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Ⅰ．平成２７年度の成果と課題 

 

平成２７年度のネットワークオレンジは、「豊かさの創造」のコンセプトのも

と、日々の子供達への社会生活訓練の場を、室内やお出かけ以外に「農業体験」

「就労体験」「販売体験」「アート」「音楽」と活動内容を高めていきながら、障

がいのある人たちが、地域の中で楽しく、安心して生活を送る基盤事業として、

共同生活援助事業のグループホームの創設を致しました。 

また、アート活動では、昨年の６月に仙台市で開かれた第１回「Art To You！

東北障がい者芸術公募展」で東北６県から寄せられた８４４点の応募作品の中

から、Orange Canvas の作品が５作品も入選するという快挙を成し遂げました。

アート活動 Orange Canvas の芸術性と可能性が世の中に証明された機会にな

ったと思います。 

就労では、大きな一歩を踏み出しました。昨年の７月に、エッグ利用者１名を、

制度を使わずに、ネットワークオレンジが雇用をしました。７歳からオレンジ

に毎日通い、療育を受け続けた成果として、障がい特性が緩和し、就労できる

までに成長しました。本人の小さい頃からの夢でもあった、オレンジのスタッ

フとして、同じ夢を持つ人たちの目標として、明るく元気に働いています。今

後も、施設内就労を含め、就職を希望している利用者さん達の夢を実現できる

よう、早期療育の必要性を保護者様や子供達に伝え続けていきたいと思います。 

販売体験では毎年２０００名を超える来場者で賑わう共に創ろう！東北マル

シェ™にスタッフと出店し、自分たちが製作した商品を販売し、お店を訪れるお

客様との交流を深めました。 

音楽活動では、外部講師の指導のもと、キッズ、ティーンズ、エッグが一つに

なって「おもちゃのチャチャチャ」をクリスマス会で保護者の皆さんの前で日

頃の成果として発表しました。 

２７年度の課題として、スタッフ間の報・連・相をもっと強化しなければと思

います。スタッフも増え、事業も成長に伴い複雑化してきますので、研修を入

れながら、業務が円滑に捗る体制を築いてゆきます。 

２７年度も子供達と豊かな毎日を過ごすことができました。日頃の皆様からの

ご支援とご協力に深く感謝と御礼を申し上げると共に、新年度も実りの多い一

年を築いていきますので、今後ともどうぞ宜しくお願い致します。 

  

                               

  特定非営利活動法人ネットワークオレンジ 

 

                 代表理事  



4 

 

活動に関わる事項 ≪地域塾≫ 

(ア) 福祉事業の運営 

① オレンジキッズ事業 

事業名 
オレンジキッズ 

(宮城県指定障害福祉 放課後等デイサービス) 

目 的 

五感を使った遊びを通し、情緒の安定、体力の増進、認知の向上を目指し、

障害特性からくるこだわり行動を軽減させていきながら、生活リズムを整え

ていく療育を行う。 

助 成 なし 

実 施 概 要 

■対 象： 小学校１年生～6年生の療育手帳所持者 

■場 所：東新城オレンジ（気仙沼市東新城 2－5－4） 

■営業日及びサービス提供時間 

 ・営業日：運営規定の定めるとおり 

 ・休業日：運営規定の定めるとおり 

■料 金：市町村の定める料金（その他実費負担有） 

■登録者数：１3名 

 

個別支援計画に沿いながら、室内遊びとして折り紙や画用紙等を使っての

壁面飾りの作成や、音楽を楽しむ楽器遊び、ボール遊びを行っている。戸外

で体を動かしたり、地域の親子連れの方々や子供達との交流などもあり、ス

タッフが支援を行いながら地域の方々と関わる場面も日常的にあった。おや

つの準備や、片付け、生き物や草花の世話などのお手伝いも子供と楽しみな

がら行うことが出来た。 

また毎月の行事として行っている調理体験では、計画、買い物からスタッ

フと一緒に考え、衛生面、調理、片付け等、一連の流れを繰り返し確認し楽

しみながら、食事への興味を広げる機会に繋がった。 

アートワークショップでは短い時間の中でもそれぞれ活動に参加し、新た

な技法を学びながら絵の具などの感触を楽しみ作品作りをおこなった。 

4 月から 9 月まで昨年に引き続き健康体操を実施。体育館でリズムに合わ

せて体を動かしたり、体のストレッチを講師の冨田先生の指導のもと行っ

た。先生の都合により、一度中断するも新しい先生を依頼。1月より菊地久

美子先生の指導で再開する。前回までの積み重ねもありスムーズに参加して

いる。 

音楽リズムは、クリスマス会での発表にむけ 9月から菅野靖江先生の指導

の下、練習を始める。「おもちゃのチャチャチャ」をティーンズと一緒に演

奏し、それぞれの楽器を楽しむことが出来た。 
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夏休みは庭にミニプールを設置。午前中の水遊びに活用した。午後はティー

ンズと一緒に川遊びや、公園での活動を行った。7 月 18 日には東京の NPO

法人アクアリズムの皆さんと岩手県の B＆Gのプール活動を行う。その後「夕

涼みイベント」を企画していたが雨の為延期。8月 22日に開催する。庭に夜

店を出し、買い物体験やバーベキュー、花火を楽しんだ。 

７月３１日には、あそび～ばさんが訪問。庭に遊び場を設置し、水遊びや工

作を指導員のもと楽しんだ。 

11 月より購入したプロジェクターによるＤＶＤ鑑賞を活動に取り入れ雨の

日など、室内での活動にいかした。 

ハロウィンでは自分たちで作った帽子をかぶったり、自分で用意した衣装

で行列に参加。お礼のカードも作り子どもたちと一緒に協力して下さったと

ころにお礼の挨拶に行くなど地域の方との交流の場となった。クリスマス会

にはほとんどの子が参加。活動の中で制作した飾りを展示。音楽リズムで練

習した曲を発表し、コンサートを積極的に楽しむことができた。 

３月には、吉武大地さん率いるライジングサン、みんなのことばのコンサ

ートに参加。音楽を楽しむことが出来た。 

 

 

 

成果と課題 

■成果：オレンジキッズ（小学生対象）からティーンズ（中高生対象）の療

育に移行できるよう、集団での生活や地域との関わりの場面で、ひとり一

人の障がい特性に合わせた療育を実践することが出来た。また、臨床心理

士や医師等の専門家が現場に入り、子供や問題ケース等にも関わっていた

だく等、新たな繋がりができた。 

イベントへも多くの子が参加。落ち着いて親子が楽しみながら参加出来る

ようになり成長を感じる場面が多くあった。 

 

■課題：低学年から高学年に成長する中で、思春期を迎える子供との関わり

方を相談されることが多くあった。保護者さんからのお問い合わせに応じ

て、スタッフも研修の場を設け、療育相談や、家族支援の充実に繋げたい。

また、子どもたちの地域生活が安心、安全な環境の中で送れるように、保

護者さんや、学校、地域、医療等の各関係機関と情報を共有し、より充実

した支援へ導きたい。 
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オレンジキッズ 活動の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② オレンジティーンズ事業 

事 業 名 
オレンジティーンズ 

（宮城県指定障害福祉 放課後等デイサービス） 

目  的 

オレンジキッズで培った生活リズムをベースとし、思春期の心身の変化に

寄り添いながら、より地域との関わりの多い環境で社会性を伸ばし、就労を

視野に入れたトレーニングを行う。 

助  成 なし 

基 礎 情 報 

■対 象：中学校 1年生～18歳未満の療育手帳所持者 

■場 所：三日町オレンジ（気仙沼市三日町 2－2－15） 

■営業日及びサービス提供時間 

 ・営業日：運営規定の定めるとおり 

 ・休業日：運営規定の定めるとおり 

■料 金：市町村の定める料金（その他実費負担有） 

■登録者数：14名 

実施概要 

学校卒業後をイメージし、日課として名前、住所、予定などを記入する日誌

書きや、名前書きの練習、計算、漢字の書き取りなどのプリント学習を毎日

行っている。また身近にある折り紙などを使って四季折々の装飾を制作した

り、テーブル拭きや食器洗いなどのお手伝い、身辺の整理整頓などにも心掛

けて取り組んでいる。 
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また、専門の講師(近藤浩平先生)にお越し頂き、シンプルな技法から固定観

念に捉われない創造性を強みにした多彩な表現を目指して月一回のペース

でアートワークショップを実施している。 

この他にも運動量が少ない児童の健康づくりのために市内の公民館、体育館

を使って昨年同様インストラクターの富田夕子先生の指導で健康体操を月

一回のペースで行ったり、室内でもできる妖怪体操やラジオ体操など積極的

に体を動かす機会をつくっている。また、子供たちのお楽しみイベントの一

つとして調理体験を企画し、当日は切る人や炒める人など役割を決めてみん

なで楽しく料理をしたり、毎月のお誕生日会もお楽しみイベントの一つとし

て企画している。 

７月には昨年に引き続きNPO法人アクラリズムの皆さんに岩手県一関市藤沢

町にある藤沢 B&G海洋センターで水泳の指導をして頂いた。中には通ってい

るスイミングスクールの記録会で５０m 泳げるようになったというお声を保

護者様より頂いている。 

昨年 10 月に開催した第 5回共に創ろう！東北マルシェでは、開催までの間、

当日販売するくじ引きを制作したり、開催当日は高等部の男の子女の子の計

６名がスタッフと一緒に実際に出店ブースに入って販売体験を行ったり、来

場者にパンフレットを配ったり、会場内の清掃をしたりとそれぞれ役割を決

めて 10 時から 12時までの間会場内でスタッフ、オレンジエッグと一緒に活

動した。また１０月３１日に地域の方々の協力で行われたハロウィンの行進

では一人一人仮装し、協力店舗５か所を「お菓子をくれなきゃいたずらする

ぞ！」と大声を出しながら東新城オレンジ周辺を行進した。１２月に行われ

たクリスマス会では、オレンジキッズのこどもたちと合同で合奏の発表を行

った。合奏の練習も外部講師の指導の下積極的に東新城オレンジでオレンジ

キッズと合同で行った。 

また、オレンジエッグと合同で農業体験にも参加している。 

 

成果と課題 

■成果： 

昨年６月に当時中学２年生だった男の子がオレンジに行きたくないと訴

えたためご両親もそれに応じる形で利用が一時期ストップした。その間オ

レンジ、そして専門機関と連携しながらケース会議を行い児童の利用再開

に向けて対応策を話し合った。同年の８月に利用が再開され、利用を継続

していく中で本人も周囲のスタッフ、他児、環境に慣れ、周囲の他児も本

人に慣れていく中で調理体験に参加することが出来たり、クリスマス会へ

も参加することが出来た。 
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■課題： 

 今後も今まで以上にスタッフ間の報・連・相に力を入れ、事故やトラブル

防止に繋げ、よりよいサービスを提供できるように努めていきたい。 

 

オレンジティーンズ 活動の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ スマイルサポート事業 

事 業 名 
スマイルサポート 

（自主事業 兄弟養育支援） 

目  的 地域塾利用児・者の兄弟に対し、余暇活動や放課後支援を実施する 

助  成 なし 

基 礎 情 報  

■対 象：兄弟がオレンジキッズ・ティーンズに通い、利用を希望する児童  

■場 所：三日町オレンジ（気仙沼市三日町 2－2－15） 

     東新城オレンジ（気仙沼市東新城 2－5－4） 

■営業日及びサービス提供時間 

 ・営業日：運営規定の定めるとおり 

 ・休業日：運営規定の定めるとおり 

■料 金：1,000 円／日（その他実費負担有） 

■利用者：なし 

■活動内容：年齢に応じオレンジキッズ・ティーンズと共に活動。 

成果と課題 
利用児の進級、進学に伴い、今年度の利用はなかったが、今後も保護者様の

ニーズに応じてサービスを提供していく。 
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④ オレンジエッグ事業 

事業名 
オレンジエッグ 

（気仙沼市地域生活支援事業 地域活動支援センター） 

目 的 
地域の中で社会参加と就労体験の機会を提供し、地域の一員として社会

参加が送れるよう社会性と持続性を育むことを目的に活動する。 

実施概要 

■対 象：義務教育終了後の利用を希望する療育手帳所持者 

■場 所：三日町オレンジ（気仙沼市三日町２－２－１５） 

■営業日及びサービス提供時間 

  営業日及び定休日：運営規定の定める通り 

サービス提供時間：運営規定の定める通り 

■料 金：2,000円/日（その他実費負担あり） 

■工 賃：300円/日 

■利用登録者：4名 

主な活動 

■販売体験 

○「気仙沼の駄菓子屋さん ぽっかぽか堂」での販売体験 

  ・総売上：円 

・受注件数：8件(お菓子の袋詰めやオリジナル商品) 

 ⇒お菓子の袋詰め／8件(約 500袋) 

 ⇒ポストカード／1件(50枚) 

 ⇒クリアファイル／１件(120枚) 

 ⇒しあわせのクローバー(100袋) 

※気仙沼ホテル観洋のお土産コーナーで販売。 

 

  ・イベント出店：2回 

  ・その他： 

イベントに向けて、くじ引きやおもちゃ、お菓子を利用者と仙

台の卸問屋へ仕入れに行く。（１回） 

サンマリンホテル気仙沼観洋の売店でオリジナル商品を委託

販売。 

 

■農業体験 

「食べる喜び」から「作り喜び」をテーマに契約農家の指導の下、無農

薬に心がけ野菜を栽培した。また収穫したサツマイモで冬季期間中焼き

芋の販売を行い、地元住民の方を始め多くの方々に好評を頂いた。 

栽培した野菜はジャガイモ、サツマイモ、サトイモ、カボチャ、ミニ

トマト、エダマメ他 
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■学習支援 

学校卒業後も継続して読み・書き・計算などの社会生活を送る上での基

本的知識の習得をテーマにプリント学習で漢字の書き取りや計算問題

等に取り組んでいる。 

 

■アート活動 

○プロのアーティストによるアートワークショップに参加。また、アー

ト活動で制作したイラスト等はオレンジ通信や当法人の配布物等の挿

絵や Orange Canvasのオリジナル商品の原画としても使われている。 

  ○図書館利用 

  ・月に 1〜2回、千厩や気仙沼の図書館へ行き児童書や趣味の本を借

り、知識を高めている。 

 

■調理体験 

自分たちの昼食を、調理指導スタッフとともに無添加の食材や、自

分たちが農業体験で作った野菜も使用し、自分たちも調理に参加す

ることにより、食に関する意識や調理に関する知識等の習得、また

安全安心な食材により作られた食事をとることによる健康増進をは

かる。 

 

■手芸体験 

  東北マルシェで販売するバッグやアクセサリーの製作や自

分たちが日常使用する筆入れやバッグ等の製作をスッタッ

フ指導の下行う。 

成果と 

課題 

成果： 

今年度もネットワークオレンジ全体のテーマである Slow Life を意識し、

農業体験や調理体験、アート活動、定期的な図書館利用など、心の豊か

さを育む活動を中心に活動を行った。 

また、オレンジエッグの目的である社会参加と就労体験の機会を提供

するという観点からは、8月に行った夕涼み会での「縁日」、10月に開催

した第 5回共に創ろう！東北マルシェ™でのぽっかぽか堂の出店を行い、

お菓子やおもちゃの販売のほか自分たちが活動の中で作った手芸品の販

売も行った。その結果現在では、調理体験や農業体験を通し、調理技法

や食材に関する知識を得てきている。また、調理体験での手作りの食事

をとることにより、健康面でも体調を崩すことが少なくなった等良い影
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響が出てきている。今年度新たに手芸を活動に取り入れたことにより活

動の幅がさらに広がり、生活の中で新たな楽しみを得ることができた。 

課題： 

学校を卒業した社会人としての言葉づかいや挨拶、またこちらからの促

しがなければ自分で気付いて動かないこともある。 

活動履歴 

4月 農業体験：畑の準備作業、各種野菜苗植え付け 

   リアスアーク美術館見学 

   気仙沼市内神山川にてお花見ランチ 

   一関市立千厩図書館利用 

 5月 近藤先生指導アートワークショップ参加 

   農業体験：畑手入れ、各種野菜苗植え付け 

   一関市立川崎図書館利用 

 6月 農業体験：畑手入れ、各種野菜苗植え付け 

   一関市立千厩図書館利用 

 7月 リアスアーク美術館見学・外食体験 

   Art To You東北障がい者芸術作品展にてエッグメンバー

の作品が入選 

 8月 近藤先生指導アートワークショップ参加 

   農業体験：ミニトマト、エダマメ収穫 

   夕涼み会にて縁日開催 

   花巻るんびにい美術館にて企画展「わたしのなかにはあ

なたがいる」鑑賞・館内カフェにて外食体験 

   一関市立大東図書館利用 

 9月 冨田先生指導健康体操参加 

   近藤先生指導アートワークショップ参加 

10月 第 5回「共に創ろう！東北マルシェ」参加ぽっかぽか堂

出店：おもちゃ、くじ、手芸作品販売 

   リアスアーク美術館方舟際に作品出展 

   リアスアーク美術館方舟際鑑賞 

   僕らのハロウィン大作戦ハロウィンパレード参加 

11月 管野先生指導音楽リズム教室参加、Xmas会に向けて練習 

   園芸体験：チューリップ球根植え付け 

   一関市立川崎図書館利用 

12月 外食体験 

   一関市立千厩図書館利用 

   僕らのクリスマス大作戦参加、ハンドベル演奏披露 
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   近藤先生指導アートワークショップ参加 

1月 今月より手芸専属の講師(池原登代子先生)の指導による

パッチワーク手芸がスタート。毎週月曜日午後２時～３

時。 

2月 岩手県一関市千厩町の「せんまやひなまつり」鑑賞。 

3月 Project Rising Sun復興支援ミニコンサート参加。 

   NPO法人みんなのことば コンサート参加 

   3/24(木)より木曜エッグがスタート。木曜日もオレンジ

エッグの営業日となる。主に普段の活動では出来ないカ

ラオケやボーリング、バーベキューやミニ遠足などのお

楽しみ活動を行う。 

   今月末より２８年度に向けた農作業が始動する。ジャガ

イモ、ネギ、サトイモ、枝豆、サツマイモ、ピーマン、

ナス、かぼちゃ、ニンニクを栽培予定。 

 

オレンジエッグ 活動の様子 
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⑤ アットホームオレンジ事業 

事 業 名 アットホームオレンジ（グループホーム） 

目 的 利用者の自立への生活訓練と心身の成長をはかる 

補   助 社会福祉施設等施設整備事業費補助金（宮城県障害福祉課施設支援班） 

基 礎 情 報  

■対 象：利用を希望する 16 歳以上の障がい者 

■場 所：アットホームオレンジ（宮城県気仙沼市大林 18-1） 

■営業日及びサービス提供時間 

 ・営業日：運営規定の定めるとおり 

 ・休業日：運営規定の定めるとおり 

■料 金：市町村の定める料金、他実費負担 

実 施 概 要  

■活動内容：日常生活で自分のできること（洗濯・掃除等）を行い、共に食

事・入浴・余暇を過ごし自分の家のように生活できる空間を提供する。 

休日（毎週木曜日・日曜日）には買い物体験・調理体験・外食・ドライブ

等を実施している。学校・就労先への送迎、通院の付添にも対応している。 

成果と課題 

平成 27年 4月 1日より 2名入所し開所となる。5月より、さらに 2名が宿

泊体験を利用し、6月から 4名の入居者となり現在に至る。 

要保護児童の方が 1名利用のため、スタッフ 2名体制（夜勤者の他に早番・

夜勤補助・休日補助を 1名増員）で対応し開始する。 

 来所してすぐに夕食となるが、偏食はあるも 4名一緒に、台所のテーブル

で食事を摂ることができた。その後は入浴となり、時間・順番と定めてはい

ないが、4名とも拒否なく洗髪・洗体と清潔保持することができている。 

入床までの余暇時間では、リビング・自室を利用され過ごしている（ゲーム・

ＣＤ・テレビ・ＤＶＤ・本等）が、暴言・癇癪・他害も見られ、他利用者様

の睡眠等の妨げになることもあった。又 マイコプラズマ等による体調不良

の方の対応としては、自室静養と自宅静養とに分けて対応した。各自、自室

で DVD鑑賞や本を読んだりして過ごすことができた。食事も自室で摂る（全

量摂取）ことができたので、病院より処方された薬の服用で完治された。 

病気・不穏時の対応を専門医等の研修を用いて相談や、保護者様・行政・

支援学校等の各関係機関との支援会議を行い、専門的な知識・技術を身につ

け健康・穏やかに過ごしていただくよう支援していきたい。 

 収入が国保連より、月に 960,000 円～1,070,000 円と他に家族様よりご利

用料金として、月に 220,000円～260,000円頂いている。（4名分） 支出が

月に 500,000 円～600,000円となるが、10月に県の実地指導により、書類の

不備等の指摘があり、返金済みである。（387,590円） 
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⑥ 相談支援事業 ほっとオレンジ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 名 
ほっとオレンジ 

（指定計画相談支援及び指定障害児相談支援） 

 

 

目    的 

ネットワークオレンジ内で提供している放課後等デイサービス利用

児童のサービス利用に係る書類の作成 

障害福祉サービスを利用希望されている方と家族が安心して生活で

きるように、各事業所との支援部会の開催を行い、最適な支援環境

を利用児・者・家族の方々に提供していく 

助   成 なし 

 

 

 

 

基 礎 情 報 

■対 象：オレンジキッズ・オレンジティーンズ・アットホームオ

レンジ利用者及びその家族 

障害福祉サービスの利用を考えている児及びその家族 

■場 所：東新城オレンジ（気仙沼市東新城二丁目５番４号） 

■営業日及びサービス提供時間 

・営業日：毎週 月・火・水・金・土  

・休業日：祝日及び１２月２６日～１月６日 

■登録者数：２９名 

 

 

 

 

 

実 施 概 要 

事業所設立に伴い、前年分としてネットワークオレンジ各種福祉事 

業利用児に関する利用計画書の作成を気仙沼市役所障害福祉課より

承り、利用者の現在の様子や、今後の福祉サービス利用についての

聞き取りを行い、その聞き取りに基づいたサービス利用計画書の作

成を行う。 

平成 27 年度 6 月に新たな支援計画の作成を行った。次月に 6 月分

の請求として国保連への請求処理を行った。 

平成 27 年 12 月に前回の支援計画のモニタリングとして計画の見直

しを行った。次月に 12 月分の請求として国保連への請求処理を行

った。 

平成 28 年 4 月から管理者が菅原きり子、相談支援専門員が小山公

一郎に変わり、新体制となる。 

 

 

成果と課題 

成果：締め切り期間が短い中での計画作成となったが、全ての家族

の聞き取りを行い、家族の要望に沿った利用計画書の作成を

行う事が出来た。 

課題：事業所開設から日が浅い為、今後の相談支援のサービス向上

を目指し、研修などを通してのスキルアップを図っていく。 
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⑦ ENJOY サポート事業 

事 業 名 
ENJOY サポート 

（自主事業 余暇支援） 

目 的 

本人及び保護者の依頼により利用者が気仙沼市内での通院、冠婚葬祭、

同窓会、式典、各種会合等を安全に、そして環境になじむように配慮し

て適切なサポートを行う。 

助 成 なし 

基 礎 情 報  

■対 象：オレンジエッグ登録利用者 及び保護者 

■実施日：随時 

■料 金： 2,000 円／回（オレンジエッグ活動時間内の利用） 

    ：10,000 円／回（日曜及び木曜の利用） 

    ※その他実費負担有 

実 施 概 要  
通院、早朝・休日の預かり、送迎など。 

今年度は利用なし。 

成果と課題 
今年度は支援学校の同窓会への参加をサポートした。今後も利用者のニ

ーズに沿ったサービスを提供していく。 

 

 

⑧ オレンジスクール事業 

事 業 名 
 オレンジスクール 

 （自主事業） 

目 的 

障がいを持ったお子さんが学校卒業後、就労活動をしながら地域

の方と交流を深め合い、自分らしく生活していくために、子ども

の特性や関わり方・育て方をスタッフ・保護者が共に学び、実践

していく場を提供していく。 

助 成 なし  

実施概要 

子ども達の支援を行うにあたって、家族と放課後等デイの現場の

双方で一貫した支援を行う必要があり、スタッフと保護者が共に

学び、子ども達との関わり方を共有する場の必要性を感じた。ま

た、親子で参加できる行事を開催し、子どもの成長を感じられる

場や、保護者が一人で孤立せず、保護者同士のつながりを作る場

として以下の要領でオレンジスクールを開催した。 
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場所・日時 内容 参加人数 

館が森アーク牧場 

平成 27年 6月 20日（土） 

8：45～16：10 

■第一回オレンジスクール 

「春の親子遠足」 

行先 岩手県一関市 館が森アーク牧場 

67名 

前年比＋4名 

東新城オレンジ 

平成 27年 8月 22日（土） 

17：00～20：00 

■第二回オレンジスクール 

「夏の夕涼み会」 

74名 

前年比－14名 

東新城界隈 

平成 27年 10月 31日

（土） 

10：00～12：00  

■第三回オレンジスクール 

「ハロウィン大作戦 2015」 

協力店舗 浜の家 志田整形外科 東新城仮

設住宅 気仙沼社会福祉協議会 かもめ通り

味屋酒店 

38名 

前年比＋6名 

すこやかホール 

平成 27年 12月 13日

（日） 

10：00～13：00 

■第四回オレンジスクール 

「ぼくらのクリスマス大作戦」 

ゲスト あきらちゃん コロッケくん 

88名 

前年比＋8名 

成果と課題 

■成果：年間のイベントも浸透し始め、前年を上回る参加率とな

った。 

子どもたちだけでなく保護者の方々の交流の場としても活用さ

れていた 

また、各種内容に関しても好評を博し、参加率の高さに現れてい

る。 

■課題：オレンジ利用児童・家族が増え、要望などの多様化があ

るので、それぞれの意見を取り入れ、全員が参加しやすい環境を

今後も考え、提供していく。 

ニーズの多様化もあるので、今後新たな行事開催なども考えてい

く。 

 

 

 



17 

 

 

オレンジスクールの様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧アート活動事業（Orange Canvas） 

事 業 名 Orange Canvas（オレンジキャンバス） 

目 的 

多方面からの講師のワークショップ等により、様々な創作活動を体感し個々

の表現方法を学ぶ。また、Orange Canvas の作品の充実を図り、オリジナル

ブランドとしてのクオリティーを高める。 

助 成 arche noVa、こ～ぷほっとわ～く助成金(みやぎ生協) 

実 施 概 要 

■４月１８日(土) 

●オレンジキッズ／オレンジティーンズ：『デカルコマニー２(合わせ絵)』 

前回 3/28 に行なったデカルコマニーの応用編。今回はプラ版に絵の具をペ

インティングナイフを使って盛り付け、それを画用紙に転写、それから画用

紙を二つ織りにした。偶発的な技法による絵の具の混色やにじみが面白い表

現に繋がった。 

●オレンジエッグ『続・ジャン・デュビュッフェに習うスクラッチ技法』 

１月より継続してジャン・デュビュッフェに習ったスクラッチ技法を使った

AWS をこれまで実施してきた。パネルに３色以上の絵具で彩色して下地を作

り、その上からジェッソ、モデリングペーストで塗りつぶし、完全に乾燥す

る前に割り箸やペインティングナイフを使ってひっかくという段階を経て、

前回はその上から絵具で色を入れていった。この日はその続きで、さらに色

を重ねて肉付けをしていった。 

■５月３０日(土) 

●オレンジキッズ／オレンジティーンズ『スパッタリング』 

“スパッタリング”とは“霧吹き”という意味で、絵具を目の細かい網に塗

ってブラシでこすりその粒を画用紙に飛ばす技法。今回は歯ブラシを使い、

直接歯ブラシで画用紙に描いたり、スパッタリングで描いたりした。中には

二人共同作業で別々の色を使って二色構成でスパッタリングして描く児童
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もいた。 

●オレンジエッグ『スクラッチと塗り重ね&研ぎ出し』 

1 月から 4 月の間で制作したスクラッチ技法による作品づくりはスクラッチ

による凸凹のマチエールが原始的、素朴な効果を生む出すことに繋がった。

今後も継続してスクラッチ技法による作品作りに加えて、上記の絵具の塗り

重ね＆研ぎだしの技法による作品作りも行っていく。 

この日は前回同様にパネルに３色以上の絵具を使って彩色し、乾燥後ジェッ

ソ、モデリングペースと盛り付け割り箸でスクラッチした。その後新たに別

のパネルに余った絵の具を使って盛り付けていった。 

■７月４日(土) 

●オレンジキッズ／オレンジティーンズ：『バチック(塩によるはじき絵)』  

水気を多く含んだ絵の具を画用紙に彩色し、絵の具が乾かない内に塩を巻く

と絵の具を塩がはじき、結晶やウロコ雲のような模様をつくった。 

●オレンジエッグ『スクラッチと塗り重ね&研ぎ出し』 

前回に続き、スクラッチしたパネルの上にマーカーを使ってイラストを描

き、彩色を施していった。また、前回塗り重ねたパネル S4 号の上にさらに

その上から絵具を使って塗り重ねを施した。 

■７月１１日(土) 

●オレンジキッズ／オレンジティーンズ『ストリング』 

ストリングとは、たこ糸や、毛糸に絵の具をつけて、画用紙に挟んで模様を

作ったり、糸をつまんで弾いたり、鉛筆などに巻いて転がしたりして模様を

つくる技法で、たこ糸、毛糸を使いわけて創作したり、紐で形をとって絵を

描く子も見られた。 

●オレンジエッグ『スクラッチ技法による作品づくり』 

前回の続きで、大好きな恐竜、怪獣、朱雀、ハートなど、一人一人が好きな

ものをモチーフに描き、継続して彩色を施していった。 

■８月５日(水) 

●オレンジキッズ／オレンジティーンズ『ロックペインティング』 

川原で拾った凸凹の少ない丸みを石を集め、絵の具を使ってデザインした。

石の形から動物や果物を連想して描く子や、反対にイメージにとらわれず気

に入った色を塗っていく子も見られた。 

●オレンジエッグ『スクラッチ技法＆塗り重ね＆研ぎ出し』 

絵の具を何層にも塗り重ねたパネルを電動ヤスリで削り、何層にも塗られた

絵の具の層が削られることにより独特なマチエールを作りだす事が出来た。 

スクラッチ技法による作品作りは継続して絵の具で彩色を施していった。 

■９月１９日（土）『ろうけつ染め』 
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10月 10 日（土）に開催する第五回共に創ろう!東北マルシェの会場に飾る T

シャツをろうけつ染めの技法を使ってオレンジキッズ、オレンジティーン

ズ、オレンジエッグで制作した。 

■１０月１７日（土） 

●オレンジキッズ／オレンジティーンズ：『額を創ろう』 

30cm×30cm のダンボールの中央を 20cm×20cm に切り抜いた額にジェッソを

塗装し、乾燥後絵の具で彩色した。様々な色を使って額に彩色する様子が印

象的だった。 

●オレンジエッグ『続・スクラッチ技法による作品づくり』 

前回の続きでスクラッチしたパネル上に描いたものにアクリル絵の具で彩

色を施していった。 

■１２月１９日（土） 

●オレンジキッズ／オレンジティーンズ『マーブリング』 

容器に水を張り、水面に専用の絵具を垂らした祭に広がる模様を竹串を使っ

て作り、その上から画用紙をかぶせ模様を転写した。 

●オレンジエッグ『続・スクラッチ技法による作品づくり』 

今回新たにこれまで制作して来たものよりも大きい M サイズのパネルを使

い、これまで同様にスクラッチ技法を使った作品を制作する。今回はこれま

で同様５色以上の絵具を使ってパネルに彩色した。それから前回の続きでス

クラッチ技法を施したパネルにさらに継続して彩色を施していった。 

■１２月２６日（土） 

●オレンジキッズ／オレンジティーンズ『コラージュ』 

前回マーブリングにより制作した画用紙をちぎって四つ切の画用紙に貼っ

ていき、その上からお馴染みのクレヨンやマーカーを使ってドローイングを

した。 

●オレンジエッグ『続・スクラッチ技法による作品づくり』 

前回彩色した Mサイズのパネルの上にジェッソ、モデリングペースを盛り付

け、専用のカタリストを使ってマチエールの効果を高めていった。 

さらに、５月より継続して制作して来たスクラッチ技法による作品づくりの

仕上げを行った。 

■１月１７日（土） 

●オレンジキッズ／オレンジティーンズ『ジャン・デュビュッフェに習うス

クラッチ技法』 

今回より第二回 Art to You! 東北障がい者芸術公募展に焦点を合わせ、作業

工程を４回に分け作品を制作して行く。この日は F3 号のパネルにいろんな

色のアクリル絵の具を使って彩色をするところまで行った。 

http://wrs.search.yahoo.co.jp/FOR=UygvR7ZV3ijO4Sb79rkFjMq6VPT0OysfxPbTjjryzyf2PCVjnmXYuANx6_1veGyziRdXYi_1YaY3lyhLrlL0EEVDaaatIC4_bk4NPh5FPPSVc82Y_0U3WBSC6P4aEQQKc3lVAW7ezVSETm8KYqSjMP833ol6GwtrUjIz8_fmYam7PvKXsC7KhhTFkQ1iUrKc.b1fYje35g--/_ylt=A2RCPVRpAw5XVhcAUZGDTwx.;_ylu=X3oDMTBtNHJhZXRnBHBvcwMxBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGU-/SIG=11abu4ffo/EXP=1460636969/**http%3A/www.art2you.jp/
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●オレンジエッグ『続・スクラッチ技法による作品づくり』 

前回スクラッチしたパネルの上から各々が描きたい対象をアクリル絵の具

を使って描いていった。 

■２月１７日（土） 

●オレンジキッズ／オレンジティーンズ『続・ジャン・デュビュッフェに習

うスクラッチ技法』 

前回彩色したパネルの上にモデリングペーストとジェッソを混ぜたものを

盛り付け、カタリストやペインティングナイフを使ってスクラッチ技法を施

した。 

●オレンジエッグ『続・スクラッチ技法による作品づくり』 

スクラッチ技法を施したパネルに引き続きアクリル絵の具で色を足したり、

修正したりと完成へ向けて着実に進めて行った。 

■３月６日（土） 

●オレンジキッズ／オレンジティーンズ『続・ジャン・デュビュッフェに習

うスクラッチ技法』 

前回スクラッチしたパネルの上にアクリル絵の具で混ぜ過ぎないように注

意しながら彩色した。 

●オレンジエッグ『続・スクラッチ技法による作品づくり』 

前回に引き続き、講師の指導の下、混色して作った色をスクラッチしたパネ

ルに彩色したり、時々離れて見て、構成を考え、消したり、また描いたりと

繰り返していきながら作品を高めていった。 

中には Gペン、丸ペン、カブラペンを使った作品作りに入ったメンバーもお

り、この日はそれぞれのペンの感触や特性を知るために春の植物をみながら

のデッサンとなった。 

また、前回スクラッチしたパネルをサンダーで研磨し表面の凸凹を緩和させ

た上からイラストを描きベースとなる色を彩色した。 

成果と課題 

■成果：第 1回 Art toYou! 東北障がい者芸術公募展において８４４作品の

中から入選された１６７作品に、ネットワークオレンジで応募した５作品

が入選。さらに特別支援団体賞を頂く結果となった。また、１０月２８日

から１１月１日までの期間、リアス・アーク美術館で開催した「方舟祭

2015」にオレンジキャンバスの成果発表の場として、作品を展示。多くの

来場者が鑑賞していかれ、中には「すばらしい作品です」という感想も頂

いた。 

また、2 月 20日（土）～ 3月 15日の期間で多賀城市市民活動サポートセン

ター2F ギャラリーにおいてネットワークオレンジのアート事業「オレンジ

キャンバス」の作品展示会が行われ、主に「第一回 Art to You! 東北障が
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アートワークショップの様子 

 

 

 

⑨ その他の事項 
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2. まちづくり事業の運営 

 

い者芸術公募展」において入選した５作品が展示された。 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計
平成２７年度 519 537 555 549 523 530 541 532 502 495 542 543 6368
平成２６年度 471 473 483 513 493 514 462 490 489 450 482 539 5859
平成２５年度 414 390 555 395 408 393 404 421 426 416 436 463 5121
平成２４年度 387 385 394 397 403 395 434 386 359 369 358 433 4700
平成２３年度 366 361 329 380 389 361 371 364 337 361 327 373 4319
平成２２年度 313 301 315 313 339 325 358 330 326 298 337 247 3802
平成２１年度 212 226 245 238 212 246 259 214 220 212 251 304 2839
平成２０年度 45 106 145 153 167 164 183 183 156 141 169 183 1795

平成２７年度　内訳 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計
オレンジキッズ 181 199 206 211 199 193 200 200 186 192 200 197 2364
オレンジティーンズ 235 237 242 234 229 236 236 231 228 224 241 231 2804
オレンジエッグ 103 101 107 104 95 101 105 101 88 79 101 115 1200

平成２７年度地域塾　利用累計
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① 「東北マルシェ™」事業 

事 業 名  共に創ろう！東北マルシェ™ 

主 旨 

 2011 年 11月より始まった「共に創ろう！東北マルシェ™」（以下、東

北マルシェ™）は宮城県、岩手県、福島県の被災地域からの参加者（７

２団体）を対象に「学び」の機会と「実践」の場を提供し、３年間で約

７千人に及ぶ来場者で賑わう東北マルシェ™を震災後の気仙沼で開催し

た。開催当初から経済産業省や国内外の団体・企業から高い評価を受け、

2013 年度は世界 80か国以上で 1,900店舗を展開し販売するフランスの

化粧品メーカー ロクシタンに協賛して頂いた。 2014 年度も持続可能

な仕事づくり、店づくりの“創意工夫”をテーマに開催し、引き続きロ

クシタンの協力を受け起業家コンテストを開催した。そして今年度から

は法人単独での開催を実現し、障がいのある方々の“社会参加の場”“就

労体験の場”として東北マルシェを開催した。 

後   援 気仙沼市 

実 施 概 要 

・日時：10月 10日（土）10：00～16：00 

・会場：新城沖公園（気仙沼市東新城一丁目） 

・参加出店数：21店舗 

①Vida Cafe（喫茶・一関市）、②Vida Café ポケット（クレープ・一関

市）、③NPO法人麦の会 コッペ（国産小麦で作るパンとクッキー・仙台

市）、④ブランシュネージュ（生花・鉢花）、⑤マサキ食品（豆腐）、⑥

食工房貞秀（手作り餃子、焼売）、⑦片山商事（海産物）、⑧藍工房 OCEAN 

BLUE（藍染）、⑨ありすボックス（コワーキングスペース＆ネットカフ

ェ）、⑩さんスマイル（焼き鳥、ヤキソバ）、⑪菓匠紅梅（揚げパン、亀

の子最中）、⑫aqualabo kesennuma（ビーズアクセサリー）、⑬NPO法人

ピースジャム（ジャム）、⑭ほどーる（和小物）、⑮株式会社パルポー（喫

茶、パン、菓子）、⑯なにわのたこよし（たこ焼き、お好み焼き）、⑰ブ

ランチ（お弁当・惣菜）、⑱気仙沼元気ネット（ホヤぼーや焼き）、⑲イ

エティ（カレー）、⑳気仙沼弁当サプライヤー委員会（弁当）、㉑ぽっか

ぽか堂（駄菓子、くじ引き、おもちゃ、手芸品・ネットワークオレンジ） 

・日程スケジュール 

 10：00 「第五回共に創ろう！東北マルシェ™」開場 

オープニングセレモニー 代表：小野寺の挨拶 

上沢打ち囃子保存会による太鼓演奏・虎舞演技 

＜出店会場販売開始＞ 

11:00 （市民）フラサークル「フィフラ ナプアケア」＆ 

「ハラウ フラ ナプア ハアヘオ」ショー 
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12:00 “柳原陽一郎”コンサート 

14:00 “井上あずみ＆ゆーゆ”コンサート 

15:30 地元アコースティックバンド“フライキ”コンサート 

16：00 「第五回共に創ろう！東北マルシェ™」閉場 

・来場者数：約 2,000名 

・参加費用：保険料として 1店舗当たり 1,500円 

・補  助：中外製薬チルドレンズウオーク基金より、出店者出店料

20,000 円（1,000円×20件）、無料お買物券 7,200円（200 円×36枚）、

合計 27,200円を充当。 

 ・その他：今回よりシャトルバスを行きを二回、帰りを一回運行させ 

た。 

成果と課題 

法人単独で東北マルシェを開催することが出来た。 

また、仮設住宅に住まわれている地域の方々を対象に中外製薬ロシュ・

チルドレンズ・ウオーク基金を活用しお買い物券を 1,000 枚発行し、配

布、一人でも多くの仮設住宅に住まわれている方に会場に足を運んで頂

くために無料シャトルバスを運行し、市内の各仮設住宅 4 カ所と主要３

カ所を拠点としてバスを巡行させた。 

その他にも耳の不自由な方のために場内アナウンスの手話通訳を入れ

た。 

“就労体験の場”として、オレンジティーンズより６名がオレンジエッ

グと一緒に販売体験や、会場内清掃を午前中いっぱい行った 

東北マルシェ™の様子 
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III. 運営に関する事項 

 

1. 総会の開催 

① 平成２７年度通常総会を開催 

開催日時：平成２７年５月３１日 

場  所： 東新城オレンジ（気仙沼市東新城２丁目５－４） 

議  案： 平成２６年度事業報告及び決算報告と監査報告について 

平成２７年度事業計画及び予算の審査及び決定 

その他運営に関する必要事項について 

 

 

2. 理事会の開催 

理事会開催 年間３回開催 

第 1回： 平成２７年５月１６日  株式会社ポラリス 

第２回： 平成２７年８月２８日  和食 波奈 

第３回： 平成２８年１月９日   天ぷら丸子 

 

3. 会議 

① 全体ミーティング（毎月１回） 

各部署担当者が集まり、ネットワークオレンジ全体での情報共有・打ち合わせ 

② 支援部会（毎月１回） 

オレンジキッズ・オレンジティーンズ・オレンジエッグ・アットホームオレンジ

の担当スタッフによる利用者の療育についての情報共有及び話し合い 

 

4. 会員（平成２８年３月３１日現在） 

① 正 会 員：１８名・１企業 

② 賛 助 会 員：６０名・６企業 

 

5. 事業所体制（平成２８年３月３１日現在） 

① 東新城オレンジ（オレンジキッズ事業所、事務局） 

気仙沼市東新城２－５－４  ２５－７５１５ 

② 三日町オレンジ（オレンジティーンズ・オレンジエッグ） 

気仙沼市三日町２－２－１５  ２２－６７２３ 

③ アットホームオレンジ（グループホーム） 

気仙沼市大林１８－１  ２５－８９５９ 
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  ④ 本郷オレンジ（オレンジハイティーンズ事業所 平成２８年度５月開所） 

    気仙沼市本郷９－１   

※９月１８日（金）大雨と津波注意報の影響のため、全ての事業所を臨時休業とした。 

 グループホーム入居者も一時帰宅してもらった。 

 

6. 役員体制（平成２８年３月３１日現在） 

① 理事・監事  

代 表 理 事：小野寺美厚 

副代表理事：猪狩慎一（株式会社ポラリス代表取締役－社会保険労務士） 

理 事：久米信行（久米繊維工業株式会社 取締役会長） 

作田亮一（獨協医科大学越谷病院小児科学教室 子供のこころ診

療センター センター長 医学博士・小児科専門医・

小児神経専門医・教授） 

成田由加里（成田由加里公認会計士事務所 公認会計士） 

監 事：高橋誠也（みらい法律事務所 弁護士） 

 

7. 職員体制（平成２８年３月３１日現在） 

② 事務局 

      総 務：小山公一郎 

    経 理：小山公一郎 小野寺裕明 菊地昭裕 熊谷竜也 

事務局員：小山公一郎 小野寺裕明 菊地昭裕 熊谷竜也 

③ オレンジキッズ 

  児童発達支援管理責任者：小野寺美厚 

指導員：鈴木夕佳 菊地昭裕 渡辺絵里香  

送迎スタッフ：菅原修 

④ オレンジティーンズ  

  児童発達支援管理責任者：小野寺裕明  

指導員：村上誠 熊谷竜也 小田亜希子 佐藤章 

⑤ オレンジエッグ 

  管理者：小山公一郎 

支援員： 齋藤貞江 菅原きり子 

補助員：高橋憲一 

⑥ アットホームオレンジ  

管理者：佐々木亨 

世話人：菅原きり子 伊東峯子 加藤みよし 及川洋子 高橋啓子 

清掃スタッフ：小林雪美 
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⑦ ほっとオレンジ 

  相談支援専門員：野口将吾 

   

 

⑧ オレンジスクール 

担  当：野口将吾 

⑨ アート活動（Orange Canvas） 

担  当：事務局 

⑩ 三日町オレンジ・東新城オレンジ清掃 

担  当：高橋憲一 佐藤倫希 

※各種事業等の担当 

① 東北マルシェ事業   

担 当：事務局 

② オレンジ通信編集・発行   

 担 当：事務局、オレンジエッグ、オレンジティーンズ 

 

8. 各種講師派遣 

日時  主催 内容 担当 

6 月 13 日 「寺子屋」東北トリップ 株式会社リクルートマ

ーケティングパートナ

ーズ 

講師派遣 小野寺美厚 

 

 

9. 職員研修 

日程 研修名 

7 月 31 日 

8 月 3 日 

強度行動障害支援者養成研修（基礎研修） 

主催：ＥＤＣ医療福祉学院 

8 月 7,10 日 
強度行動障害支援者養成研修（実践研修） 

主催：ＥＤＣ医療福祉学院 

9 月 24 日 中谷彰宏先生のスタッフ研修会 

9 月 29,30 日 

 

宮城県障害者相談支援従事者初任者研修（全体講義） 

主催：宮城県社会福祉協議会 

10 月 30,31 日 

11 月 1 日 

宮城県障害者相談支援従事者初任者研修（講義・演習） 

主催：宮城県社会福祉協議会 

11 月 20 日 宮城県児童発達支援管理責任者研修（全体講義） 

11 月 20,21 日 強度行動障害支援者養成研修（基礎研修） 
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主催：ＥＤＣ医療福祉学院 

12 月 2,9 日 
強度行動障害支援者養成研修（実践研修） 

主催：ＥＤＣ医療福祉学院 

12 月 21,22 日 宮城県児童発達支援管理責任者研修（演習） 

12 月 3 日 

「発達障害を持つ子供たちの思春期における関わり方について」 

講師：みやぎ心のケアセンター 福地 成 氏 

主催：気仙沼市放課後等デイサービス事業連絡協議会 

2 月 4 日 

「発達障害児の行動を理解するために」 

講師：みやぎ心のケアセンター 福地 成 氏 

主催：NPO 法人ネットワークオレンジ 

2 月 17 日 

「放課後等デイサービスの運用基準について」 

講師：特定非営利活動法人さわおとの森 副理事長 高橋 繁夫 氏 

主催：一般社団法人宮城県てをつなぐ育成会 

3 月 10 日 

「ライフサイクルでみた発達障害の理解と支援」 

講師：奈良教育大学教授 岩坂 英巳 氏 

主催：気仙沼市 

  

 

10. 他団体との連携や協働について 

(ア) 会員として連携 

① NPO 法人せんだい・みやぎ NPO センター（正会員） 

② NPO 法人杜の伝言板ゆるる（正会員） 

③ （社）東北ニュービジネス協議会（正会員） 

(イ) 委員や事業など 

① 「東北未来創造イニシアティブ」協力 

全体主催：東北大学大学院経済学研究科 地域イノベーション研究センター、 

東北大学災害復興新生研究機構、社団法人東北ニュービジネス協議会 

 

11. ボランティア・インターンシップの受け入れ 

イベント関連、放課後等デイサービスでのボランティアを受け入れた。今年度は合

計 15 名となる。 

 

12. 医療機関・関係機関との連携について 

・獨協医科大越谷病院子供のこころ診療センター長 作田亮一教授に療育に関す

る情報共有を行っている。 

・株式会社ポラリス代表 猪狩慎一氏より成年後見制度に関する情報共有を行っ
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ている。 

・宮城県発達障害者支援センター「えくぼ」心理相談員白石雅一氏と療育につい

ての情報共有、相談を行っている。 

・中京大学発達臨床心理学の辻井正次教授の来訪を受け、療育についての相談を

行っている。 

・みやぎ心のケアセンターの福地成医師を講師に招き、療育についてのスタッフ

研修を行っている。 

・4 月に市内の放課後等デイサービス事業所５か所で気仙沼市放課後等デイサー

ビス事業連絡協議会を発足。事業者間での情報共有や、スタッフの研修等も行

っている。 

 

13. 団体の広報について 

(ア) ブログ・ホームページの運用 

 ブログ「ぽっかぽかオレンジ」を活用して日々の活動報告を行うほか、公式

ホームページでは、団体情報についてやイベント情報などの掲載・告知を行

う。ホームページでは平成 26 年 2 月から英文のページも追加している。 

 ■公式ホームページ： http://network-orange.jp 

■ぽっかぽかオレンジ： http://blog.canpan.info/orange-orange 

 

(イ) オレンジ通信の発行 

ネットワークオレンジ全体の毎月の活動をまとめたお便りを発行。開催したイベ

ントや、地域塾の日々の活動についての記事などを掲載する。 

発行日：季刊 

発行部数：約 300 部 

発送先：正会員、賛助会員、地域塾利用者、関係機関・企業など 

 

(ウ) メディアでの広報 

以下の取材を受けた。そのほか、三陸新報で講座やイベントのお知らせ記事が掲

載される。 

掲載日 掲載誌 内容 

７月９日 三陸新報 Art To You! 東北障がい者芸術公募展 利用者

の作品入選 

７月１８日 河北新報リアスの風 気仙沼のNPO創作後押し Art To You! 東北障

がい者芸術公募展 利用者の５作品入選 

９月２日 三陸新報 障害者の社会参加に ネットワークオレンジ活

動支援金１３７万円 
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９月１９日 河北新報リアスの風 気仙沼の NPO 製薬会社が１３７万円寄付 

１０月１１日 三陸新報 自慢の商品一堂に 東北マルシェにぎわう 

１２月１７日 三陸新報 合奏や抽選会楽しむ ネットワークオレンジ 

クリスマス会 

３月１６日 三陸新報 歌で子供たち激励 三日町オレンジ 

 

14. 参考資料 

   

① 事業の推移とお金の動き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 助成・補助・寄付 

助成 

助成者 助成金額 備考 

（財）みやぎ産業振興機構 15,121 利子補給 

 

 

補助 

補助者 補助金額 備考（使途等） 

社会福祉施設等施設整備補助金 19,116,000 グループホーム建物建築費 

 

寄付 
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寄付者 寄付金額 備考 

イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン 11,200  

中外製薬 Roche Children's Walk(ロシュ・

チルドレンズ・ウォーク) 募金 
1,375,000 

東北マルシェ事業 

azbilみつばち倶楽部 85,000  

公益社団法人 Civic Force 30,000  

赤い羽根共同募金 40,000  

三浦 誠 様 3,000  

NHK歳末たすけあい 30,000  

物品供与 

寄贈者 品目 

アトリエ イル フィオレット クリスマスリース、お花 

齋藤 英穂 様 釣り道具 
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