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 『ぽっとまむ』とは・・・ 
     鉢植えの菊の花を意味します。菊愛会の各事業所の活動を 
     菊の花に例え、新鮮で温まる花を咲かせましょう。 
     ぽっとまむは、菊愛会の「感・共・和」を伝える広報誌です。 

創刊号 
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 広報誌をご覧いただきまして誠にありがとうございます。 
 １０年ひと昔と言いますが、３０年は何と言えばいいのでしょう
か・・・昔々と語ることができる年数とでも言えるのかもしれません。
３０年をまとめて語るには何枚もの原稿を書くのかとふと考えてしまい
ます。 
 まずは１０,９５０日前の１９８２年４月１日精神薄弱者入所更生施
設（現：障害者支援施設）の開設から思い浮かべながらお話しましょう。
この日は開設を祝うような晴天の迎えであり、また、利用される方々を
迎えてくれる天の恵みでもありました。 
 入所定員３０名でのスタートは、迎える職員側に期待と不安がありな
がらも「笑顔で迎えること」を専門知識の希薄さを補うツールとし、分
からないながらも「心」で対応するという姿勢を当時の職員は統一して
持っていたと個人的に感じていたものでした。今でもその伝統は変わら
ないものとして「法人理念」に結びついている姿となっています。 
 当時は措置費制度の時代であり、入所施設がまだまだ少なく福岡県の
施設に入所されていた状況であり、もう少し近いところに施設をつくる
ことによって、親御さんの目が届く場所と成りうることにより不安を解
消する役目を果たしたものでした。ただし、制度そのものは障がい者の
人権の尊厳は希薄な状況であり、保護、訓練、指導のもと日常生活の全
てをスタッフが「やってあげる」ということが当時として当たり前の制
度ではなかったかと感じていました。 
 今や昔のこと、措置費制度から支援費制度、障害者自立支援法、そし
て２０１３年度障害者総合支援法へと制度と理念は大きく変わったと
言ってもいいのではないでしょうか・・・ただし、地方分権により市区
町村の行政の役割が障害程度区分や支給決定という障がい者にとって大
きなターニングポイントとなっていると言えるでしょう。 
 少し堅い話になってしまいましたが、社会福祉法人の役割として社会
貢献、地域貢献ができる法人運営を今、目指して取り組んでいますが、
人として人生を過ごしていくことは人間皆同じであり、そこに支援や介
護を必要とされたとき私たちは何ができるのかを課題とし、「ライフス
テージ」における当法人の役割を「明日」という目標に向かって期待し
ていただくことが理事長としての使命とも感じています。 
 ３０年前に出逢った多くの方々に恩返しができるために、そして今亡
きご家族や利用者の方等に誓った心を実現するために社会福祉法人菊愛
会スタッフ全員がその「心」を読んでいただきたいと願っています。 

社会福祉法人 菊愛会 
理事長  最上太一郎 

「 感 謝 」 

■ 法人設立３０周年の思い出 



菊愛会では、菊池市より委託を受け「菊池市障害者虐待防止センター」
を相談支援事業所コミュニティはうす明日に設置しています。 
①虐待の通報・届出を受理 ②相談・指導・助言 ③広報・啓発を行い、
障害者の方への虐待に対応します。 

 平成25年度第1回社会福祉法人菊愛会スキルアップ研修として「障害者虐
待防止研修会」を行いました。「障害者虐待防止について」を研修テーマとし、
熊本県健康福祉部子ども・障害福祉局 障がい支援課 企画調整班主任主事であ
る高橋麻衣氏に講演していただきました。 
 
この研修を受けて、平成24年10月1日から施行された「障害者虐待防止法」
の概要や障害者虐待に該当する行為、虐待への対応方法などを学ぶことができ
ました。また、「利用者の方への声掛けや会話の仕方はどうか?」「サービス
提供は利用者の方の目線で行えているか?」など、利用者の方との関わりにつ
いて改めて振り返る良いきっかけとなりました。 
 
 虐待をしている側に虐待をしているという意識がない場合、虐待をされてい
る人が虐待だと認識できず、被害を訴えられない場合があります。見て見ぬふ
りをせずに、小さなことでも気づきを持つこと、職員同士が障害を持つ方への
関わりについて話合える職場作り、誰もが相談しやすい環境作りをすることで、
早期発見、早期対応、再発防止に積極的に取り組むことが大切だと考えさせら
れました。そして、誰もが住みやすい地域となるように、職員が地域の核と
なって虐待防止への啓発を行っていかなければならないと感じました。 



楽しい～！！ 
  （●＾o＾●） 

新年度を迎えサポートホーム わらびでは、利用者さんと保護者さんと支
援員の親睦を深めるため、交流会を企画しました。新人職員の紹介やカラ
オケ大会・美味しい料理を食べて楽しみました。 

障がい者サポートホーム わらび 

みんなの交流会 



【サントリービール工場見学】 

【天草散策】 

【調理実習】 

【一日旅行】 

生 活 介 護 事 業 所 ほ ほ え み 

４月２２日 
 

阿蘇「くじゅう花公園」へ一日旅行に
行きました。 
色々な種類のチューリップや春の小花
が満開で、利用者の方達も自然と笑顔
で見学されていました。 

ほほえみでは、毎週水曜日を「活動の日」として、
その中の１回に「調理実習」を実施しています。 
皮をむく、切る、混ぜる等の調理を経験され、 
毎回楽しく参加されています。 

５月１５日 
 

天草までドライブに行き、 
海岸を散策しました。 
昼食にはそれぞれ好きな物を 
注文して食べられ「美味しい」と 
満足された一日でした。 

５月７日（Ａ班）、１９日（Ｂ班） 
 

サントリービール工場へ工場見学に 
行きました。 
工場見学の後は、昼食を兼ねて「イオンモー
ル嘉島」へ行き、食事やショッピングを楽し
まれました。 



４月２１日（日） 
北熊本駐屯地にて自衛隊式典が行われ参加して来ました!! 
 
 つどいでは、この式典に参加する事が毎年の恒例になっ
ています。年度末になると利用者さんから「いつ自衛隊は
あるとね～??」と聞かれる程、皆さん楽しみにされていま
す。 
 
 式典当日は、前日が大雨だったので開催されるか心配で
したが雲一つない晴天で、最高の式典日和でした☆☆ 
演習（訓練展示）のりゅう弾砲、迫撃砲、戦車の砲声は物
凄い音で鳴るたびに皆さんドキッ!!とされていました。 
 
 観閲行進ではいろんな戦車・バイクなどが目の前を通り
「かっこいい～」の一言。前に止まった戦車に手を振ると
返してくれ皆さん目が♡マークになっていました（笑） 
 
 バイクに乗ったり出店を回ったり、制服に着替えたりと
とても式典を楽しまれている様子でした。 

５月４日（土） 
小国町の杖立温泉へ行きました!! 
やはりこの時期の小国と言えば…「鯉のぼり」☆ 
 
大型連休ということで人も多かったですが、 
利用者の皆さんと一緒に鯉のぼりを眺めながら 
歩いていると、「見てー!!魚が大きい!!」 
「うわぁ～☆」と嬉しそうに驚かれていました。 
 
また、おいしそうな匂いに誘われ、 
カレーやうどんの出店の方へ足を運んだりと 
楽しんでおられました。 
 
 また来年も行きましょうね!! 

≪ 杖立温泉 ≫ 

≪ 自衛隊式典参加 ≫ 



５月１４日（火） 
あんずの丘にてバーベキュー大会を開催し
ました。 
皆さん、お肉を美味しそうに食べておられ
ました。 
お腹いっぱいにご飯を食べた後は草スキー
や遊具で遊び、とても良い心身のリフレッ
シュになりました。 

農作業・園芸 

農作業班では、今は夏野菜を中心に栽培してい
ます。収穫した野菜は漬物にして地域の方に販
売しています。 
園芸班では、季節の花などを利用者の方と一緒
に植えています。 

運動班では、野外での運動(歩行・ボール運動)を中心に
健康維持・向上、気分転換を目的に行っています。 
足湯や浅い川に足をつけるなどクールダウンも行って
います。皆さん、笑顔が絶えません。 

パチンコ解体班では、パチンコ台(セル盤)の解体を
中心に、分別、納品まで利用者の方々と一緒に行っ
ています。皆さん、解体作業がとても好きで、黙々
と作業に取り組まれています。 

創作班では、折り紙で千羽鶴を作ったり、ペットボ
トルに色を塗り看板を作ったりしています。普段は
捨ててしまうペットボトルを活用し、園芸で使うハ
ンドスコップなどを作っています。 

運 動 

創 作 
パチンコ解体 

ラーメンの日 ～ いがぐり苑 ～ 

バーベキュー大会 ～ あんずの丘 ～ 

6月29日（土） 
 皆さん、この日をとても楽しみにしておられ、ラーメンを早
く食べたい様子が覗えました！熱々のとんこつラーメンを口に
すると「美味しい！」との声がたくさん聞こえました。 
また、ドライブがてら大分県日田市にある「道の駅せせらぎ郷
かみつえ」へ行き、ソフトクリームも食べました。とても良い
気分転換になりました。 



４月 

５月 ６月 

バーベキューをしました。 
みんなで美味しく頂きました。 

今日から「あおぞら」
で生活します。新しい
部屋と建物でドキドキ
です。 

日中活動のない日は、 
ヘルパーを利用して 
いろんな所へ行ってます。 

あおぞら   
全員集合！！ 



熊本県北部障害者就業・生活支援センター 

《障害者就業・生活支援センター就業支援担当者研修》 

 5月に職員のスキルアップの為千葉幕張に行ってきました 
 全国から59名が参加し、互いの思いや意見を交換でき、今後の業務に生かせる   
研修でした 

 6月16日に恒例の在職者交流会を栄屋旅館にて行いました 熊本

県難病・支援センター所長 田上和子様をお招きし、健康管理の講和
をして頂きました 参加者からも「楽しかった」と喜びの声も頂きました 

5月19日  熊本県障がい者スポーツ大会
が行われました  

残念ながらスポーツ日和とはいかず と

なってしまいましたが 
  
雨にも負けず皆さん非常に 
                    頑張っていました 

普段は利用者の生活支援などを
行っている事業所です 



普段は農作業を中心に 
パチンコ解体 箱折 

 など行っています 

昨年は 米 そば を 
中心に椎茸や芋などを作りました  



木立の中の宿 

清流荘 

かもん・ゆ～す で米粉を使ったパン屋をやっています！ 

 そのままでも ですが 一度トースターで 

 焼いていただくとより一層香ばしくなります 

くまもと米粉フードコンテスト  

準グランプリ 

きるんオリジナルパン 

    『三食米ラウンド』が 

三食米ラウンド 

www.seiryuusou.com 

「 落ち着いた和風の宿 

  源泉かけ流しの湯 季節の料理 
   川の流れる音 自然に囲まれながら 

       ごゆっくり おくつろぎください」 

清流荘   電話番号 
    ホームページ 

清流荘 きるん 裏表紙のクーポン券をチェック 

0968-24-2155 

を受賞しました 



６／１５ 猿回し劇場 
（  行動援護  ) 

Ｂ 

大分マリーンパレス水族館
へ！                
イルカのジャンプ力にびっく
り！水槽の中の、色とりどりの

魚達に、感激            

在宅支援センター へるぷねっと 
「 居宅介護事業」 「重度訪問介護事業」 「行動援護事業」 「同行援護事業」 「地域生活支援事業 移動支援事業」 

お猿さん達の芸を見て 
大笑い！ 
公演後、お猿さんと記念
撮影＾＾ 

５／２２ 門司港 
（ 移動支援 ） 

バス-新幹線を乗り継いで、
門司港レトロへ。 
美味しいものを食べ、お土
産もたくさん買いました。 
海辺で休憩！！ 

6/16  うみたまご 
（ 移動支援 ） 

この大きな
魚は何！ 
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鹿北道の駅・木遊館に
て石釜ピザ作り体験を
行いました。生地を伸
ばし具をのせて石釜で
焼きました。  
鹿北でとれた新鮮な野
菜がのった                                 
ピザ！！ 
自分で作ったピザは格
別で嫌いな野菜も全部
食べることができまし
た。   
初めての体験にみんな
とても集中して取り組
み楽しむことが出来ま
した。  

  
   
  
  

   

６月１５日 第１１回 LINK DAY（思い出作り支援事業） 

八千代座見学 

 
 

「日本一」の掛け声
とともに天井から
桜の花吹雪が！ 
きれいな花吹雪に   
感激＾＾ 
 

こねこね!! 

灯篭民芸館見学 

灯篭民芸館で灯篭を
作っている様子を見学。 
みんなで頭にのせてみ
ました。 
  似合うかなあ～～ 

  

おいしそう！ 



４月 

誕生会 

ボランティア 

城北地区グランドゴルフ交歓会 

５月 

６月 

今年度より、クラブ活動を再編しました。
カラオケ・手芸・園芸・料理・レクリエー
ション・書道の６つです。それぞれご自分
の参加したい活動に参加されています。
活動の中で、ご利用者の今まで見えな
かったような一面を見ることが出来てお
ります。 

ふじのわ荘では、毎月誕生会を開いています。 
４月５月共に２名の方が誕生日を迎えられました。 

日本舞踊の十六夜会様、健康体操の飯田様、しの笛の
宮村様、尺八の中路様、大学の学生の方によるドッグセ
ラピー、三橋美智也の歌を歌い継ぐ会の石本様など
様々なボランティアの方々に来荘していただきました。 
 

６月１２日。城北地区の養護老人ホー
ムによるグランドゴルフ大会が開かれ
ました。菊池女子高等学校からの実習
生の方々も一緒に参加していただきま
した。ホールインワンを決めた方もおら
れ、大変賑わいを見せていました。他
の施設との交流もでき、大変素晴らし
い時間を過ごすことが出来ました。 

５月３０日。植木温泉昭和苑まで一日旅行を行いました。
途中一本松公園にてつつじを見学し、「きれいだね」な
どの声が聞けました。植木温泉昭和苑では、昼食を食
べ、温泉に入浴し、カラオケを楽しんで過ごされました。
赴きある雰囲気の中、「来てよかった」と喜んでおられま
した。また、10月に旅行を計画しています。 

５月１６日。利用者の皆様に
よる第１回目の常会が開か
れました。議長や副議長、書
記、議事録の確認などをご利
用者自ら行っていただきまし
た。サポートとして職員も入り、
スムーズに進行し、様々な意
見や要望をいただくことが出
来ました。 

 

４月１日。きくちふるさと水源交流館にてお花見を行いました。
当日はお天気に恵まれ、満開の桜の下で手作りのお花見弁当を囲
み、ご利用者同士のお話も弾んでおられました。敷地内を散策さ
れたり、座りながら桜を眺められ、思い思いに過ごされました。 

４月８日に、ひかり保育園から可愛い園児たちが遊びに来られ、 
華祭り(お釈迦様の誕生日)を一緒にお祝いさせて頂きました。 
孫のような園児たちに囲まれ、ご利用者の方も自然と笑みが 
こぼれていました。 

お花見 

ひかり保育園来荘 

利用者
常会 

一日旅行 

カラオケクラブ 

園芸クラブ 

料理クラブ 

手芸クラブ レクリエーションクラブ 



ご利用者の余暇活動、介護予防の一環
として、『クラブ活動・趣味の時間』を設け
ています。皆さんに喜んでいただけるよう
工夫を凝らして行っています。 

 花 見 

４月４日、花見を行いました。 
満開（？）の桜の木の下で、会食。 

カラオケやゲームなど行ない、楽しいひと
時を過ごしました。 

カンパーイ！ 

こすもす荘ではご利用者に季節感を味わっていただくため、季節
行事を実施するとともに、クラブや趣味の時間を設け、様々な活
動を行ない、日々の生活の活性化につなげています。その活動
の様子をご紹介します。 

 城北地区春季スポーツ大会 

5月10日あいにくの雨天のため、大会は中止となり、旭志の
道の駅で買い物をし、旅館「清流荘」で昼食会をしました。 
6月12日に開催された大会では、見事優勝することができ、
皆さん大変喜んでおられました。 

 誕生会 

月に1回、誕生者の長寿をお祝いする会を

行います。こすもす荘からは、ささやかなプ
レゼントがあります。 

 夏まつり開催のお知らせ 

よかばいサロン 

生花クラブ 

陶芸クラブ 

習字クラブ 

文化クラブ 

生活レクリエーションクラブ 

ピザ作り体験 

コムサール内「きるん」
でピザ作りをしました。 

からいもの苗植え 
中庭の畑に、からいも 
を植えました。 

秋には収穫祭を行う予
定で、皆さん楽しみにし
ています。 

恒例のこすもす荘夏まつり
を今年は8月31日（土）に開

催することが決定しました。
地域のみなさまに来ていた
だき、盛大に行いたいと思
います。色々な屋台、打ち
上げ花火もあります。是非
おいでください。 

※屋台のお手伝い等ボラン
ティアも募集しております。
興味のある方はこすもす荘
までご連絡ください。 

クラブ活動・趣味の活動の紹介 



居宅介護支援事業所ゆめぷらん 

居宅介護支援事業所（ゆめぷらん）とは・・・ 

 

居宅介護支援事業所では、ケアマネージャー
（介護支援専門員）が介護や介護保険に関する
様々なご相談を承ります。 

要介護者ご本人やご家族のご要望をもとに、 

介護保険で受けられるサービスの紹介や調整、
費用の計算などを当事者に代わって行います。 

まずは、お気楽にご相談下さい。 

 

 

ご利用対象者 

在宅で生活をしておられ要介護認定を受け
られている方 

費用について 

要介護認定申請の手続き代行やケアプラン作成等の居
宅介護支援事業については 

金額が介護保険により負担されますので、原則、自己
負担はありません。 

 

介護でお悩みのことはありませんか？ 

介護保険に関する相談・手続き代行を
行います。 

介護支援専門員が相談に応じます。 

支援内容 

  

【お問い合わせ】 
〒８６１－１３０５ 

菊池市北宮北田３３７－６ 

電話０９６８－３６－９１５０ ｆａｘ０９６８－３６－９１６９ 

 管理者      今村志乃舞 

 
•居宅介護支援事業所ゆめぷらんでは介護を必要とする方やご家族のお困りごとについて 
 相談に応じています。※相談費用は無料です。  
•希望される介護保険サービス等がご利用できるように関係機関との連絡調整を行います。  
•介護認定申請手続きの代行を致します。  
•介護支援専門員（ケアマネージャー）が居宅介護サービス計画（ケアプラン） 

     を作成します。  
•定期的に訪問しケアプランの見直しを行います。  
•公正、中立にサービスの提供を行います。  

 

訪問介護事業所たまゆら 

訪問介護事業所（たまゆら）とは・・・ 
 

居宅介護（老人福祉法に規定される老人ホーム等）において 

介護を受ける要介護者・要支援者に対して介護福祉士または 

訪問介護員がその居宅を訪問して行う入浴・排泄・食事等の 

介護及び日常生活上の支援を行い安心・安全な生活をサポート

致します。 

 

ご利用対象者 

在宅で生活をしておられ介護を

必要とする方 

費用について 
 

利用者の１割負担（残りの９割は保険） 

で利用できます。 

介護でお悩みのことはありませんか？ 

お気軽にご相談下さい。 

【身体介護】 

食事の介助 

清拭や入浴の介助  服薬の介助 

排泄介助      通院介助 

起床・就寝の介助 

着替えの介助や体位交換 

移動などの生活動作の介助 

 

 

【生活援助】 

掃除 

洗濯 

一般的な食事の準備や調理 

生活必需品の買い物、薬の受け取り 

衣類の整理・整頓など 

 

支援内容 

  

〒８６１－１３０５ 

菊池市北宮北田３３７－６ 

電話０９６８－３６－９１６８ ｆａｘ０９６８－３６－９１６９ 

 管理者                        大嶋優香 

サービス担当責任者  福地利恵 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12uua90bc/EXP=1371396700;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUXZoWnRDRXU4enIxXzNkdUl0UFoxdGhHQ3lYenh4WExBVzQ5U0lfYnpPSno4ZXA2ZEJfVGIyUW40BHADNDRPWTQ0T3I0NE9SNDRPOElPT0NwT09EcWVPQ3VlT0RpQ0RuaEtIbWxway0EcG9zAzEyNQRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--/*-http%3A//www.oka-hospital.com/user_data/upload/Image/%E9%A2%A8%E5%91%822.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12uua90bc/EXP=1371396700;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUXZoWnRDRXU4enIxXzNkdUl0UFoxdGhHQ3lYenh4WExBVzQ5U0lfYnpPSno4ZXA2ZEJfVGIyUW40BHADNDRPWTQ0T3I0NE9SNDRPOElPT0NwT09EcWVPQ3VlT0RpQ0RuaEtIbWxway0EcG9zAzEyNQRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--/*-http%3A//www.oka-hospital.com/user_data/upload/Image/%E9%A2%A8%E5%91%822.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12uua90bc/EXP=1371396700;_ylt=A3JuNILbiLxR5EMABg2U3uV7;_ylu=X3oDMTBiaGxjcmduBHZ0aWQDanBjMDAy/*-http%3A//www.oka-hospital.com/user_data/upload/Image/%E9%A2%A8%E5%91%822.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=11v6ji3tn/EXP=1371396968;_ylt=A3JuNGjnibxRTkEAgsuU3uV7;_ylu=X3oDMTBiaGxjcmduBHZ0aWQDanBjMDAy/*-http%3A//www.wanpug.com/illust/illust3458.png


日時 ： 平成２５年８月３１日 （土）  １７：００～２０：００ 
 
場所 ： こすもす荘玄関前荘庭 
 
屋台 ： 串焼き、焼きそば、揚げたこ、 
      おにぎり、わたがし、生ビール等 
 

移譲後、第二回目の「こすもす荘夏まつり」を、今年も盛大に開催いたします。たくさん
のおいしい屋台と太鼓や日舞などのアトラクション。また、打ち上げ花火もあります。皆
さまと共に、楽しい夏の夜を過ごしたいと思います。たくさんの方々のご来場を心よりお
待ちしております。 
 
 

日時 ： 平成２５年９月７日 （土）  １７：００～２０：００ 
 
場所 ： ふじのわ荘 
 

この納涼祭は高齢者が生活基盤となる地域で、地域住民のみなさんやご家族の方と
ふれあい交流を図り社会参画し、お祭りをコミュニケーションツールとして用い、様々な
方と親睦を図ることを目的とし開催します。今回が初めての屋外開催で、様々な催しを
企画しております。皆さま是非、ご来場ください。 

昨年の様子 

菊愛会 夏祭り情報 

日時 ： 平成２５年８月10日 （土）  １６：００～２０：３０ 

場所 ： ｻﾎﾟｰﾄﾎｰﾑわらび駐車場 

毎年恒例のビアガーデン！ 

カラオケ・ダンス・職員による余興 ！ 
楽しいステージパフォーマンスが待ってます＾＾ 



菊愛会事業所対抗ミニバレー大会 

趣旨：「感・共・和」の法人理念の下に、菊愛会法人職員相互の親睦と各事業所との連携、 コミュニケーションを図る。 

サポートホームわらび厨房の先生 

ベストコスチューム賞 

平
成 

年 

月 

日(

火) 

第
２
回
菊
愛
会
事
業
所
対
抗
ミ
ニ
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レ
ー
大

会
が
行
わ
れ
ま
し
た
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ム
、 

名
の
職
員
が
参
加
し
、
熱
戦

あ
り
、
笑
い
あ
り
の
試
合
が
繰
り
広
げ
ら
れ

ま
し
た
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生活介護事業所すまいる 
自立支援プログラム 

わらびCH事業所あおぞら 

準 優 勝 

養護老人ホームこすもす荘 

３ 位 

総務・電算室 

２チーム参加 

２チーム参加 

児童発達支援センター輝なっせ 

２チーム参加 

サポートホームわらび 

３ 位 

養護老人ホームふじのわ荘 

わらびCH・GH事業所 

生活介護事業所ほほえみ 
在宅支援センターへるぷねっと 

２チーム参加 

１８チーム参加 

108 

18 

総合司会 

18 

25 

18 

6 



２チーム参加 

就労支援センター かもん・ゆ～す 

白熱の決勝戦 

豪華賞品 練習、練習！ 

番外編：コスチューム賞ねらい か！！ 

優 勝 

よっ！武藤！でも格好
違いすぎるでしょ！ 

前回コスチューム賞
受賞者！ 

この衣装、わざわざ買った？ 



  社会福祉法人菊愛会の一員となって 
 
 
 
 
 
 
 

 入社約3か月、「社会福祉法人とは何ぞや」が多少なりと分かってきたように感じてい
る。 
 今、法人防災防火担当ということで前職の消防職で得た少しばかりの知識を頼りに仕
事をしていますが、その責任の重大さも同時に感じているところです。 
 近年、全国各地で発生している小規模社会福祉施設での火災、記憶に新しい事案では、
今年２月に起きた長崎市での認知症高齢者グル-プホ-ム火災では５名の尊い人命が失わ
れています。当法人においても他人ごとではありません。なぜなら火災は、我々の一寸
したすきを狙って発生するからです。 
 国の施策でもこのような事案が発生するたびに消防法の改正が行われ、当法人にある
ような障がい者グループホーム・ケアホームにも高額な費用がかかるスプリンクラー設
備等の設置を義務化する方向に動いています。 
 ただ、このような設備ももちろん必要ですが、大切なことは、職員一人一人がもっと
防火防災の意識をもち、訓練等を通して身につけていくことが大切だと思います。 
 そして自分の仕事も高齢者や障害者等、いわゆる災害弱者と言われる人たちの安全安
心と法人全体の防火防災を防火防災管理者や職員の皆さんと共に守っていく事だと思い
ますので、どうぞよろしくお願いします。 
 皆さん、しつこいぐらい消防訓練をしましょう。 

 
 

新
人
紹
介  

 氏名： 那須 哲 
 （昭和５８年4月25日） 
  趣味：ﾄﾞﾗｲﾌﾞ・ｶﾗｵｹ 

へるぷねっと 

 
へるぷねっと 

 

氏名：安藤さゆみ 
（昭和62年3月10日） 
 趣味：犬と遊ぶこと 

すまいる 

氏名：有働 拓馬 
（平成 3年8月14日） 

趣味：サッカー・ｶﾗｵｹ・マンガ 

     

防災防火担当 

 経歴 
昭和４４年 菊池市市役所消防本部採用 消防士拝命 
昭和５９年 菊池広域消防本部 警防課主幹 
平成１７年 菊池広域連合消防本部 次長 
平成１８年 菊池広域連合消防本部 消防長 

中川 一喜 

「目配り・気配り・心配り」を心
がけて利用者に信頼してもら
える支援員になります！ 

利用者の方と早く仲良くなりた
いです。よろしくお願いします。 

毎日とてもやりがいを感じながら過ご
させていただいています。利用者の
皆さんに好かれるように頑張ります。 

 山開き、海開きの時期を迎え、いよいよ本格的な夏の到来となりました。 

 この度、私ども社会福祉法人菊愛会では、設立30周年という節目の年を迎え、日頃よりお世話になっている皆

様方への感謝の意味を込めて、広報誌『ぽっとまむ』を発行させていただくこととなりました。菊愛会全事業所

の活動内容やお知らせ、利用者の方々の生活の様子を、少しでも情報発信できればと考えております。お気づき

の点等ございましたら、ご指導いただきますようお願い申し上げます。 

       【広報委員】  佐藤秀実 冨田浩孝 久保博美 稲田誉久 濱﨑悠哲 

  

・・・・・編集後記・・・・・ 



7 
日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 4 5 6 
  常会            

   こすもす荘           

              

            きらめき大会  

7 8 9 10 11 12 13 
  余暇活動         輝なっせ  

  かもん・ゆ～す           フォーラム 

              

七夕まつり会              

14 15 16 17 18 19 20 
ボランティア    誕生会          

十六夜会     こすもす荘         

              

              

21 22 23 24 25 26 27 
阿蘇山  余暇活動      誕生会      

ロープウェイ かもん・ゆ～す      ふじのわ荘      

つどい 丑の湯一日旅行            

    こすもす荘           

28 29 30 31 
              

              

              

              

2013 

九州地区地域生活者交流会 

(沖縄) 

          川遊び  （ほほえみ） 

       クラブ活動 レクレーション 習字 生花 etc (こすもす荘) 

七城中学校  
福祉体験実習 

7月開催予定 



8 
日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 
         常会     

         こすもす荘     

              

              

4 5 6 7 8 9 10 
    

 ワークキャンプ
受け入れ         

              

            わらび  

              

11 12 13 14 15 16 17 
  余暇活動            

   かもん・ゆ～す           

              

              

18 19 20 21 22 23 24 
    誕生会          

     こすもす荘         

              

              

25 26 27 28 29 30 31 
  余暇活動        健康診断 わらび  こすもす荘 

  かもん・ゆ～す           夏まつり 

              

              

2013 

                                     就業支援研修  (がまだす) 

                                     ＢＢＱ 川遊び (つどい) 

                                     ソーメン流し (ほほえみ) 
 

8月開催予定 



9 
日 月 火 水 木 金 土 
1 2 3 4 5 6 7 

  常会            

  こすもす荘            

              

              

8 9 10 11 12 13 14 
   余暇活動       敬老会    

   かもん・ゆ～す       こすもす荘    

              

              

15 16 17 18 19 20 21 
    誕生会          

     こすもす荘         

              

              

22 23 24 25 26 27 28 
  余暇活動            

  かもん・ゆ～す            

              

              

29 30 
  
 施設親善             

  スポーツ大会             

              

              

2013 

                                  在職者交流会 (がまだす) 

                                       敬老会 (ほほえみ) 

9月開催予定 

ふじのわ荘 
納涼祭 
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