力で挙がった利用者の方からの要望は、法人の運営委員会で
検討し、その結果は事業所ごとに利用者の皆さんに報告することに
●生活力についての説明
なっています。
●今までの活動実績報告

この日を迎えるにあたり、利用者の皆さんに事前アンケートに

●グループワーク

ご協力いただき、当日進行する上での参考にさせて頂きました。
【回答者１４５名（ＧＨ・共同住居７５名：Ｂ型・７０名）】

●話し合ったことの発表
●総括

この日、事前アンケートを基に皆さんと確認したことは以下の通りです。

① 生活力の目的について。
→目的を知り、どう感じたか。
② 各事業所での報告が不十分だと
感じている方が約８割いること。
→現状と今後の対策について。
③ 誰のために、何のために行って
いるのか。

総括
今回、皆さんと話し合いの場を設けることができ、
多くの意見を頂きました。普段は思いを語ることが苦
手な方からも、貴重なご意見が頂けたことは良かった
点だと思います。
中には厳しいお言葉もありましたが、皆さんから
頂いたご意見を基に今後も法人で検討を続け、地域
生活がより良くなるよう応援したいと思います。
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[ピア人材バンク事業：ピアサポーター]

ほっとねっとではピア人材バンク事業を実施しています。
内容は、①ふれあいトーク事業②ほっとねっとピアサポーター③講師派遣事業です。
ピアサポーターとは？
「ピア」とは「仲間」という意味の言葉です。
「ピアサポーター」は、同じ病気や同じ体験をしてきた方が、
自分のできることで、できる範囲で助け合っていく活動を行う方のことです。
松山市ピアサポーターとは？
地域移行支援事業（長期入院している方が安心して退院できるように手伝う支援）・地域定着支援事業
（退院した方が地域で安定して暮らせるように手伝う支援）を利用している方を支援する方の呼び方です。

ほっとねっとピアサポーター

口笛・すけっと工房の

活動報告

ほっとねっとピアサポ
ーターが対応してくだ

12 月 見学者対応（真光園、北部相談支援事業所）
さいました。
1月
見学者対応（真光園）、実習生対応（医療技術大学）
2月
見学者対応（美沢デイケア）
3月
見学者対応（きらりの森、真光園、松山記念病院、ぬくもり）

松山市ピアサポーター

活動報告
すけっと工房、口笛、

1月
2月
3月

ＧＨ入居者話し相手、八幡浜保健所管内合同交流会
ＧＨ入居者話し相手、意見交換会事前打ち合わせ
ピアサポート活動に関するインタビュー、意見交換会

ひだま里のピアサポー
ターが活動されました。

１月２３日（月）八幡浜みなっとにて開催された「八幡浜保健所管内合同交流会」へ呼んで頂き、
ピアサポーター８名と保健所の方２名、ピアマネジャー４名の計１４名で行ってきました。
八幡浜保健所管内：八幡浜市、大洲市、内子町、伊方町、（西予市は雪のため参加できず）
交流会は、
① 松山市ピアサポーターの活動や実績についての紹介、サポーターの体験発表
② 八幡浜保健所管内各地区の回復者クラブなどの活動紹介
③ グループ交流会（グループワーク）にて、質疑応答
の内容で行われました。
グループ交流会では、研修を受けないとサポーターになれないのか、報酬はあるのか、具体的
にはどのような活動をしているのかなどの質問があり、ひとつひとつに松山市ピアサポーターや
ピアマネジャーが答えていきました。
当日、南予方面は雪が積もっており寒い日でしたが、
他法人のピアサポーターとも和気あいあいと話しをし
ながら、おいしい食事も頂いて良い一日になりました。
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[こころの健康フォーラム in 北条]

こころの健康
フォーラム
in 北条
12：30
13：30
13：40
13：50

14：50
15：00

15:45

平成２９年３月１１日（土）、松山市北条福祉センターに
おいて、こころの健康づくりについて地域の関係機関の方
や当事者の方々、皆さんで一緒に考えることを目的に松山
市が定期的に開催している「こころの健康フォーラム」を
北条地区で初めて開催し、予想を大きく上回る沢山の方々
に参加をしていただくことが出来ました。

受 付
バザー開始
開 会
NPO 法人ほっとねっと くろーばー北条・ひだま里 紹介
講演：「主な精神疾患について」
―認知症とうつ病、統合失調症の初歩的な知識―
講師：有家佳紀氏（特定医療法人清和会 和ホスピタル 副院長）
休 憩
座談会：
「みんなで支える地域について考えてみよう」
座談者：松山市地域包括支援センター北条 介護支援専門員、ひだま里 利用者）
アドバイザー：有家佳紀氏（特定医療法人清和会 和ホスピタル 副院長）
座談会世話人：丹下美輪氏（聖カタリナ大学 人間健康福祉学部社会福祉学科准教授）
終 了

～講演～
北条という土地の特色から始まり、有家先生らしい切り口
でお話を進めていただきました。講演の途中には地区社協の
皆さんからの質問に対してもお答えいただきました。
感想の中には、病気の事を映画に例えてお話しがあり、
わかりやすかったとの意見などもありました。

～座談会～
「みんなで支える地域について考えてみよう」と題
して、日頃の業務での悩みや退院してからの生活など
をお話しいただき、会場の皆さんからの質問にもお答
えいただきました。感想の中には、当事者の方の話を
聞くことができて良かった、との意見などもありまし
た。

～最後に～
今回初めて北条地区でこころの健康フォーラムを開催しましたが、これを機に地域の方と関係機
関・当事者の方との距離がもっと近くなる気がしました。また機会があれば開催したいと思います。
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[資格試験合格者]
精神保健福祉士
武田信吾

合格者
Q:合格する為にどんな

矢野信一

Q:合格する為にどんな

勉強をしましたか?

勉強をしましたか？

A:Youtube にある公開

A:毎日、すこしずつ勉強

講座の動画を音声だけ

をしていました。

抜き出して、iPhone で
ずっと聴き続けました。

Q:今後の抱負をどうぞ!!

過去問と一問一答をひ

A: PSW の資格をサビ管

たすらやりました。

としての仕事に活かし、
利用者さんのニーズによ

Q:今後の抱負をどうぞ!!

り答えられるようにした

A:おまたせしました。頑

いです！

張ります。

濱田くるみ

Q:合格する為にどんな
勉強をしましたか?

社会福祉士

A:過去問・模擬問題を
解く。

田村辰夫

合格者
Q:合格する為にどんな
勉強をしましたか?

Q:今後の抱負をどうぞ!!

A:試験対策講座の受講

A:次は社会福祉士に向

や過去問等の復習を繰

けて頑張ります。

り返して勉強しました。
Q:今後の抱負をどうぞ!!
A:一つ一つ丁寧な取り

合格された皆さん、
おめでとうございます！

大泉潤真

組みをしていきます。

Q:合格する為にどんな

白石美知

Q:合格する為にどんな

勉強をしましたか?

勉強をしましたか?

A:試験対策講座を受け

A:試験対策講座の受講

たり、模擬問題を解いた

と暗記ブックを繰り返

りしていました。

し読んで覚えました。

Q:今後の抱負をどうぞ!!

Q:今後の抱負をどうぞ!!

A:新しい業務に一生懸

A:いろんな角度から物

命取り組みます。

事を考えられるように
なりたいです。

12

[ご退職・受賞お祝い]

徳永さん
ご 退 職

約 4 年半ほっとねっとに勤務された、徳永佳勝さんが 3 月
でご退職されました。
グループホーム・すけっと工房・エンディングサポート事
業・新人 PSW スーパーバイズなど、様々な事業所や取り組
みの中で利用者の方の声に耳を傾け、職員を励まし、沢山の
ことを教えてくださいました。
愛媛県の精神保健福祉分野の礎を築いて来られた徳永さん
の想いや、やってこられたことをずっと引き継いでいけるよ
う、ほっとねっとの職員一同、頑張っていかなければいけな
いと身が引き締まる思いです。

徳永さん、長い間お疲れ様でした。ありがとうございました。

ご
受
賞
お
祝
い

木原道雄氏:金融知識普及功労者表彰受賞
日頃から、司法書士としてほっとねっと関係者の方々の成年後見に関する業務や様々な相談で
大変お世話になっている木原さんが、2016 年度金融知識普及功労者として、金融担当大臣及
び日本銀行総裁の連名による表彰を受賞されました。
木原道雄氏（NPO 法人ほっとねっと監事）
司法書士、手話通訳者としての経験を活かし、児童から高齢者までの幅広い年齢層を対象に「ネ
ットトラブル」
、
」
「相続」
、
「遺言」
、
「成年後見人制度」、
「高齢者、障がい者の消費生活トラブル」
等について授業、講演を行うなど、金融知識の普及に貢献されました。
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[受賞お祝い]

丸田一郎氏：厚生労働大臣表彰受賞
丸田さん。
おめでとう。

ご
受
賞
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

丸田一郎氏（NPO 法人ほっとねっと理事）
精神科ソーシャルワーカーとして、精神障が
い者の人権（復権）
・自己決定・地域生活（生
存権）の視点で他職種と連携しながら、地域
家族会の結成や作業所の開設運営の過程にも
関わってこられました。また、ＰＳＷ協会愛
媛県支部の発足、精神保健福祉士会の会長と
して、精神保健福祉士の資質及び社会的地位
の向上を図りながら、「障がい者を地域で支
える」取組みを精神障がい者を中心として、
関係機関とともに実践し、精神保健福祉の向
上のため長年愛媛を牽引してこられました。

今からどうする・・・

丸田一郎

Ｓ５６年４月に真光園に就職して、３６年の月日が経ちました。長いこと、この仕事をやって
いるものだと自分でも感心しています。なんでこんなに続けていられるのか？その原動力は何な
のかと自問自答すると、やはり精神障がい者の置かれてきた立場に腹が立っているということで
しょう。
真光園に就職して当時植田院長先生と患者さんの処遇のことでよくケンカをしました。
「先生、
この方もう退院できるんじゃないでしょうか？」と聞くと「退院は僕が決めるんだよー君じゃな
い」と怒られたり、看護師の方とも「何で保護室や閉鎖環境が必要なんですか？」と聞くと「お
前みたいな若造に精神科のことなんかわからんからやめとけ」と言われ、今にもはじき出されそ
うなこともありましたが、なんとか潜り抜けて走ってきました。しばらくすると植田先生は、
「君
がやりたいならやってみたらいいよ」となんとなく認めてもらい、自由に病院の外でも動くこと
ができました。そのおかげで地域家族会やごかい、その他愛媛県精神衛生センターなどにもふら
ふらといかせてもらいました。
もし、この時に地域に自由に出させてもらえなかったら現在の自分は、ここにはいなかったと
今でも強く思います。
３６年の間で、いったいどのように精神障がい者の置かれてきた立場は変わったんでしょう
か？相模原事件後の政府の動向を見ているとやはり治安という色彩が色濃くあるような気がし
て、市民としての受け入れは、まだまだ時間が必要なのかと思います。
愛媛県での当事者活動は、ごかいというとても強い病者集団がありましたが、その後は出てき
ていません。我々のような専門職が精神障がい者の代弁者のようなふりをして県の会議や市の会
議に出席していますが、これではだめです。まだ一緒にやっているような感じはありません。も
う少しだけその手掛かりとなるようなことを探しながらこの仕事を続けていこうと思っていま
す。
最後になりましたが、私が関わらせていただいた精神障がいの皆さん、真光園に就職の時から
今もお世話になっている金澤彰先生、自由に泳がしてくれた植田孝一郎先生、いつも困ったら相
談に乗ってくれた徳永佳勝様、そしてＰＳＷ同志、本当にありがとうございます。これからもも
う少しだけ、努力を続けていこうと思っています。
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[撮影後記]
4 年ぶりのアッシュ・スタジオさんの写真撮影。ほっとねっとの全事業所を訪問し、利用者の
方々との出会いを通した感想を寄せていただきました。ほっとねっとのホームページの写真も一新！
昨年の９月、レインボーハイランドでの BBQ から始まった約
３ヶ月に渡る撮影が、無事終了しました。ほっとねっとのホーム
ページ用に撮影したこれらの写真を見返していると、なんだか
感慨深い気持ちになってしまいます。というのも今回の撮影は、
私が初めて一人でこなした最初の仕事だったからです。
最初の撮影場所は、すけっと工房でした。初めての単独での撮
影に、私は緊張して隅で固まっていました。なんとかコミュニケ
ーションを取るきっかけがないものかと、ソワソワしていた私
を見かねてか、近くに座っていた女性が「あんた誰かに似とるな
ぁ」と話しかけて来てくれました。その時何を話したのかは覚え
ていませんが、心配しなくても案外なんとかなるかもしれない
と思え、リラックスして撮影に臨むことができ、とてもありが
たかったことを覚えています。しかし、撮影を終えた私は不安
で一杯でした。とても上手く撮れたと思えなかったのです。あ
の時こうしておけば良かったとか、あのカットが撮れていたら
と後悔するばかりでした。
それでも撮影を続けていくうちに、ふとある事を考えるよう
になったのです。それは、いい写真とは何か、ということです。
構図や基本的な技術がしっかりしているからいい写真だという
訳でもないですし、当然見る人によって好き嫌いがあります。
だからと言って万人受けする写真がいいとも限りません。私は、何にでも正解を求めてしまう性格で、物事を 0
か１かで考えてしまうところがあります。これがいい写真だと、はっきりとした基準を誰かが示してくれたらい
いのにとずっと悩んでいました。
2 週間ほど経ち、ひだま里の撮影が始まる頃、父の展覧会が始まりました。展示作業を手伝い、改めて見慣れ
ているはずの作品を眺めていると、何故か、それまで見えていなかった物が見えてくるような感覚を覚えたので
す。それはまるで、今悩んでいることの答えを教えてくれているかのようで、頭の中で全てが繋がったような感
覚を覚えました。自分が今悩んでいることは、０か１かのような単純なものではなく、もっと曖昧で、はかりよ
うのないものだということに気づいたのです。極端な話ですが、結局自分がいいと思ったものが、いいものなの
ではないのかと思うのです。それは写真だけではなく、何にでも言えるのではないでしょうか。他人の評価は他
人の評価だし、それよりも、自分は一生懸命やったのだという自負を持つことが大事だと思うのです。その結果
が駄目だったとしても、それが今の自分なのだから、しょうがないじゃないですか。結局、自分が探し求めてい
た正解は自分の中にしかなかったのです。
それからの撮影は、それまで悩んでいたことが嘘のように自信を
持って仕事ができ、楽しむ余裕まで出てきました。どの施設でもと
ても親切にして頂き、気持ち良く撮影をすることが出来ました。
今回の仕事は、本当に自分にとって、とても重要な意味を持つも
のになりました。このような機会を与えてくださったほっとねっと
様、撮影に協力して頂いた方々には本当に感謝しています。私は今
回の出来事を生涯忘れることはないと思います。こんな私ですが、
どうかこれからもよろしくお願いします。
早田 浩紀
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[ヘルパーステーション

ほっとパートナー]

皆さんお世話になります。ヘルパーステーションほっとパートナーです。

ほっとパートナーでは、新たに 2 名の方がヘルパーとして加わりました。
皆様の生活の支えになれるよう、また皆様が安心して地域生活が送れるよ
うこれからも努力してまいります。
※支援のことや、生活の中での困りごと等あればご相談してください。
連絡先 ヘルパーステーション ほっとパートナー
089-997-7307

今回は、便秘の解消のため簡単な料理を紹介します。
【準備するもの】 玉ねぎ わかめ ささみ ポン酢 ごま油

⓵玉ねぎをスライスして、水にさらします。ワカメを水で戻し
お湯をかけます。
➁ササミを茹でて、ほぐします。
③ボールに水切りした玉ねぎとワカメ、ほぐしたササミをいれ
ポン酢とごま油を入れかき混ぜたら完成です。
※少しずつですが暖かくなってきました。
便秘には適度な運動も必要ですので散歩や簡単な体操も合わせて行ってみてください。

http//hotnet.or.jp
＊ＮＰＯ法人 ほっとねっと法人本部
〒790-0963

・

相談支援事業所

愛媛県松山市小坂 2 丁目 2-20

ほっとねっと

TEL:089-907-8030

FAX:089-907-8050

TEL:089-975-9616

FAX: 089-907-8050

＊久米窪田事務所 ねっとハウス「くろーばー」
〒791-1101

愛媛県松山市久米窪田町 897-7

＊小坂事務所 〒790-0963

愛媛県松山市小坂 2 丁目 2-20

すけっと工房 TEL:089-932-4212

FAX:089-997-7308

ヘルパーステーション「ほっとパートナー」
＊北条事務所
〒799-2432
＊石井事務所
〒790-0932

ひだま里 ・

TEL: 089-997-7307

愛媛県松山市土手内 121-12
口

FAX:089-997-7308

ねっとハウス「くろーばー」北条
TEL:089-993-4733 FAX:089-989-0202

笛

愛媛県松山市東石井５丁目 3-13

TEL:089-905-0579 FAX:089-907-0523
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