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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。 



 ２０１４年明けましておめでとうございます。 
                           
 旧年中は皆様方には大変お世話になりまして、誠にありがとうございました。 
本年も昨年以上の御支援と御協力を宜しくお願い申し上げます。 
 
 ２０１３年を振り返りますと大きな話題は「２０２０年東京オリンピック」
決定でありました。このことは日本のオリンピックと言っても過言ではなく、
世界各国から２０２０年に向けて視察等で来ていただく外国の方々が更に多く
なることが期待され、日本の交通アクセスも充実し「おもてなし」の心を発揮
していかれると期待しております。それと同様に障害者権利条約の批准による
「２０２０年東京パラリンピック」も日本の姿を大きく変革するものと確信し
ております。 
 さて、日本の経済情勢はアベノミクスとともに上昇傾向に推移している中で、
社会保障制度の持続可能な確立を図るために今後の社会保障制度改革の全体像
として、医療制度、介護保険制度、公的年金制度、それに少子化対策を基本と
する推進が平成２６年度より消費税率の引き上げに伴う「社会保障と税の一体
改革」により、更に充実を図られる予定とされています。 
さらに消費税率が税制抜本改革法により５％引き上げられた場合には、社会保
障の安定化と充実に向けられることになる予定で進められることになっていま
す。 
 障害者問題に対しての関連としては、全てに関わってくることになるので関
係性はあるものの、政策としての個別的な制度の中身については消費税率の引
上げには直接的関係が薄い状況にあると考えられますが「自助、共助、公助」
という社会像をもって日本全体で取り組んでいく形成時代に来ていることは社
会福祉法人としても社会貢献の一役を担う組織づくりを早急に確立しなければ
ならないと考えます。 
 地域分権・主権が進む行政の役割は大きなものとなっており、そこに根付く
社会福祉法人の役割は枝となり葉となり花を咲かせ実となり、その幹にとって
活力となる存在として「地域社会」に必要とされる土壌を造っていく社会福祉
法人でなければならないと法人一体となった取り組みを推進し努力していきま
す。 
 このような観点から、法人組織のガバナンス強化による「信頼と信用」をよ
り強固なものとして、「おもてなし」の心を持ちながら「選ばれる社会福祉法
人」を心掛けて邁進させていただきますので、皆様方の御指導、御協力を宜し
くお願いし、新年の御挨拶とさせていただきます。 
  

社会福祉法人 菊愛会 
理事長 最上太一郎 

新年のご挨拶 



“救命の連鎖が救った命” 
 
 

                          防火防災担当 ： 中川 一喜 
（経過、状況報告） 

14：40  利用者K氏が自席にておやつを食べられている。 
15：30  他利用者の席へ移動し、テレビを観ているのを確認している。 
16：00  他利用者の席にて後ろに寄り掛かり、利用者K氏が脱力状態であることを発見する。              
顔面蒼白で無呼吸状態を確認し、近くの職員に応援を要請。救急への通報とAEDを持ってくる
ように指示する。他支援員と協力し、椅子から畳へ移動し、再度、呼吸状態を観察し、無呼吸
である事を確認、胸骨圧迫を開始する。AEDが到着し、服を捲りあげAEDを装着する。AED解
析の間も胸骨圧迫と人工呼吸を継続し、1回目の除細動が発動するが反応もなく、無呼吸状態
を確認し、胸骨圧迫係を交替し、人工呼吸も開始する。意識はないが呼吸が時折回復すること
も見られる。義歯が人工呼吸時に外れて邪魔になりはずす。胸骨圧迫と人工呼吸を継続してい
ると口腔内に出血を確認し、感染予防の為、胸骨圧迫だけの処置に切り替える。2回目の電気
除細動が発動するが反応はなく、再度胸骨圧迫の係を交替して再開する。その後意識は回復し
ていないが自発呼吸が見られ、AEDからも除細動の必要がないとのアナウンスあり、安楽位を
取る為、右側臥位に体位交換する。ここで救急隊が到着し、交替する。状況を聞かれたために
そのままを報告する。 
 
 
 
 
 以上が、昨年暮れに「養護老人ホーム こすもす荘」で発生した救急事案です。 
支援員のチームワークで尊い命が確保され、これも救命講習等に積極的に取り組んだ結果だと
思います。 
 後日、消防署から「見事な救命処置でした。」また、消防広報誌「まとい」でも取り上げた
いとのうれしい電話がありました。  

  
    退職にあたって 
 
 昭和５７年４月１日、「わらび学園」開所日、不安と希望を胸に 
閑散とした施設の中、玄関で入所される人たちを待ち受けることか 
ら第1日目が始まった。 
 そして、長い年月を経て、平成２５年１１月３０日付をもって定年退職を迎えた。  
福祉という職に携わり、これまでにたくさんの出会いがあり、たくさんの糧となる知を得る

ことができた。あの屈託のない笑顔を見続けることができた幸せは宝であるが、いつも寄り添
える人となれること、いろんな角度から支えられることの難しさを痛感し続けてきたことも宝
として受け止め、知識の向上に努めることが少なからずできたのではと思う。 
ただ、全うできたわけではなく共に過ごせたことのように思える。本当にこれでいいのかと

自問自答したこと、相手を理解し、相手に認めてもらえるまでの道程、苦慮したことを思い出
す。それでもあの笑顔を見るたび癒される日々であったことと、今までにたくさんの方々から
英知を頂いたことに、たくさんの「ありがとうございました」を。そしてこれからもよろしく
お願い申し上げます。 
    
  「送る月日に関守なし」、３１年と８ヶ月、今思うと短くも感じる昨今である。 
   

児童発達支援センター 輝なっせ 
前センター長  出 口 邦 弘  



受付の様子 

菊池女子高生にボランティア
をお願いしました 

開会の言葉 
輝なっせ利用者 
  井芹 尚平 様 

最上理事長挨拶 

司会は熊本シティー
ＦМパーソナリティー
政木ゆかさん 

来賓 １７２名 
家族・利用者１６３名の
参加をいただきました 

平成25年11月4日 
於：菊池市総合体育館 

💛お・も・て・な・し💛 



菊池市長  
  江頭 実 様   
代理 
 福祉課課長 木原 雄二 様 

熊本県議会議員  
  前川 收 様 

初代理事長 有働信昭 様 
前理事長  最上次男 様 

功労者表彰 永年勤続者表彰 

最上 太一郎 理事長 
出口 邦弘 センター長 
後藤 政己 センター長 
尾脇 広定 課長 
最上 平久 支援員 
古後 智子 元看護師 

表彰者を代表して
出口センター長 
より謝辞 

スライドショー 

閉会の言葉 
ふじのわ荘利用者 
田代 吉視 様 

お忙しい中ご参集
いただいた皆さま、
誠にありがとうご
ざいました 

来賓祝辞 

熊本県健康福祉部長 
 松葉 成正 様 



 
100種類以上、様々な運動があり 

大人から子供まで幅広く楽しむことができます 

 式典が終わってからは、子供たちと一緒に
ニュースポーツを体験しました 

 ニュー
スポーツ



おもてなし隊 

イベント 

ステージでは！ 

 
ちびっ子によるチアダンス！ 
菊池女子高のジェンベ！        
エイサー   など 
 楽しいステージが続きます＾＾ 

 

美味しい手作り料理を どうぞ！！ 



 

 

１２月２２日   クリスマス会 

• １１月のイベント 

• 味千ラーメンの方に来園
して頂きました！！ 

サポートホームわらびにサンタ ＆ 
  トナカイ？がやって来ました！！ 



わらびCH事業所 あおぞら 
10
月
18
日 

 

調
理
実
習 

10/19 避難訓練 

12月15日 
あおぞら望年会 
カラオケ・職員ダンス・プ
レゼント・スライドショーを
しました。今回は、ご家族
の方をお招きして楽しい
会になりました。 

消防の方より避難訓練をして頂きました。 

ご家族と一緒にご飯です 



秋のリフレッシュ大会(運動会) 

身体を楽しく健康的に動かすと共に 
気分転換も兼ねて運動会を行いました。 
・わなげ 
・パン食い競争 
・チーム対抗リレー 
・玉入れの４種目を行い、とても盛り上がりました！！ 

１０月 

１１月 心のネットワークフェア 

心のネットワークフェアでは創作活動で作ったキャンドルとお皿の販
売を利用者の皆さんと行いました。また、3B体操の発表も行い、毎週
水曜日に行っている練習の成果を発揮する良い機会になりました。 
皆さんとても楽しまれておられました。 

障がい者芸術展 

芋ほり 

６月に芋の苗を植え、順調に成長していまし
たので利用者の方々と一緒に収穫をしました。 
皆さんとても楽しまれている様子でした。 

クリスマス会 １２月 

クリスマス会では皆で仮装し、色んなゲームを行い楽しみました。
ドーナツのケーキも美味しく食べました。 
お菓子のプレゼントももらい、皆さんとても楽しまれていました。 

運動会の後は、昼食を食べに回転ずしへ
行きました。お寿司が回っている光景に、
皆さんとても喜ばれ、 
美味しそうに食べられていました。 

【不要になったシーツで作った貼り絵】 
【やっこさんで作ったくまモンの貼り絵】 

利用者の皆さんで作った作品が障がい者
芸術展で展示されていましたので、見に行
きました。 



コスモス見学  

クリスマス望年会 

11月8日（金） 
 

 鮮やかなピンク色に咲いているコスモスの花を見学に、七城町へ行ってきました。 
 辺り一面のコスモス畑に、皆さん自然と笑顔になっていました。 

11月15日（金） 
熊本市河内町にあります「優峰園フルーツランド」へ 
みかん狩りへ行きました。 
自分の手で収穫したもぎたてのみかんをその場で食べ
る事ができ、皆さんから「甘くておいしい」と喜んで
いただけました。 

12月24日（火） 
クリスマス望年会を山鹿市にあります「眺山庭」で行いました。豪華なお食事に 
カラオケもあり、食べて飲んで歌って、とても盛り上がりました。サンタさんから
お菓子のプレゼントもあり、皆さん笑顔でとても楽しんでおられました。 

みかん狩り 



阿蘇市西町にある『果実園の国 COUPLES』に 

行ってきました!!快晴で景色もスゴく綺麗でした～☆ 

皆さん、初めてのりんご狩りで『アレ??簡単に獲れたー!!」 

「これ、ちっちぇー!!」といろんなサイズ・種類のりんごを 

獲られていました♡帰り際には「また、来年も行かなん!!」 

と張り切っておられました（笑） 

りんご狩り 

やっほぉぉぉぉ－－－－い!!!! 

よし!!獲れた～☆ 

先日、たまたまテレビを見ていたところ「益城町にある 

ひまわり畑」と放送されていました☆ 

これはみんなで行かなければと気合いを入れて行ってきま

した!!「この辺よね～この辺よね～ひまわり見えん??」と

迷子になりながら車を走らせると・・・ありました!!                                       

天気もよくお客さんも少なくゆっくりできました。自分た

ちの身長より高いひまわりを見て、「綺麗だなぁ～！」と

皆さん感動して帰りました。                     

まぁ、見てる時間より迷子になった時間が長かったのです

が。。。笑                     

来年も綺麗なひまわりを見に行きましょうね✿✿ 



 （公財）日本都市センターより菊池市の生活困窮者対策について、ヒアリング調査に来られました。 
菊池市役所福祉課長、課長補佐、主事、当事業職員にて対応し、生活保護行政を着実に実施するととも
に、モデル事業を活用して近隣自治体や社会福祉法人と連携した形で取り組んでいる生活困窮者対策の
現状や今後の課題等について報告しました。 

おまけショット 

 平成25年11月20日（水）～平成25年11月21日（木） 
 

「浜松パーソナル・サポートセンター」と「富士宮市役所」へ
菊池圏域2市2町の担当者、菊池福祉事務所の担当者と同行し
視察研修に行ってきました。モデル事業としての先進地の現状、
取り組みを学ぶことができ、今後モデル事業を取り組むうえで、
既存の地域の社会資源やネットワークの整理を行うとともに、
そこにどう関連し、繋げていくかを考えなければいけないと感
じました。 
 対象者の個別の課題や問題を発見し抽出する機能や、その問
題を解決、共有する場は必ず必要となってきており、その為に
は、専門機関だけでなく、地域住民も含めたコミュニティシス
テムの構築が求められています。当事業では、地域住民、行政、
各専門機関が「共働」していく意味を念頭に置き、取り組んで
行きます。 

熊本県菊池市現地調査 平成25年11月26日（火） 

平成25年12月13日（金） 
 

 福岡県のホテル日航福岡にて、九社連社会福祉法人経営者
協議会平成25年度九州社会福祉法人経営セミナーが行われ、
当法人総務部長と当事業職員5名で参加してきました。 
 九州各地の社会福祉法人の関係者が集まった中で、生活困
窮者自立支援制度について共通認識を深め、実践に活かすこ
とを目的に開催されました。 
 講義やシンポジウムでは、生活困窮者自立促進支援事業に
おいて社会福祉法人が果たす役割に期待されているとのお話
しでした。 

当事業のセンター名が
「ソーシャルライフサ
ポートセンター」に 
決まり、総合福祉セン
ターコムサール玄関前
に看板を設置しました。 

看板ができました 

☆新春のあ・い・さ・つ☆ 
 

あけましておめでとうございます（＾＾）/ 
平成25年は、10月より生活困窮者自立促進支援
モデル事業が加わり、相談支援事業部が新しい相
談支援体制となった年でした。平成26年も、地
域に根付いた福祉の「窓口」として、職員が一致
団結して、笑顔で頑張ります！    

相談支援事業部 一同 



在宅支援センター  へるぷねっと 

９月２４日 
３人で三井グリーンランドへ 

行 動 援 護 

11月3日ボーリングへ 

ストライク
でVサイン 

12月1日ワンダーシティーへ 

ボーリングでもらったコインで 
スロットに挑戦！！ 

こうやって
投げます！ 

移 動 支 援 

12月8日カラオケへ 

10月19日 
阿蘇萌の里へｺｽﾓｽを見に！！ 

行 動 援 護 移 動 支 援 

行 動 援 護 

  このボール
の行方は 

「 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」 



児童発達支援センター 輝なっせ 

放課後デイサービス 

１１月３０日（土） 
余暇支援で、「ガーデニング教室
（寄植え）」を行いました！ 
 親子８組の参加でした。 
 お母さん達の表情もとても和や
かで出来上がった作品はそれぞれ
の個性が詰まった素晴らしい作品
ばかりでした。     

日中一時支援事業 

１０月１９日（土）                            
森の子プログラムで自衛隊（熊
本北駐屯地）へ行きました。戦
車に乗ったりヘリコプターを見
学したりと普段できない体験を
させてもらい、子どもさんたち
も大喜びでした！！ 

（児童発達支援事業・放課後等デイサービス事業・日中一時支援事業・菊池地域療育センター） 

日中一時支援事業 

お餅つき 
初 詣 

12月２５日ぺったんぺったん！ 
お餅つき  あつあつのお餅が 
たくさん出来たよ＾＾ 

阿蘇神社 

大宮神社 

明けましておめでとう
ございます。 今年も
宜しくお願い致します。 
輝なっせスタッフ一同 



熊本県北部障害者就業・生活支援センター がまだす 

 12/8（日）菊池ふるさと交流館にて今年度
3回目の在職者交流会を開催しました。菊池地
区交通安全協会様より腹話術やにわか劇を使っ
て交通ルールやマナーについて教えて頂きまし
た。わかりやすく、また笑いありの内容で参加
者の方も楽しく、熱心に聞かれておりました。 

 午後は体育館でスポーツ推進委員の指導の
下、ニュースポーツに取り組みました。 
 始めは、どんなスポーツだろうと心配して
いた参加者の皆さんも、取り組み始めると笑
顔有り、和気あいあいとしたひと時となりま
した。 

在職者交流会 

わらび ＧＨ・ＣＨ 事業所 

12月にグループホー
ム利用者と旅館清流荘
にて忘年会を開催しま
した。 仮装にダンス、
カラオケと年忘れに相
応しい華やかな日でし
た。 
 くじ引きで景品をも
らったり、おいしい物
を食べられたりとみな
さんとても楽しんでお
られました。 



避 難 訓 練 収 穫 祭 

そ ば 打 ち 体 験 

 消防署の協力で
避難訓練を実施
しました 

 火の怖さや火災
の対処法などしっ
かり勉強すること
ができました 

 今年もこすもす荘と一緒
にから芋の収穫祭を行い
ました。自分達で育てた芋
を使って焼き芋、天ぷら 

だんご汁などいただきまし
た。 
  

今年収穫したそばを打ちました 

 ふじのわ荘の皆さんと
一緒にそば粉を捏ねて 
生地を伸ばして 
包丁で細く切って・・・ 
 さっと茹でたら出来 
上がり！ 
（とても大変でした） 

 パンを作る工程を少しだ
け見せてもらいました 
人の手でやる事、機械で
行う事 様々な手順を踏
んでパンを作っていまし
た 



清流荘 

製作： 最上 太一郎 

就労継続支援Ａ型事業所 

かご ぜん 

ゆ
っ
く
り
と
し
た
お
昼
の
ひ
と
と
き
を 

  

の
ん
び
り
と
お
過
ご
し
く
だ
さ
い 

個室でゆっくり 温泉入浴もOK 
大盤振る舞いのランチプラン 

お一人様 

※ なお、このプランは 
   ご利用時間11：00～15：00まで 
   前日までの予約が必要になります 



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。 

 

 
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。 

【お問い合わせ】 
〒８６１－１３０５ 

菊池市北宮北田３３７－６ 

電話０９６８－３６－９１５０  

ｆａｘ ０９６８－３６－９１６９ 

 管理者          今村志乃舞 

介護支援専門員 志方喜代子 

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。 

 

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。 

【お問い合わせ】 
〒８６１－１３０５ 

菊池市北宮北田３３７－６ 

電話０９６８－３６－９１６８ 

ｆａｘ ０９６８－３６－９１６９ 

 管理者                        大島優香 

サービス担当責任者  福地利恵 

訪問介護サービスの様子 
 

訪問介護計画の確認 

ケア会議 ケアプランを作成中 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12uua90bc/EXP=1371396700;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUXZoWnRDRXU4enIxXzNkdUl0UFoxdGhHQ3lYenh4WExBVzQ5U0lfYnpPSno4ZXA2ZEJfVGIyUW40BHADNDRPWTQ0T3I0NE9SNDRPOElPT0NwT09EcWVPQ3VlT0RpQ0RuaEtIbWxway0EcG9zAzEyNQRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--/*-http:/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:/www.oka-hospital.com/user_data/upload/Image/%E9%A2%A8%E5%91%822.jpg


３６５歩の
マーチ 

おかわり 
    よかなぁ？ 



養護老人ホーム ふじのわ荘 

１０月１７日、かも
ん・ゆ～すとそば
打ち体験交流を行
ないました。手作り
のそばをおいしくい
ただきました。 

１０月１１日、水族館へ行ったり新鮮なさかな
料理を食べ、楽しい一日を過ごしました。 

１０月３１日、芋掘り・焼き芋をしました。 
１１月８日、演芸交歓会。「おさるのか
ごや」と「いい湯だな」を披露し会場は
笑顔でいっぱいでした。 

１２月２４日、クリスマス会ではゲームや
プレゼントの抽選会。また、バイキング食
などがあり、楽しいひと時を過ごしました。 

１２月２６日、 
もちつきをしました。 

杵つき、もち丸め楽
しかったです 



菊愛会で恒例となった事業所対抗ミニバレー大
会が行われました。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ことを
目的とし、第3回目を迎える今大会は20チーム
もの参加がありました！今回は敗者復活戦とし
てアジャタ（玉入れ）も行いました！ 
爽やかな汗と笑顔で、とても盛り上がりまし
た！ 

平成25年12月3日（火） 



児童発達支援ｾﾝﾀｰ 輝なっせ 

1月25日 
森の子プログラム 
（サッカー教室） 

2月15日 LINKDAY 

3月 8日 保護者説明会 

3月 
1日 しの笛 
2日 十六夜会 
3日 ひなまつり会 
6日 検診 

13日 健康体操 
16日 和会 
20日 利用者会議・検診 
27日 誕生会 

    

    

2月 
2日 十六夜会 
3日 節分（豆まき） 
6日 検診 

13日 健康体操 
16日 三橋道也の歌を歌いつなぐ会 
20日 利用者会議・検診 
23日 ドッグセラピー 
24日 利用組合 
27日 誕生会 

    

1月 
元旦 獅子舞披露 
2・3 年始施設入浴 
7日 初詣（北宮神社） 
9日 検診・健康体操 

12日 十六夜会 
16日 利用者会議 
19日 和会 
22日 さくら保育園（発表会見学） 
23日 誕生会・検診 
30日 誕生会 

高齢者事業所 ふじのわ荘 

3月 
3日 ひなまつり会 

18日 誕 生 会 
25日 室内運動会 

2月 
3日 節分（豆まき） 

12日 植木市見学 
18日 誕 生 会 

1月 
9日 初    詣 

16日 初    詣 
17日 誕 生 会 

高齢者事業所 こすもす荘 

すまいる 
2月 鍋 会 

3月 調理実習 

わらびＣＨ事業所  あおぞら 
元旦 初詣（北宮神社） 

2月15日 鍋 会（各棟） 

3月15日 調理実習（カレー作り） 

各月定期検診及び誕生会予定 

わらび 
1月  7日 七   草 

1月10日 鏡びらき 

1月12日 どんどや 

2月  3日 豆 ま き 

2月24日 鍋   会 

3月25日 バイキング 

障害者支援施設           地域生活支援施設         生活介護支援施設 

障害児通所・療育相談事業所  地域活動支援事業所        公益事業 

地域生活支援事業           本部                 関連機関・他 

就労・生活支援センターがまだす 

1月24日 
菊池地区 

就業支援研修会 

2月21日 
平成25年度 

がまだす連絡協議会 

3月 在職者交流会 

つどい 
1月 7日 初  詣 

1月18日 ボーリング大会 

1月26日 いちご狩り 

2月 1日 いちご狩り 

1月13日 成人の日 
2月11日 建国記念の日 
3月21日 春分の日 

菊愛会・本部 
1月4日 法人新年会 

GH・CH事業所 
1月 余暇活動 ｉｎ久木野 
2月 植木市 見学 

菊愛会各事業所スケジュール 

新
人
紹
介 

養護老人ホーム      こすもす荘 

平川 友子 
昭和58年8月9日生 
趣味  
 ﾄﾞﾗﾏ・ﾏﾝｶﾞ・出掛ける事 

栄養たっぷりの美味しい食事が、提供できる様頑張ります。 

今回号での新人紹介 
 
平成25年11月以降採用 
管理栄養士の資格を所持され 
ており、おいしくてバランス 
の良い食事を提供して下さい。 



社会福祉法人 菊愛会 
種    別 事  業  所  住    所 電 話 番 号 ＦＡＸ 

法 人 本 部 〒861-1331 
熊本県菊池市隈府469-10 2F 0968-41-7805 0968-41-7020 

総 務 部 電算室 
〒861-1331 
熊本県菊池市隈府469-10 2F 0968-41-7050 0968-41-7020 

障害者支援施設事業部 

施設入所支援・生活介護・ 
短期入所・日中一時支援事業 

障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎｰﾑ わらび 
〒861-1682 
熊本県菊池市重味2380-7 0968-27-1381 0968-27-1461 

日中活動支援事業部 

生活介護事業 生活介護事業所 ほほえみ 
〒861-1331 
熊本県菊池市隈府473-15 0968-24-9080 0968-36-9084 

生活介護事業 生活介護事業所 すまいる 
〒861-1306 
熊本県菊池市大琳寺288-2 0968-41-5851 0968-41-5853 

地域活動支援Ⅲ型 
日中一時支援事業 

地域活動支援センターつどい 
〒861-1331 
熊本県菊池市隈府469-10 2F 0968-25-1817 0968-25-1875 

障害児通所支援事業部 

児童発達支援事業 
放課後等デイサービス事業 

児童発達支援センター 輝なっせ 
〒861-1331 
熊本県菊池市隈府110-4 0968-24-5667 0968-24-5181 

療育相談・自立支援プログラム事業部 

療育相談支援事業 
子どもの健全育成支援事業 

菊池地域療育センター輝なっせ 
熊本県自立支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 
策定実施推進事業【公益事業】 

〒861-1331 
熊本県菊池市隈府110-4 0968-25-7688 0968-25-7688 

在宅支援事業部 

居宅介護（重度訪問介護含む）・ 
行動援護・同行援護・移動支援 

在宅支援センターへるぷねっと 
〒861-1331 
熊本県菊池市隈府494-16 2F 0968-24-3152 0968-41-3336 

就労支援・就業生活支援事業部 

就労継続支援B型・就労移行支援 就労支援センター かもん・ゆ～す 
〒861-1331 
熊本県菊池市隈府469-10 0968-25-1817 0968-25-1875 

就労継続支援A型・短期入所 就労継続支援A型事業所 清流荘 
〒861-1331 
熊本県菊池市隈府1587-17 0968-24-2155 0968-24-2157 

雇用安定等事業・生活支援等事業 
熊本県北部障害者就業・生活支援
センター がまだす【公益事業】 

〒861-1331 
熊本県菊池市隈府469-10 2F 0968-25-1899 0968-25-6602 

相談支援・自立支援プログラム事業部 

菊池圏域相談支援・指定特定相談支
援 
指定一般相談支援・障害児相談支援 

コミュニティはうす 明日 
〒861-1331 
熊本県菊池市隈府469-10 2F 0968-25-6601 0968-41-7577 

就労意欲喚起等支援事業 
精神障がい者の社会的な居場所づく
り等支援事業 

熊本県自立支援プログラム 
策定実施推進事業【公益事業】 

〒861-1331 
熊本県菊池市隈府469-10 2F 0968-41-7566 0968-41-7577 

地域生活支援事業部 

共同生活援助 
共同生活介護 

わらびＧＨ・ＣＨ事業所  
〒861-1331 
熊本県菊池市隈府315 0968-41-4777 0968-41-4778 

共同生活介護 わらびＣＨ事業所あおぞら  
〒861-1324 
熊本県菊池市野間口488-13 0968-25-3811 0968-25-3812 

高齢者支援事業部 

養護老人ホーム 養護老人ホームふじのわ荘 
〒861-1308 
熊本県菊池市亘91 0968-25-2500 0968-25-2245 

養護老人ホーム 養護老人ホームこすもす荘 
〒861-1201 
熊本県菊池市泗水町吉富2900 0968-38-2902 0968-38-6290 

居宅介護支援 居宅介護支援事業ゆめぷらん 
〒861-1305 
熊本県菊池市北宮字北田337-6 0968-36-9150 0968-36-9169 

訪問介護・予防訪問介護事業 訪問介護事業所たまゆら 
〒861-1305 
熊本県菊池市北宮字北田337-6 0968-36-9168 0968-36-9169 

http://ｗｗｗ.warabigakuen.or.jp info@warabigakuen.or.jp 

※本誌に掲載している写真につきましては、本人またはご家族の方の同意を得て、掲載しております。    ※本誌はエコ活動推進の為、再生紙を使用しております。 

  ～ 編 集 後 記 ～            新年あけましておめでとうございます 
今回の広報誌『ぽっとまむ新春号』では、特報「救命の連鎖が救った命」を掲載しました。法人内での出来事ですが、私達も掲載して初めて知りました。救命
訓練は、受講しましたが実際の行動が咄嗟に取れるかどうかで命を守ることができる事を再認識し、あらためて重要性を感じました。また、法人30周年記念
式典や各事業所の活動も多彩でたくさんの情報を掲載することができました。みんな楽しそうでいい笑顔が観れてイベントの楽しい雰囲気が伝わってきます。
次回も盛りだくさんの情報をお伝えします。 

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


