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調布市こころの健康支援センター 広報誌 

調布市こころセンター 

発行日 20２1年2月1日 

隔月発行 CoCoだより 
 年が明けたと思ったらあっという間に2月、節分です。節分とは「鬼を追い払って

新年を迎える立春の前日の行事」のこと。二十四節気において立春は新年の始ま

りで、節分は大みそか的な日にあたります。豆まきをしたり、自分の歳と同じ数の豆

を食べたり、柊の枝にイワシの頭を刺した柊イワシを飾ったり、当年の吉方（2021

年は南南東やや南）に向かって太巻きを食べたり（恵方巻）して過ごします。  

 その節分、今年はなんと37年ぶりに日付が変わり2月2日（火）になるそうです。

立春は国立天文台の観測によって変動するため、節分も必ず2月3日となるわけ

ではないとのこと。 2021年節分、みなさんに福が訪れますように。 

第80号 

１ 

HP https://kokoro.chofu-city.jp/ 

☆CoCoDeCo2020☆～みんなでつなげるこころの 灯
あかり

～  

 １２月２１日～１２月２５日の５日間、こころセンター入口に地域の方々からいただいた

メッセージカードを電飾やオーナメントとともにデコレーションし、ライトアップを行いまし

た。「来年はコロナが収束しますように」「普段通りの日常に戻りますように」「早く友

達と会いたい」「修学旅行に行けますように」「マスクのない生活を」「人々が助け合っ

て思いやりと笑顔があふれる世界に」など、一人ひとりの希望が込められた４６４の

メッセージに、心が温かくなりました。足を止めてライトアップされたメッセージカードを

ご覧になる方も多く、調布経済新聞のFacebookやTwitter、J：COMでも取り上げて

いただきました。ご協力してくださったみなさまありがとうございました。 
 

≪協力者のみなさま≫ 

旭出調布福祉作業所、新の会、オカリナ・悠、折鶴、Caps、キララクラブ、こひつじ舎、

木洩れ陽サロン、しごと場大好き、シンフォニー、創造農園、調布第三中学校、 

ちょうふ花園、調布南高校、調布WAT、ときわぎ国領、 

発達障がい家族会Comm、布田南クラブ、ふみ月の会、 

ふれあいランチ、平成尺八塾、神和海、むつみ会、リフレッシュ工房、 

地域のみなさま、こころの健康支援センター利用者のみなさま (順不同) 
 

 YouTubeに動画をアップします！  

 各団体のメッセージカード作成中の写真や日常活動の風景、 

ライトアップ当日の様子を動画にまとめ、2月中旬公開予定です。 

左記QRコードから調布社協のチャンネルにアクセスできるので、 

ぜひご覧ください。 

 この機会に調布社協のチャンネル登録もお願いします！ 

合唱・うたごえ喫茶の中止について 
 

 緊急事態宣言の発出に伴い、２月７日までの合唱・うたごえ喫茶は中止します。

２月８日以降の合唱・うたごえ喫茶の実施については、新型コロナウイルス感染

拡大状況等踏まえて判断いたします。 

 参加を希望される方は、担当職員にお問い合わせください。  

報告 

リフレマッサージの終了について 

 好評をいただいていたリフレマッサージが令和２年１１月をもって終了となりました。 

 地域リフレの会「エーデル」のみなさん長い間ありがとうございました。 



 

 

プログラムのお知らせ・報告 

２ 

毎月第4金曜日に実施しているプログラムです。将来的

に就職を目指している人、現在就職活動中の人など、どな

たでも参加できます。お気軽にお申込みください♪ 

 

≪今後の予定≫ 

 ＊2月26日(金)10:00～12:00 

    『働くイメージを持とう！  

            ～企業が求めることって何だろう～』 

   

 ＊3月26日(金)10:00～12:00 

    『就労へ向けての私の心がまえ』 

 

※申し込み制です。詳細はチラシ・職員にご確認ください。 

就労準備プログラム テキスト形式SST 

 テキスト形式SSTでは、「要望を伝える」「誘いを断る」

等のテーマに沿ってやりとりを想定して練習をします。参

加者の方それぞれにテーマに基づいたやりとりを考えるの

で、普段困っている場面をリアルに考えて練習することが

できます。やってみたら意外とできていた、うまくいった、と

自信につなげることができるプログラムです。 

 日程は以下の通りです。１日だけの参加、見学も大歓迎

です。興味のある方は相談担当までどうぞ。 

       2月26日(金)１０：００～１２：００ 

       3月  5日(金)１０：００～１２：００ 

       3月１2日(金)１０：００～１２：００ 

 音楽鑑賞 

昨年末に誕生したばかりのプログラムです。好きな

音楽を持ち寄り順番に鑑賞するだけなのですが、曲

を通じてお互いの心に思いを馳せる時間には、得も

言われぬ癒し効果があるようです。 

 ストレッチ体操 

緊張や運動不足などで固まった身体をストレッチ！ 

簡単な動きの連続で、筋肉が無理なく気持ちよーく

伸びていきます。 

終わった後の爽快感はクセになります。 

 ヨーガ 

月２回開催し、男女問わず多くの方にご参加いただけまし

た。難しいポーズはなく、「シャバーアーサナ（屍のポー

ズ）」で本当に寝てしまったという感想も多く聞かれました。 

 うたごえ喫茶 

この１年、喫茶のコーヒー提供はできませんでしたが、リカ先生

と一緒に沢山の歌を歌いました。こんな時だからこそみんなで集

まって歌う時間はかけがえのない時間でした。２０２０年のリクエ

ストナンバー１は「恋するフォーチュンクッキー」でした。 

 書道（硬筆＆毛筆） 

先生のお手本は、季節の言葉や趣ある文字、歌謡曲の

歌詞など、毎回、興味深いものばかりです。道具はすべて

用意していますので、お気軽にご参加いただけます。皆さ

ん、雑談をしながら字を書くことを楽しんでいます。 

 アロマ 

アロマの効能などを学んだり、アロマオイルを使ってクラフ

トをしています。昨年はハーブティーを飲んだりする事は出

来ませんでしたが、アロマの香りに癒されて毎日をゆっくり

頑張ろう、と思えるような優しい時間が流れていました。 

各プログラムから2020年の活動報告 

 卓球 

月２回、それぞれにボランティアの方と一緒に、のんびりをモットー

に体を動かしています。昨年、新しい卓球台も購入して、いい球を

打てるような気になります（笑） 

 ハンクラ 

消しゴムハンコや革細工、センター周辺の植物を採

取してテラリウム作りや、ボランティアさんに来ていた

だきシュロの葉を使ったかごや竹のスプーン作りもし

ました。市販の材料だけでなく自然の素材を使った

クラフトもできたのがとても素敵でした。 

 MOSコース（Microsoft Office Specialist） 

MOSの資格試験に挑戦してみたい方や、Microsoftの使

い方をもっと知りたい！という意欲溢れる方々の参加で昨年

は人気でした。先生のわかりやすく面白い解説があるので、

楽しく学べます。 

 ママカフェ 

小学生までのお子さんのいるお母さんの集まりで

す。最近はアクリルフェルトをチクチクしながらお

しゃべりをしています。おいしそうな食べ物などか

わいい作品ができています。家事育児について

ちょっとお話ししてすっきり出来たらいいですね。 



 

 

ラベンダー 毎週火曜日 1３：３０～1５：３０ 

昨年１年間かけて育てた綿の実を収穫し、それを使ってクリスマスリース作りをしました。メンバーの皆

さんのアイデアが豊富で、自分の概念をくつがえされるものばかりでした。また、大人になって楽しむ

書道毛筆では、文字のバランスを考えたりして集中しながらでき、いい時間でした。いつもラベンダー

では、みなさん助け合い、声を掛け合ったりして、温かい雰囲気なのでとても良いです。 

Mさん 

タイム 毎週水曜日 10：0０～1２：００  

「ステンシル＆消しゴムはんこ」に初めて取り組みました。来年の干支の牛を描いて、消しゴムハンコは

名前の一文字を彫刻刀で削りました。みんなの作品を画用紙に寄せて、タイムの看板が出来ました。

久しぶりのボッチャも、３チームに分かれて楽しい試合でした。 

Ｍさん 

  

ユーカリ 毎週金曜日 1３：３０～1５：３０  

１２月にすごろくを作成してみんなでやりました。作る前はどんな形になるのかと思いましたが無

事に完成しました。作っているときは、ここまで進めないと思っていませんでしたが、マスのお題が

厳しすぎて、あまりスタートから進めない人が多く、途中でルール変更をしましたが、ほとんどの人

が上がれませんでした。次にやる時は、みんなが上がれるようなお題に設定したいです。       

                                                                         Nさん 

３ 

グループワークからの報告 

ジャスミン 毎週木曜日 10：0０～1２：００ 

卓球のプログラムが凄く心に残っています。スタッフの方々、メンバーの方々が、私とは段違いに上手

で先生の指導もいらないと思う位でした。 

卓球が凄い下手な私に、先生は、根気強く教えてくれて、ラリーはあまり出来なかったものの、メン

バーの方々、先生、スタッフの方々から、はじめの時より、上達したと言ってもらい凄く嬉しかったで

す。また、卓球のプログラムがあればやりたいです。                                 Yさん 

ミント 毎週火・木曜日 10：0０～12：0０ 
 

12月24日にお楽しみ会をしました。サイコロトーク、ニムト（カードゲーム）、ビンゴをやりま

した。最近では、なかなか大人数で出来ることが減っているので、ミントのメンバーの方達と

楽しい時間が過ごせて嬉しかったです。 

                                                                    Ｍさん 

 センターを利用されている皆さんにおススメ（リコメン）の映画や本、

音楽をご紹介いただく「みんなのリコメンカルチャー！！！」 デイルームに

置いてある箱へあなたのリコメンカルチャーをぜひ投稿してください。 

みんなのリコメン 

カルチャー！！！  

おススメ本 
『障害のある子の将来のお金と生活』 

作：渡部伸 

 親なき後の障害者が使うことのできる制

度として、成年後見人制度の部分がおす

すめです。                  Ｉさん                       

『ヴァイオレット・エヴァーガーデンシリーズ』 

作：暁 佳奈 

 アニメ、映画化もされた作品の原作小説です。人を想

う気持ち、生きること、優しさ、愛etc…この作品には生

きていく上での支えになるようなものがたくさん詰まっ

ています。ぜひご一読ください。              Sさん 

イラスト by Ｈさん 



 

 

就労支援室ライズからのお知らせ 

４ 

詳しくは各プログラムのチラシをご覧ください。 

就労支援室ライズからのお知らせ 
詳しくは各プログラムのチラシをご覧ください。 

〇●今後のライズの行事予定●〇 

   就労ミーティング 

◇日時：2月27日(土)14:00～16:00 

◇場所：こころセンター別館 1F 

 メンバーの皆さんで集まり、仕事や日常生活での悩みごと 

について情報交換を行っています。 

ストレッチ体操 （申込制） 

◇日時：3月27日(土)14：00～16：00 

◇場所：こころセンター2F 健康活動室A・B 

 今年度からこころセンターのデイプログラムでお世話になっ

ている山川先生にお越しいただき、家でも、職場でもできる 

ストレッチを教えていただきます！ 誰でも簡単にできるので、

お気軽にご参加ください♪ 

☆ココロとカラダの整え方☆ 

 日頃ライズがお世話になっている精神科医の石山先生より、アドバイスをいただきました。 

 ココロとカラダを整える睡眠編Part2です。 

12/19（土） クリスマス会 

  例年のクリスマス会とは趣向を変え、映画鑑賞会を行い、メンバーの皆さんからリクエストのあった『マイ・インター

ン』を観ました。仕事や私生活で巻き起こる危機を乗り越える主人公の姿にパワーをもらい、「自分も仕事を頑張りた

い」「新しいことにチャレンジしたい」といった感想があがりました。初めての試みでしたが、同じポイントで笑ったり、感

動を共有したりと楽しい時間を過ごすことができました。また、CoCoDeCoのメッセージカード作りも行いました。      

みんなの抱負や願いが届き、2021年が良い年になるといいですね。 

◎良い睡眠を得るための８つのポイント 

① 午前中は日光を浴びる（できれば午前10時前に15分間でも） 

② 昼寝は15時前、時間は20～30分以内に 

③ 人は体の内部体温が下がる時に眠りにつけます。 

   入浴は就寝2時間ほど前に済ませましょう。（就寝前ではシャワーが良いと言われます） 

④ 飲酒は就寝3～4時間前までに終了 

⑤ お茶、コーヒーなどは入眠の3時間前までに 

⑥ 就寝前2時間は強い光を避ける 

⑦ 寝床へ入ってからスマホ、ゲームは厳禁 

⑧ 寝室の環境調整（温度、換気など）、無音・無灯がベストです。 

 

                ★今号が「ココロとカラダの整え方」最終回です。 石山先生ありがとうございました。 

 

  「就労場面でのコミュニケーション」をテーマにSST 

 を行います。課題を絞って臨んでいただくことで、自分 

 自身に必要なコミュニケーションスキルを身に付ける 

 ことができます。 
 

  ◇日時 

2月13日(土) 14：00～16：00 

3月  6日(土) 14：00～16：00 
 

 ※参加をご希望される方は、事前に 

   担当職員へご相談ください。 

 

就労SST 

活 動 報 告 



 

 

こころセンタートピックス 

５ 

家族学習会のお知らせ  

  

 こころの健康支援センター利用者のご家族、かささ

ぎ会会員を対象に、精神疾患への理解やご家族自

身の健康管理等をテーマとして年に数回家族学習

会を開催しています。申込制ですので、ご興味がある

方は、センターまでご連絡ください。 

 
 

★次回：３月１５日（月）14:00～１６：００ 

  「当事者から聞く ひとり暮らし体験談」    

  講師：こころセンター利用者 

 

  入院やグループホームの利用を経て、訪問看護や

通所施設など様々な福祉サービスを上手に活用しな

がら地域でひとり暮らしをされているセンター利用者

から、ひとり暮らしに至るまでの体験や感じたことを

お話いただきます。 
 

※希望されるご家族には、チラシを送付いたします。 

相談担当までご連絡ください。 

発達障害者支援事業 ぽぽむより 
 

カモミールの会参加者募集中 
  

 カモミールの会では、昨年度まで「体調管理」「人づき

あい」「薬の管理」など、テーマを決めて話し合ってきま

した。今年度は、これまでとは少し趣向を変えて、「カモ

ミールの会」という場を通したつながりづくりを目指して

運営しています。 
 

  好きなことをテーマに話をしたり、カードゲームをした

りと、お互いに安心して楽しく時間を過ごし、ほっとできる

場となればよいなと考えています。テーマのリクエストも

大歓迎です。気になる方は担当までお声がけください。 
 ≪今後の予定≫ 

  ２月22日(月) 3月22日(月) 

       いずれも14:00～15:30     

      場所：団体室B 

こころセンター職員 2021年の抱負 

 
Creation of a positive 

change. 嵐 

 
日々努力を積み重ねる 

        佐藤(歩)      

 
感謝を忘れない 

         佐藤(仁) 

趣味を見つけて、 
お家時間の充実！ 

          仲原 

 
後回しにしない 

       髙橋 

５年日記の１年目を 
一日も欠かさず書く 

          平野 

 
整理整頓と断捨離 

市村 

有言実行！ 
      藤林 

ちっちゃい楽しみで 
ハッピーになる！ 

山崎 

 
たくさん笑う 

       鄭 

 
いつも心に喜びを！ 
       國仲 

 
早寝早起き 

        藤原 

 
自分を追い込む 

益子 

 
週1回運動をする 

        橋本 

 
穏やかな心を育てる 

          古賀 

 
食事と睡眠を大切にする 

          中村 

 
 筋力アップ↑を目指します    
           福田   

 
よく動きよく眠る 

          柿沼 

 
目指せ！毎月200km！ 

          押澤 

 
運動不足に気を付ける 

         和泉 

 
言葉を大切にする        

          川原 

 
しなやかに、のびやかに       

          大沼 

 
食生活を見直す        

          濱中 

イラスト by Ｈさん 

 2021年になってはやくも1か月経ちましたが、新年の抱負を職員に聞いてみました。 

皆さんの今年の抱負はなんですか？ 

よい1年になり 

ますように！ 



 

 

調 布 市 内 の 関 係 機 関 を 紹 介 し た り 、 学 習 会 等 の イ ベ ン ト 情 報 を お 届 け し ま す  

ちょうふネットワークひろば 

「いやしの家」のご案内 

 市からの補助金を受けてかささぎ会が管理維持している「い

やしの家」をご存知ですか？ 

 「いやしの家」は当事者のご家族が利用できる宿泊施設で

す。家族とのトラブルから一時的に逃れて、ひと時を休息のた

めに利用していただけます。 

  テレビを見たり読書したりしてのんびりしてみませんか。 

  キッチン用品も揃っていますし、近くにコンビニもあります。 
    

    利用料 ：一人1泊 1300円 (会員の方は1000円) 
                18:00～翌日9:00の利用 
         
          日中のみの利用も可 9：00～12：00 300円 
                                  13：00～17：00 500円 

          申込み・問合せ：尾高☎090(7830)9809 

ひだまりサロン 『木洩れ陽』 
 

 毎月第２金曜日と第４月曜日に開催しています。ボラン

ティアが野菜たっぷり具沢山のお味噌汁を用意します。 

 お昼ご飯を持参して、おいしいお味噌汁と 

ともに楽しい時間を過ごしませんか？ 

  

日時：月 日（金）・日(月) 

                いずれも１２：00～１３：00 
 

場所：調布市こころの健康支援センター別館１階 

対象：こころの健康支援センターの利用者どなたでも可   

参加費：無料 

  かささぎ会（調布市精神障害者家族会）  

       連絡先 江頭☎042(483)3958  

◆精神障害者家族の相談会・情報交換会です 

 病気のご家族のことで悩みや不安をお持ちの方、一人で

抱え込まず、同じ悩みを持つ者どうしが集まり、悩みを共有

し支え合おうと話し合いの場を持っています。 病気や福祉

についての知識を深めたり、当事者を支える家族の対応の

仕方についてなどの話し合いをしています。 同じような立

場の者どうし、気持ちが分かり合えるというだけでこころは

軽くなります。 会員以外の方でもどなたでもお気軽にお出

で下さい。    
   

    日時： 参加ご希望の方はご連絡ください。 

          通例は、第２第４の土曜午後に開催しています。 
 

    場所：調布市こころの健康支援センター 団体室AB 

           グループなごみ茶屋 
 心の病気のある方が地域の中で、自然に生活していくため 

 の支援を目的とし、当事者の方が気楽に立ち寄り、ほっとして 

 いただけるようなカフェをめざしています。  

 

   日時： 2月6日(土)、20日(土) 

         3月の予定はお問い合わせください。 

            いずれも13:30～15：30    

     

  場所：総合福祉センター4階 茶室 

  参加費：50円（健常者の方は１００円） 申込み不要 

       ＊和室でいっぷくゆらりと、お過ごしください。 

 
  問合せ：小島町コーナー ☎042(481)7695 月～金曜日開所 

         ひだまりサロンとは・・・・ 
 住み慣れた地域で、お互いに助け合い安心した生

活を送ることができるよう交流の場づくりをしている

事業です。 

 地域のボランティアによって運営されています。 

６ 

 どなたでも気軽においでいただいて、ひとときを

過ごしていただく場所です。友達作りの場として利用し

ていただけることを願います。 

 「コロナ感染予防」のため、さまざまな制約のある日常

の中で、引きこもりになりがちになっている方、息抜きに

いらっしゃいませんか。おいでになる方はマスクの着用

をお願いします。 
     

   日時：2月20日(土) 

        3月13日(土) 

           いずれも1３:00～15:00 

           (状況により変更となる場合があります） 

  場所：調布市こころの健康支援センター別館１階 

現在 休止中 

現在 休止中 

ひだまりサロン 『CoCoオアシス』 

吉祥寺病院「家族教室」 

    日時： 3月27日(土)13：30～16：30 

                        （13：10より受付） 

    場所： 吉祥寺病院 1階 会議室 

    内容：統合失調症の原因、症状、経過、リハビリテー 

       ションについて(医師)、薬について(薬剤師)、  

       社会資源の上手な利用の仕方(精神保健福祉士) 

    対象：ご家族のみ(ご本人が吉祥寺病院にかかって 

       いない場合も参加可) 

    参加費:無料(事前申込要) 

         何度でも参加いただけます。 

    申込み・問合せ：吉祥寺病院 

             ☎042-482-9151（作業療法科 小松） 
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月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

1 2 3 4 5 6 7 

 （訓）ミント 

10:00～12:00 

   

（訓）タイム 

10:00～12:00  
（訓）ジャスミン 

10:00～12:00 

（訓）ミント    

10:00～12:00 

  

閉館日 

☆ハンクラ 

13:30～15:00 
（訓）ラベンダー 

13:30～15:30 

 ☆卓球 

13:30～15:00 

 ◎３Ｄデザイン 

自主勉強会 

13:30～15:30 

◎ビジネスＰＣ教室 

①13:30～14:40 

②14:50～16:00 

（訓）ユーカリ 

13:30～15:30 

☆ＰＣはじめの一歩 

13:30～15:30 

 

 

8 9 10 11 12 13 14 

  （訓）ミント 

10:00～12:00 

   

（訓）タイム 

10:00～12:00  
閉館日 

  

閉館日 

☆書道<毛筆> 

13:30～15:00 

（訓）ラベンダー 

13:30～15:30 

◎書道<硬筆> 

13:30～15:00 

※1 

☆リラックスヨーガ① 

13:30～15:00 

 ◎３Ｄデザイン 

自主勉強会 

13:30～15:30 

 

 （訓）ユーカリ 

13:30～15:30 

☆ＰＣはじめの一歩 

13:30～15:30 

(就)就労SST 

14:00～16:00 

  

15 16 17 18 19 20 21 

 

（訓）ミント 

10:00～12:00 

（訓）タイム 

10:00～12:00 

（訓）ジャスミン 

10:00～12:00

（訓）ミント   

10:00～12:00 

☆音楽鑑賞 

10:00～11:30 

 

閉館日 

☆卓球 

13:30～15:00 

（訓）ラベンダー 

13:30～15:30 

 

◎３Ｄデザイン 

自主勉強会 

13:30～15:30 

☆合唱（未定） 

13:30～15:00 

☆ＳＳＴ 

13:30～15:30 

◎ＭＯＳコース 

＜Excel＞ 

13:30～15:30 

（訓）ユーカリ 

13:30～15:30 

☆アロマ 

13:30～15:00 

 

 

※2 

CoCoオアシス     

13:00～15:00 

※3 

ユースプログラム 

13:30～15:30 

  

22 23 24 25 26 27 28 

 

閉館日 

（訓）タイム 

10:00～12:00 

（訓）ジャスミン 

10:00～12:00 

（訓）ミント   

10:00～12:00 

◎テキスト形式SST 

10:00～12:00 

◎就労準備 

プログラム 

10：00～12：00 

  

閉館日 

※4 

カモミールの会 

14:00～15:30  

 ◎３Ｄデザイン 

自主勉強会 

13:30～15:30 

☆楽スポ 

13:30～15:00 

 

※1 
☆リラックスヨーガ② 

13:30～15：00 

◎ＭＯＳコース 

＜Word＞ 

13:30～15:30 

（訓）ユーカリ 

13:30～15:30 

☆うたごえ喫茶(未定) 

13：30～14：30 

 

(就)就労 

ミーティング 

14:00～16:00 

  

・デイルーム開所時間は月～金曜日9:00～16:30です(変更の可能性があります)。 

・(就) は就労支援室ライズ登録者のプログラムです。   

・(訓) は生活訓練事業登録者のプログラムです。 

・☆マークはデイ事業登録者と生活訓練事業登録者両方のプログラムです。 

・◎マークはデイ事業登録者と生活訓練事業登録者、ライズ登録者が利用できる合同プログラムです。 

・※1 リラックスヨーガは①か②のどちらかひとつの申込みになります。 

・※2 CoCoオアシスはどなたでも参加できます。 

・※3 ユースプログラムは、25歳くらいまでの方を対象としています。参加希望の方は担当にご相談ください。 

・※4 カモミールの会は発達障がいのある方向けの茶話会です。事前の申し込みが必要です。  

※新型コロナウィルスの感染拡大状況により、

プログラムが変更となる場合がございますので

ご了承ください。 

イラスト by Ｈさん 
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・デイルーム開所時間は月～金曜日9:00～16:30です(変更の可能性があります)。 

・(就) は就労支援室ライズ登録者のプログラムです。   ・(訓) は生活訓練事業登録者のプログラムです。 

・☆マークはデイ事業登録者と生活訓練事業登録者両方のプログラムです。 

・◎マークはデイ事業登録者と生活訓練事業登録者、ライズ登録者が利用できる合同プログラムです。 

・※1 リラックスヨーガは①か②のどちらかひとつの申込みになります。 

・※2 ママカフェ「たんぽぽ」は、こころセンター利用者で小学生以下のお子さんをお持ちの方が参加できます。 

・※3 CoCoオアシスはどなたでも参加できます。 

・※4 家族学習会には、センターを利用している方のご家族、かささぎ会会員が参加できます。事前の申し込みが必要です。 

・※5 カモミールの会は発達障がいのある方向けの茶話会です。事前の申し込みが必要です。 

・※6 ユースプログラムは、25歳くらいまでの方を対象としています。参加希望の方は担当にご相談ください。 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

1 2 3 4 5 6 7 
 （訓）ミント 

10:00～12:00 

（訓）タイム 

10:00～12:00 

（訓）ジャスミン 

10:00～12:00 

（訓）ミント 

10:00～12:00 

◎テキスト形式SST 

10:00～12:00 

  閉館日 

☆ハンクラ 

13:30～15:00 
（訓）ラベンダー 

13:30～15:30 

☆卓球 

13:30～15:00 

◎３Ｄデザイン 

自主勉強会 

13:30～15:30 

☆合唱(未定) 

13:30～15:00 

◎ビジネスＰＣ教室 

①13:30～14:40 

②14:50～16:00 

 

 

（訓）ユーカリ 

13:30～15:30 

☆ＰＣはじめの一歩 

13:30～15:30 

(就)就労SST 

14:00～16:00 

 

8 9 10 11 12 13 14 

 

（訓）ミント 

10:00～12:00 

（訓）タイム 

10:00～12:00 

（訓）ジャスミン 

10:00～12:00 

（訓）ミント 

10:00～12:00 

◎テキスト形式SST 

10:00～12:00 

※2 ママカフェ 

「たんぽぽ」 

10:00～11:30 

 

閉館日 

☆書道<毛筆> 

13:30～15:00 
（訓）ラベンダー 

13:30～15:30 

※1 

☆リラックスヨーガ① 

13:30～15:00 

 

◎３Ｄデザイン 

自主勉強会 

13:30～15:30 

 

◎ビジネスＰＣ教室 

①13:30～14:40 

②14:50～16:00 

 

 

 

（訓）ユーカリ 

13:30～15:30 

☆ＰＣはじめの一歩 

13:30～15:30 

※3 

CoCoオアシス     

13:00～15:00 

 

  

15 16 17 18 19 20 21 

 

（訓）ミント 

10:00～12:00 

（訓）タイム 

10:00～12:00 

（訓）ジャスミン 

10:00～12:00 

（訓）ミント 

10:00～12:00 

☆音楽鑑賞 

10:00～11:30 
閉館日 閉館日 

☆卓球 

13:30～15:00 

※4 

家族学習会 

14:00～16:00 

（訓）ラベンダー 

13:30～15:30 

◎書道<硬筆> 

13:30～15:00 

 

◎３Ｄデザイン 

自主勉強会 

13:30～15:30 

☆合唱(未定) 

13:30～15:00 

☆ＳＳＴ 

13:30～15:30  
◎ＭＯＳコース 

＜Word＞ 
13:30～15:30 

（訓）ユーカリ 

13:30～15:30 

☆アロマ 

13:30～15:00 

 

   

22 23 24 25 26 27 28 

 

（訓）ミント 

10:00～12:00 

（訓）タイム 

10:00～12:00 

（訓）ジャスミン 

10:00～12:00 

（訓）ミント 

10:00～12:00 

◎就労準備 

プログラム 

10：00～12：00 

 

閉館日 

※5 

カモミールの会 

14:00～15:30 

（訓）ラベンダー 

13:30～15:30 

☆ストレッチ体操 

13:30～14:30 

 

 

◎３Ｄデザイン 

自主勉強会 

13:30～15:30 

☆楽スポ 

13:30～15:00 

※1 
☆リラックスヨーガ② 

13:30～15:00 
◎ＭＯＳコース 

＜Word＞ 
13:30～15:30 

 

（訓）ユーカリ 

13:30～15:30 

☆うたごえ喫茶(未定) 

13：30～14：30 

(就)ストレッチ体操 

14:00～16:00 

※6 

ユースプログラム 

13:30～15:30 

  

29 30 31     

 

（訓）ミント 

10:00～12:00 

（訓）タイム 

10:00～12:00 

  

  

 （訓）ラベンダー 

13:30～15:30 

 

 

◎３Ｄデザイン 

自主勉強会 

13:30～15:30 

 

    

2月のカレンダーは 7面にあります♪ 

※新型コロナウィルスの感染拡大状況により、プログラムが変

更となる場合がございますのでご了承ください。 

イラスト by Ｈさん 


