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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。 
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■あいさつ 

 平成16年4月から地域の中での相談業務を展開し、早いもので10年が

経過しました。思い起こせば色々なことがあり、特に相談第一号で依頼

を受けた方の事は今でも鮮明に覚えています。当時は在宅で受けるサー

ビスも限られていたことと、相談員としての知識不足から上手く解決で

きなかったこと、逆に利用者や家族から学んだことが大きかったように

思います。 

 

 10年ひと昔と言いますが、私にとってはつい最近のように思えてなり

ません。利用者の方から叱責を受けることも数多くあり、その事で自分

自身を振り返る事が出来たと思います。 

 

 平成24年4月から相談支援体制の充実から計画相談がスタートしたわ

けですが、私達相談支援事業所が大切にしていることを見忘れているよ

うに感じているのは私だけでしょうか？相談当初は、利用者宅の掃除を

したり、買い物や一緒にご飯を食べたり、酒を飲んだりしながら相談し

たことで、利用者との関係がより深まったと思います。（お金はかなり

使いましたけど(-_-メ)） 

 

 相談支援は経験も必要ですが信頼されることが第一だと考えます。新

たに相談支援事業に取り組まれる事は大切でもあり必要です。これから

は地域に貢献できる相談支援事業所として、いつまでも笑顔を忘れずに

頑張り続けたいと思います。（*^_^*） 

  

 

相談支援事業所 

  「コミュニティはうす明日」 
  

   管理者 後藤 政己 

■ 相談業務開始１０年を振り返って  



 
目的 
  当会の目的は、10年後・20年後の中期ビジョンを策定すると共に、今後の経営に
中堅や若手の斬新な意見を取り入れて組織を活性化し、強固な組織を創りあげる事です。 
  
 
 
  
これまでの成果 

※ 法人理念  【 感・共・和 】 

※ 大切にしたい価値観 

※ 目指す職員像 

※ 人事考課の見直し・作成（法人理念・大切にしたい価値観を具現化するために） 

  ・キャリアパスシート ・添付シート ・チェックシート 

※ ３０周年記念祭 

  
本年６月に目指す職員像が完成し、菊愛会職員が目指すコンセプトとしての法人理念が
まとまり完成しました。各職員が、理念や職員像を意識して行動に移せるように一人一
人の力を期待しています。 
  
今後の取り組み 
  現在、「法人からの地域資源提供」についての取り組みを始めたばかりですが、 
今後の菊愛会らしい、地域福祉と地域貢献を課題と考え、外部からの意見を取り入れる
仕組みをつくりながらリノベーションを図ろうと考えております。 
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■委員会・部会紹介 

菊愛会各委員会・各部会紹介 

事務局 
経営企画室 

運営委員会 
将来構想委員会 
研修企画委員会 
苦情解決委員会 
虐待防止委員会 
広報委員会 
賞罰委員会 

課長会議 
主任会議 
福利厚生部会 
事務担当部会 
預り金担当部会 
食事担当部会 
医務担当部会 

第三者委員会 法人本部 委員会 連絡会議 

※赤字が今年度より新たに組織された委
員会・連絡会議です。 

 今年度より法人組織体制の強化として、新たに各委員会、各連絡会議が組織され、
それぞれに活動や意見交換等の取り組みを行なっております。その中から７つの部会
より、それぞれの今後の方針、取り組み内容・成果等を紹介いたします。 

■ 将来構想委員会 



■ 虐待防止委員会 

■ 苦情解決委員会 

【これまでの取り組み】 
 
      1) 法人スタッフの虐待への認知・理解度・意識に 
    ついての アンケートを実施 
   （平成２６年５月）  
      2) 第１回 虐待防止委員会開催 
   （平成２６年５月２３日）  
 
【今後の取り組み】 
 
      アンケートの集計結果に基づき、見えてきた課題や 
  本委員会での活動の方向性を検討する 

【目 的】 
高齢者・児童及び障がい者虐待に対して広報啓発をはじめ、
様々な取り組みを行ってまいります。虐待を見逃さない、
許さない集団として、対象となる方やその家族が健やかに
安心して過ごせる環境を整える基礎となる取り組みを行っ
てまいります。 
  

【構成メンバー】 
委員長 １名 委員 １４名（各事業所より１名） 
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会議を開催したことで、委員全員
が個人情報の必要性や意識等の再
確認が出来たと思います。 

 平成２６年度から法人内で各委員会が設置されました。 
苦情解決委員会として取り組むことは「何か」と振り返りをした時に、個人
情報保護・管理規定・個人情報保護マニュアルを見直すべきだと思いました。 
 苦情解決や虐待防止を未然に防ぐためにも、各事業所の管理者やスタッフ
が個人情報保護マニュアルを理解することが大切であると考えたからです。 

【会議の内容】 
4月23日 第1回会議：個人情報保護の趣旨説明、マニュアルの見直しについて 
5月10日 第2回会議：各事業所からマニュアルを公開、修正 
6月10日 第3回会議：個人情報保護・管理規程・個人情報保護マニュアルの最終確認 

苦情解決委員長：後藤 政己 
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■委員会・部会紹介 

研修企画委員会では、今年度から始まった委員会として、まず何を行った方がいいだ
ろうかというものを検討しました。 

法人として、有益な研修企画ができるようにという事で、第１回目はアンケート調査
をする事にし、次回の委員会で取りまとめを行うようにしました。 

そのアンケート結果をもとに、今後ＯＪＴでの取り組みを検討し、年度内には１回目
の研修が行えたらと考えております。 

そして、法人に関わる研修及びフォーラム等の協力を委員会として行い、 

活動としても積極的に取り組んでいけたらと考えています。 

今後は、年４回の定期会議と、随時研修協力等で 

委員会を開催していく予定です。 

研修など企画持ち込みもＯＫです！ 

宜しくお願いします。 

今年度より、福利厚生部会を発足し年間を通して、誰もが気軽に参加していただく事が出来る
レクリエーション活動等を企画いたします。活動を通じ、事業所間の連携と職員相互のチーム
ワークの向上を図ることを目的に取り組みます。平成２６年度は、以下の４つの活動をメイン
に計画をしていますので、ぜひとも法人の皆さんの参加をお待ちしています！！ 
 

■ 福利厚生部会 

■ 研修企画委員会 

第１回目の活動として、「理事長杯争奪ミニバレーボール大会」を６月１７日に開催いたしました。
法人内より総勢２１チームの１２６名が参加し、白熱した試合が繰り広げられる中、珍プレーもあ
り、会場内を盛り上げていました!(^^)! 
次回は９月の事業所対抗のボウリング大会を開催予定です。福利厚生部会委員一同でお待ちしてい
ますので、ぜひぜひご参加ください。宜しくお願いします！！ 
 

•   ６月 ～ 第１回ミニバレー大会 

•   ９月 ～ 第１回ボウリング大会 

•１０月 ～ 七城ウォークラリー参加 

•   ２月 ～ 第２回ミニバレー大会 



食中毒予防研修中 

✿メンバー 
ふじのわ荘 こすもす荘 わらび イズム あおぞら 清流荘 
の食事担当者合計２２名です。 

第１回は顔合わせということで自己紹介をし この部会でどん
なことをしたいかなどの意見交換を行いました。 

第２回は 梅雨をまえに 食事担当者として一番気をつけなけ
ればならない【食中毒予防】について振興局の出前講座にお願
いをして研修を行いました。 

利用者の方の健康を預かるものとして、一番起こしてはならない事故です。
研修で再確認し、整理 清潔 清掃 の３Ｓに努めたいと思います。 
 今後は【わたしのおすすめメニュー】などをだしてお互いのメニュー交換
をし、献立のマンネリ化を解消し利用者の方に喜ばれる愛情ある食事の提供
を心掛けていきたいと思います。 

医務担当部会は、ふじのわ荘・こすもす
荘・サポートホームわらびの医務担当の
看護師5名で活動します。 

 活動内容としては、各事業所の状況把握
やマニュアルの見直しなどを行い、感染症
対策や事故防止などの対策を考えていきた
いと思います。 

 また、各事業所で困っている事など、問題を共有し、お互いに協力
していけたらいいなと考えています。 

 5月に第1回目の連絡会議を開催しましたが、3事業所のみの委員
構成のため、もっと各事業所の医務担当、衛生管理担当の方々にも
会議に参加してもらえたらいいのではないかとの意見が出ました。 

よろしければ、医務担当部連絡会議にご参加ください。    
よろしくお願いします。 

■ 食事担当部会 

■ 医務担当部会 
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ご意見、ご要望等ありましたらお聞かせください。 
 

【 連 絡 先 】 
社会福祉法人菊愛会 総務部 電算室  

TEL（0968）41-7050 FAX（0968）41-7020 

Ｖｏｉｃｅ 

これから出産・育児を迎える後輩へのメッセージ 
  

私の場合は、3人目の子供が1歳で現在別の保育園に通わせています

が、園までが遠く仕事前後の送迎が負担になっていました。 

そんな中、事務所のすぐ横に託児所が開所されたことで、休憩中に子

供の様子を見ることができ、楽しみも増え、安心して仕事が出来るように

なりました。月に何度か利用させて頂いてます。  

  

 「りとる♡まむ」の名の通り、アットホームで 

優しい保育士さんに預けられる職場♡すごくいいですよ！ 

                  3児の母：最上麻衣子 

社会福祉法人    菊    愛  会  では、 

「職員が仕事と子育てを両立させる」ことができ、

職員全員が働きやすい環境をつくることによって、全ての

職員がその能力を十二分に発揮できるようにするため、 

次の内容を含めた一般事業主行動計画を策定します。 

 次世代育成支援対策推進法が施行され、一般事業主行動計画
を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることが義務付け
られました。 
 

 一般事業主行動計画とは、事業主が従業員の仕事と子育ての
両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業
員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、 

 

①計画期間 
 

②目標 
 

③目標達成のための対策   を具体的に作成していきます。 
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一般事業主行動計画とは？ 

次世代育成支援 
対策推進法とは？ 

次世代育成支援対策推進法

とは、急激な少子化の流れ

を変えるため、平成１５年

７月に成立した法律です。

この法律は、次代の社会を

担う子どもが健やかに生ま

れ育成される環境整備を進

めるために、国、地方公共

団体、事業主、国民が担う

責務を明らかにし、１０年

間をかけて集中的かつ計画

的に次世代育成支援対策に

取り組んでいくことを目的

につくられました。 



ページ ８ 

「支援やサービス向上の取り組みに関すること」 
 

利用者へ安心・安全を提供するためチーム力強化！ 
       ～職員間の「報・連・相」の徹底～ 
 

を事業所目標とし、職員全体でサービス向上に努めます。 

行事予定 
７月 5日  きらめき大会 
７月25日  そうめん流し  
８月23日  水迫夏祭り 
８月     バーベキュー  
９月13日  ビアガーデン 

〒861-1682    
熊本県菊池市重味2380-7  
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日付 行事予定 

7月5日 きらめき大会 

7月25日 そうめん流し 

8月23日 水迫夏祭り 

8月 バーベキュー 

9月13日 ビアガーデン 



日付 行事予定 

7/26 そ～めん流し 

8/9 菊池夏祭り参加 

9月中旬 ビアガーデン 
（馬追い） 

地域交流会(BBQ) 

花火大会 
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4月26日 
BBQ 
 

5月26日 調理実習 

今回の調理は、ハンバーグ･ 
ポテトサラダ･フルーツポンチ･
コーンクリームです。 
おいしそうにできました。 

いただきま～す！！ 

6月21日   天草一日旅行 

天草と言えば？やっぱり!!!さしみですよネ～ 
あいにくの雨模様での旅行ですが、おいしそ～
な料理が出てきました。いただきま～す！！ 

み
ん
な
で
旅
行 

かんぱ～い 

あおぞらでの支援及びサービスの向上として
の取り組みは、昨年度より日々の特記事項
や健康状態をパソコンに記録し蓄積する事
により個人別に年間を通して検索や閲覧が
出来るようにしました。これにより、関連機関
への情報提供や経過観察・集計等を簡単に
することが出来るようになりました。 

〒861-1324    
熊本県菊池市野間口488-13 

新年度が始まり保護者説明会を
行いました。昨年度の事業報告
と新年度の計画及び契約更新を
説明した後に、皆でBBQをしま
した。あおぞらに快適なイベン
ト広場が有ります。集まって何
かするには、ちょうど良い場所
になっています。 
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「支援やサービス向上の取り組みに関すること」 
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■事業所紹介 

５月１６日(金曜日) ゆめタウン光の森（熊本県合志市） 
地域社会への参加と工賃で買い物をする楽しみを実感して 
頂く事を目的に行いました。皆さん、買い物を楽しまれた 
後は、光の森公園にて昼食を食べました。 

４月２日(水曜日)   菊池市民広場（熊本県菊池市） 
普段とは違った場所で昼食を召し上がり、その後は野球・サッカーや
散歩などを楽しまれ、良い気分転換になったのではないでしょうか。 

～ 生活介護事業とは ～ 
  常時介護が必要な障がい者に対し、食事・入浴・排泄等の介護や日常生活の支援、軽作業等の生産活動や創作的活動の 
  機会の提供、身体能力や日常生活能力の維持・向上を目的として、必要な介護等の福祉サービスを実施しています。 
      ○障がい程度区分３（併せて施設入所支援を利用する場合は区分４）以上である者。 
    ○年齢が５０歳以上で、障がい程度区分２（併せて施設入所支援を 利用する場合は区分３）以上である者。 
 

 生活介護事業所すまいるでは、年齢や心身の発達状況に応じて基本的生活習慣の確立・自立を目標とし、生活能力 
 や身体機能の維持・向上を図り、障がいを越えて利用者さんと共に過ごせる豊かな時間を目指しています。 
 また「農作業・園芸活動」「パチンコ台解体作業」「手芸・創作活動」「運動」を主な活動として行い、住み慣れた 
 地域で暮らし、活動する豊かな地域生活の実現に向けて取り組んでいます。 

 

「お花見」 
行 事 ・ 活 動 紹 介 

「工賃支払・お買い物」 

「バーベキュー大会」 
５月２３日(金曜日)   あんずの丘（熊本県山鹿市） 
緑豊かな公園でのバーベキューと身体を自由に動かしてもらう事によ
り、心身共にリフレッシュする事を目的に行いました。お腹いっぱい
になった後は清流荘にて温泉を楽しみました。 

「３Ｂ体操の集い」 
６月１５日(日曜日)   大津総合体育館（熊本県大津町） 
すまいるからも多くの利用者の方達が参加しました。他の事
業所の利用者の方々も参加されており、踊りを楽しまれるだ
けではなく、会話も弾み楽しそうにされておりました。 

「熊本県障がい者福祉大会」 
６月７日(土曜日)   熊本県立劇場（熊本県熊本市） 
アロマキャンドル・陶芸で作ったお皿の販売、映画の上映があり、
利用者の方々も、販売や映画を楽しまれておりました。 

 

〒861-1306  
熊本県菊池市隈府大琳寺288-2 

日付 行事予定 

７月 七夕 

８月 調理実習   
（フルーツポンチ） 

９月 誕生日会       
（４月～９月生まれ） 

「支援やサービス向上の取り組みに関すること」 
 

１．具体的な取り組みや実践内容 
 

まず支援の質の向上の取り組みについては、基本的な専門知識、各種制度等を
正しく理解し、支援のあり方を事業所内で議論していく為、定期的に勉強会を
行っています。つぎにサービス向上の取り組みについては、利用者の方が自分
に合った活動を選択できるようにする為、定期的に他事業所や地域の方たちと
一緒に活動を行い、事業所として幅広い選択肢を提供できるように取り組んで
います。 
 

２．成果と課題 
 

成果としては、事業所内で様々な意見や疑問を出し合い議論することによって、
支援に対する新たな発見や課題が見つかり、職員のスキルアップに繋がってい
ます。また、新たに地域の方との交流の場も増え、利用者の方々も楽しく活動
に参加されており、利用者さんの希望に沿った活動を行えています。利用者の
方がより豊かな地域生活を過ごせるように、更なる支援の質やサービスの向上
に取り組んでいきます。 
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■事業所紹介 

「支援やサービス向上の取り組みに関すること」 
 
１．具体的取組や実践の内容 
利用者の皆様は、積極的に話そうとされない事が多く、朝礼時の挨拶を継続
しています。 
 
２．成果と課題 
朝の挨拶（おはようございます。自分の名前や簡単な質問）も言えなかった
り、答えられなかったする方が多かったものの継続する事で徐々に言葉数も
多くなってきました。又、職員からの促しではなく自らの言葉が多くなって
きました。今後とも自発的にお話しをされる様、継続した支援を行なってい
きたいと考えています。 

日付 行事予定 

7/３０ そうめん流し 

未定 壁画アートづくり 

未定 あんずの丘 

～ 生活介護事業とは ～ 
  常時介護が必要な障がい者に対し、食事・入浴・排泄等の介護や日常生活の支援、軽作業等の生産活動や創作的活動の 
  機会の提供、身体能力や日常生活能力の維持・向上を目的として、必要な介護等の福祉サービスを実施しています。 
      ○障がい程度区分３（併せて施設入所支援を利用する場合は区分４）以上である者。 
    ○年齢が５０歳以上で、障がい程度区分２（併せて施設入所支援を 利用する場合は区分３）以上である者。 
 

 生活介護事業所ほほえみでは、利用者さんの個々に持っている力にどのような働きがけをすれば、上手に伸ばして 
 いけるかを考え、「できない」ではなく「できるかもしれない」の視点で支援を行います。 
 また軽作業（主にフルーツネット等）では、能力に応じた支援を行うことで、作業することの楽しさや自信、自主性、 
 集中力をもって参加できるように取り組んでいます。 

 
 

〒861-1331  
熊本県菊池市隈府473-15 

行 事 ・ 活 動 紹 介 

４月１６日（水）   杖立温泉（熊本県小国町） 
数えきれないほど多くの鯉のぼりが気持ちよさそうに空を
泳いでいました。そんな鯉のぼりを眺めながら、利用者の
皆さんもとてもリラックスされて、楽しまれていました。   

「杖立温泉こいのぼり見学」 

「くじゅう花公園見学」 
５月１４日（水）  くじゅう花公園（大分県竹田市） 
毎年恒例となっている「くじゅう花公園」へ今年も行って
きました。園内に足を踏み入れると辺り一面お花畑です。
まるでお花のじゅうたんのようでした。利用者の皆さんも
お花の香りにとても癒されていました。 

「折り紙あじさい作り」 
６月１８日（水） 
６月の梅雨の時期に咲くあじさいはとても綺麗ですよね。 
利用者の皆さんで、折り紙を使って大きなあじさいを作成して
みました。とてもカラフルで上手にできたので、事業所の玄関
に飾っています。 



行 事 ・ 活 動 紹 介 
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■事業所紹介 

 「支援やサービス向上の取り組みに関すること」 

 
１．具体的取り組み 
 つどいでは活動内容に「外出」を多く取り入れています。外に出て、
季節の行事やスポーツに参加し楽しまれています。利用者から「今度
は○○はいつすると?いつ行くと？」と尋ねられ楽しまれているよう
です。 

 
２．課題 
 今までの活動では身だしなみがあまり支援が出来ていなかったた
め各事業所と連携を取り行っていきます。 

日付 行事予定 

７月 きらめき大会 

８月 ボウリング 

  ☆調理実習（月２回） 

  ☆お菓子作り（月２回） 

  ☆カラオケ（月２回） 

～ 地域活動支援センター事業とは ～ 
  地域で暮らす障がいのある方の地域社会との交流、社会復帰、自立支援を目的とし、余暇活動の時間を楽しんだり、 
  イベントへの参加など地域の実情に応じた創作的活動、生産活動の機会の提供を行い、有意義な時間を過ごして頂き、 
  地域生活支援の促進を図ります。 
 

 地域活動支援センターつどいでは、日常生活に必要な便宜の供与を適切に行い、利用者の方が有意義で充実した 
 生活を送ることができるようなサービス提供を行います。特に余暇活動では、生活の幅を広げるという重要な役割を 
 担っており、一人一人の意見を尊重した支援を行っていきます。 

 
 

〒861-1331  
熊本県菊池市隈府473-15 

くじゅう花公園へ行きました!! 
花満開でものすごく綺麗☆ 
園内を歩きながら風に乗って花の香りとBBQの香りが… 
次来る時はBBQもしようと盛り上がっていました☆☆ 

      パネル作りに奮闘中!! 
七夕の時期ということで折紙で星を作り天の川を作って、織姫・彦星の色ぬり．．． 
面白いパネルが出来そうです!!!! 



 熊本県自立支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ策定実施推進事業 

～ 相談支援事業とは ～ 
  障がいを有する方やご家族などが、生活をする中で困ったり悩んだりした際に専門の相談員が話を聴き、解決に向けて一緒に考えます。 
  サービス利用計画書や個別支援計画書を元に障がい者の支援を考えたり、地域のネットワークの仲間や専門家と一緒に個別支援会議を行い問題解決に 
  努めます。また、病院や施設から地域移行される方、親元から離れて一人で生活したい方に対しての支援も行います。 
 

 相談支援事業所コミュニティはうす明日では、計画作成だけに流されるのではなく、基本を大切にした支援を展開しながら、 
 利用者さんのニーズに沿ったサービス提供ができるよう、地域の中での相談支援事業者の役割を明確にすることを目指しています。 
 どんな相談や悩みでも、それに応じた最良の関係機関へ繋げていきます。ぜひご相談ください！ 

「支援やサービス向上の取り組みに関すること」 
支援をする中で、多重責務者の方など法律が絡んでくるケースもあります。そのため、1か月に1回、山鹿ひまわり基金法律事

務所の岡部弁護士を招いて、勉強会を行なっています。専門家の意見を伺いながら、情報交換やケース検討を重ねることで、

相談員のスキルアップを行なっています。また、各地域の民生員や、介護保険のケアマネージャー、保護司の方など、今後連

携していく機関へ事業説明をするなど、周知を行なっています。さらに、菊池圏域の市役所・町役場に窓口を設置しています。

ソーシャルライフサポートセンターが各市町の窓口となることで、対象者の方の早期支援・早期対応につなげていきます。 
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■事業所紹介 

沖縄研修に行ってきました！社会福祉法人海邦福祉会の施設見学、「沖縄フォーラム２０１４」に参加しました。 
最上理事長に「待ち合わせをしているから～」と1番初めに連れて行ってもらったのは、オシャレなカフェ。お茶をするの
かなぁ?と思っていたら、なんと就労継続支援Ｂ型事業所！店内の落ち着いた雰囲気、おいしそうにディスプレイされてい
るパン、工夫をされたメニュー表やインフォメーションカード、イキイキと笑顔で働く利用者の方、スタッフの方が素敵
でした。そして、２階には児童の療育事業所。保護者の方の思いを汲みとって、安心して利用できる環境が整っていまし
た。沖縄フォーラム2014では、沖縄県の相談支援事業所の方が計画相談の取り組みについて知ることができ、全ての方に
対して計画作成をしていくということで、計画書の「質」について議論されていました。フォーラムに参加して利用者の
方の思いを形にしていくことの大切さを改めて感じました。また、社会が変わっていくことで、新しいことに取り組んで
いくことを常に考えていくことが必要だと思いました。「変化はチャンス！」 (｀^´)！！ 

パンフレットができました～！ 
是非手に取ってみてください☆ 

コミュニティはうす明日  
 

〒861-1331  
熊本県菊池市隈府469-10 

研 修 報 告 

～ 熊本県自立支援プログラム策定実施推進事業とは ～ 
【 就労意欲喚起等支援事業 】 
  〇就労意欲や生活能力・就労能力が低いなどの就労に向けた課題をより多く抱える対象者に対して、就労意欲の喚起を図るための支援を行うことで、 
   既存の種労支援策へスムーズにつなげます。また、既存の施策による就労支援が難しい対象者に対しては、就労意欲の喚起から就職活動、 
   離職防止までの総合的な支援を行い、就労支援策の更なる充実を図ります。 
【 精神障がい者の社会的な居場所づくり等支援事業 】 
  〇精神科病院を退院した対象者に対し家事・服薬管理の生活指導、地域住民との交流の場の提供、社会福祉施設等における退院後の訓練を行うこと等に 
   より居宅生活継続を支援するとともに、地域移行の円滑な推進を図ります。 
 

 熊本県自立支援プログラム策定実施推進事業では、対象者の方が社会との繋がりや役割を持っていただけるような支援を目指し、 
 対象者の方が夢を持ってるように、既存の支援以外の新しい発想や取り組みをイメージし、取り組みます。 

 

〒861-1331  
熊本県菊池市隈府469-10 

  ソーシャルライフサポートセンター 
～ 生活困窮者自立促進支援モデル事業とは ～ 
【 自立促進支援事業 】   
  〇経済的な問題、精神的な問題、家庭の問題、健康上の問題などが複雑に絡み合った生活困窮者に対し、生活保護に至る前の段階から、個別的・ 
   包括的・継続的に対応し、生活困窮者の自立支援の促進に向けた新たな相談支援体制のモデル事業です。 
【 就労準備支援事業 】 
  〇生活困窮者の中で長期離職や就労経験が無い等により、生活習慣等に問題があり直ちに一般就労に就くことの難しい方に対し、就労意欲の喚起や 
   動機づけを行い、一般就労に向けた基礎能力の形成など一般就労に向けた自立支援を実施します。 

 
 ソーシャルライフサポートセンターでは、対象者の方と真剣に向き合い、孤立や不安を感じている方との信頼関係を築き、対象者の方の 
 不安や辛さに少しでも理解を深めていく事が重要であるという考えを大切にし、取り組みます。 

 

〒861-1331  
熊本県菊池市隈府469-10 

「支援やサービス向上の取り組みに関すること」 
相談支援事業所では、福祉サービスを利用される方々に計画を作成させていただきます。計画を作成するというこ

とは利用される方々のこれまでの人生やこれからの生活に関わらせていただくということです。一人ひとりの思い

を受け止め、気持ちに寄り添った支援を行えるように、相談員同士で互いに相談をし合いながら作成に取り組んで

います。また、菊池圏域の相談支援事業所や行政が集まる相談支援部会、自立支援協議会などへの積極的に参加し、

圏域の課題などについて協議を行い、利用者の方が生活しやすい「地域づくり」ができるよう働きかけていきます。 

「支援やサービス向上の取り組みに関すること」 
県からの委託を受けて、対象者の方が社会とのつながりや、就労の意欲を持っていただき、日常生活、社会的・経済的

な自立を目指し、各関係機関と連携をしながら、支援を行なっています。また、菊愛会以外に委託を受けている法人と、

共同体（県北地域：菊愛会、県南地域：慶信会、天草地域：弘仁会）会議を２か月に１回開催をして、各法人の事業の

実施状況の報告や、情報交換の場を設けています。また、支援員のスキルアップとして、各法人で実際に携わった事例

を出し合い検討会を行なっています。また、同じ事業を行なっている県外の事業所への視察研修も予定をしています。 

ソーシャルライフサポートセンターのスタッフが1名仲間入り！ 

中村 麻美 

少しでも早く、みなさんのお役に立てるよう、

頑張っていきます！よろしくお願いします 

 
7月14～16日、8月26日～28日 
    主任相談支援員研修 
8月 虐待防止センター「法人内研修」 
    ～虐待防止法について～ 

8月 ソーシャルライフ 
   サポートセンター 
   視察研修 

平成26年7月24日 
自立支援プログラム共同体会議 

予 定 表 

予 定 表 

予 定 表 
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支援やサービス向上の取り組みに関すること 
 当支援センターの主な業務内容は「障がいのある方の仕事に関す
る相談対応」になりますが、職員一同で心がけている事は、「わかり
やすく伝える」ことです。相談に来られる方は一人一人障がいの種
類や年齢など様々で時には相談される方に応じてわかりやすい資
料の作成等も行っており、相談される方が混乱しないよう工夫して
おります。 

 相談される方のニーズに対応出来る様に新設された福祉サービ
ス事業所の情報や求人など情報収集に努め、職員間で情報の共有
を図り相談される方に幅広く情報提供出来るようにしております。 

 ご利用者の支援に関しましては、関係機関と連携して支援してお
ります。関係機関との情報交換を密に行い、支援機関間の役割分
担を明確にし統一した支援を出来る様に取り組んでいます。 

 最後に、障がいの種類等によって対応が難しい方もおられますの
で、研修会等に参加し職員のスキルアップに努めていきたいと考え
ています。 

日付 行事予定 

7/16 菊池地域就業支援
ネットワーク会議 

9/21 えがおの会 
熊本県内中ポツ 
  在職者交流会 

☆平成２６年度第１回在職者交流会 
 

６月１５日(日)菊池ふるさと水源交流館にて、在職
されている障がい者の方を対象とした交流会が行わ
れました。 

在職者交流会は、グループワーク・勉強会を開催し
、在職者同士の交流と職場での悩み等を話す機会の
場を提供することを目的としており、今回２１名の
方が参加されました。 

今回のテーマは「携帯電話でのインターネットトラブル
」について、菊池市消費生活センターの方にお話をして
いただきました。誰にでも起こり得るインターネットの
トラブルや、さまざまな詐欺に対し、未然に防ぐ対応策
をとてもわかりやすく教えて頂きました。 

午後からは、スポーツ推進委員の松田氏
に来ていただき、バルバレー・ビーンボ
ウリングに取り組みました。「普段休み
の日は家でゴロゴロしておりとても楽し
くすごせた」と嬉しい感想をいただきま
した。 

熊本県北部障害者就業・生活支援センター 

                        が ま だ す 

☆ スタッフ紹介 ☆ 

今年度4月より新しい 

スタッフが加わりました。 
 

岩本ともみです. 

 宜しくお願いします 

   〒861-1331  
熊本県菊池市隈府469-10 

 



   

清 流 荘 
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■事業所紹介 

支援やサービス向上の取り組みに関すること 
 利用者本人の意思等をモニタリングなどで確認し、就労支援を行っています。 

 しかし障がいの多様化などで作業訓練以外の社会適応訓練・基本的生活習慣・コ
ミュニケーション訓練が必要な方が増えています。その為座学の充実を図り、職場に
おけるＪＳＴやＳＳＴ等を取り入れています。 

 また、利用者のニーズを受け止め、関係機関との連携を取りながら情報収集、職場
開拓、実習の確保に努めています。合わせてジョブコーチ利用等の紹介を行い、利用
者、就職先との良い関係作りの手助けが出来ればと思っています。 

 福祉の専門職員という自覚を持ちスキルアップのための研修、資質の向上に努めて
いきたいと思います。 

日付 行事予定 

7/21 余暇活動 

支援やサービス向上の取り組みに関すること 
① 利用者と共に、旅館内外の清掃を丁寧に行うことで、お客様の来館に備える 
② 利用者が働きやすい職場作り 
 職員と利用者との信頼関係を深めるため、積極的にコミュニケーションを取り、苦手な
仕事でも一緒に取り組むことで自信をつけてもらう。やりがいと責任感を持って仕事を行
えるよう心掛けている 

清流荘 電話番号 
  ホームページ 

0968-24-2155 
www.seiryuusou.com 

菊池支援学校の一年生が事
業所見学に来られました。皆
さんとても熱心に話を聞かれ
てました。 

 作業訓練の一環としてポリッシャーという機械を 
 実際に使ってみました。 
 「安全に気を付けて作業をすることが大事」だと 
 学んだようです 
 ほかにも余暇活動として皆でぜんざいを作りました 
 皆さんとても嬉しそうに食べられてました 

 本格的な夏を迎え皆さん 
         いかがお過ごしでしょうか。 
 忘れられない夏の思い出を 
        清流荘で作っていきませんか？ 
   従業員一同心よりお待ちしております。 

  〒861-1331  
熊本県菊池市隈府1587-17 

 

  〒861-1331  
熊本県菊池市隈府469-10 
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■事業所紹介 

「支援やサービス向上の取り組みに関すること」 
 

1）実践の内容 

  ⇒『自分で選んで！自分で決める！！」をモットーに、

移動支援利用時には自分で行きたい場所を決めれるよう、
事務所に情報誌を常備してます！！ 
2）成果と課題 

  ⇒行きたい場所を選びやすいように写真付きの情報誌を
これからもどんどん置いていきたいと思います 

日付 行事予定 

7月 九州地区地域生活者
交流会（福岡） 

８/１ 日帰り旅行 

9月 キャンプ（阿蘇） 

5月に『うまかなよかなスタ 

ジアム』で開催された“障が 

い者スポーツ大会”に参加し 

ました！！ 

競技の成績は…？？？ 

打ち上げが楽しかった（笑） 

 

  〒861-1331  
熊本県菊池市隈府315  
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日付 行事予定 

7/19 菊池市ケアマネ勉強会 

7/31 見守りネットワーク 

8/7 定例研修 

４月より、松川
ケアマネが 
「ゆめぷらん」 

に配属となりま
した。 

～地域の方への在宅支援への取り組み～ 

 ４月より、介護支援専門員のメンバーが変わり、地域活動を多く経     
験していた介護支援専門員を中心に、友人・知人への「一声かけ活動」を
行い地域の方への周知活動を行っています。 

 結果として、友人・知人を通して在宅で過ごされている方の相談・依頼
も徐々に増えてきている状況となっています。 

今迄、菊池市の在宅支援での経験を
生かして「ゆめぷらん」での業務に
二人で取り組んでいきたいと思って
います。 
宜しくお願いします。 

ひと月のサービス
利用の計画を丁寧
に説明します。 

日付 行事予定 

7/5 ホームヘルパー協会研修 

7/31 見守りネットワーク 

４月より、常勤ヘルパーが１名増えて、３名になりました。 
今まで以上に、在宅支援に力を入れていきたいと思います！ 

栗原です。 
宜しくお願い致します。 

買い物支援中です 

生活支援で 
清掃もします 

 これまで以上に、ご家族やケアマネジャーへの報告・連絡・相
談を密にしていきたいと思います。 

 ご利用者様の生活に密着し、お一人お一人のニーズに対応し、
いつまでも住み慣れた地域で安心して、その人らしい生活が継続
出来る様「自立支援」と「生活の質の向上」を念頭に支援します。 

 

  〒861-1331  
熊本県菊池市北宮 
     字北田337-6 

 

  〒861-1331  
熊本県菊池市北宮 
     字北田337-6 

 

 



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、移動支援事業（地域生活支援事業） 

いどうしえｍ 

ページ １８ 

 
 

日付 支援予定 

７月 門司港見学 

大衆演劇見学 

8月 プロ野球観戦 

利用者様に、どの様に支援を行うと喜ばれるかを考えな

がら、利用者様が満足されるような質の良いサービスを

提供して行くことを目標としています。 

また、次回も「へるぷねっと」と一緒に行きたいと思われ

るようなそんな支援をスタッフ一同行っていきたいです。 

５月下旬～６月上旬にかけて６６０００本も
の花しょうぶが咲き誇るそうです。この日は
まだまばらにしか見ることが出来ませんでし
たが、とてもきれいでした 

   移動支援 
玉名花しょうぶまつり 

   移動支援 
杖立温泉鯉のぼり見学 

もの凄い数の鯉のぼり
です！ 
色とりどりの鯉が空を
泳いでいました。 

移動支援  カラオケ 

演歌熱唱中！！ 
うっとりするような 

歌声です 

こぶしが効いてて 
プロ顔負けです 

 

     〒861-1331  
   熊本県菊池市 
      隈府494-16 ２F 
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～支援やサービス向上の取り組みに関すること～ 



    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、療育センター 

ページ １９ 

日付 行事予定 

７/21 夏休み始まり 

7/2６ 心温の日 

8/31 リンクデイ 

（夏休みは、プール、川、山と大忙し） 

荒尾市の三井グリーンランドにて仮面ライダーショーを見ました。いつもTVで見てい
るヒーロー達が目の前に現れ大興奮！「頑張れ～」とヒーローを応援していました！ 

「支援やサービス向上の取り組みに関すること」 

● 具体的な取り組みとして、輝なっせ開設当初から大切にしてきた「母子療育」
のねらいや役割等を明確化した。（進行・サブ・母子支援役） 
● 実践の内容としては、明確化したシートをスタッフに配布し、「母子療育」の
ねらいや役割等を確認し、スタッフ間でロールプレイを行い、支援統一を図った  

テーマに対する具体的取り組みや実践の内容 

成果と課題 
●成果としては、明確化したシートを作成した事で統一した新人育成に繋がった。
また母子療育を行っている事業所は菊池圏域では輝なっせだけなので、輝なっ
せのストロングポイント・母子療育の必要性を感じる事が出来た。 
●課題としては、明確化したシートを活用したスタッフの確認作業を再確認して
いき、母子療育の取り組みについてスタッフ間で同じ方向を向いて支援できる
よう、継続してこのシートを活用していく。 

６月21日リンクデイ（放課後等デイサービス） 

５月31日森の子プログラム（日中一時） 

 

     〒861-1331  
   熊本県菊池市隈府110-4 

菊愛会広報誌 ＶＯＬ.5  平成26年夏号 ■事業所紹介 

 



菊愛会広報誌 ＶＯＬ.5  平成26年夏号 

ページ ２０ 

■事業所紹介 

 
～支援やサービス向上の取り組みに関すること～ 

【 転倒事故防止の取組み 】 
①取組み  
 こすもす荘の食堂と広間は隣接しており、これまで利用者Ｓさん（99歳）
は広間に上がる時、上履きを脱ぐ際の転倒が多くみられていた。3月末に
広間の改修を行い、前方3分の1程をタイルカーペットにすることで歩行器
で上履きのまま利用できるようにしました。 
②成果  

 これまで月に４～５回の転倒報告があっていたが、その場所での転倒
報告はゼロという結果が得られました。職員全員が見守り、介助の必要
性を認識したことと、ハード面の環境整備を行なったことが成果として表
れたと感じております。 
 

日付 行事予定 

8／2 そうめん流し 

9／6 こすもす荘夏まつり 

9／12 城北地区秋季スポーツ大会 

9／16 こすもす荘敬老祝賀会 

花見 

こすもす室内オリンピック 

城北地区養護老人ホーム 
春季スポーツ大会 

新 

紹介！！ 

見事 

 4月2日、こすもす荘はとても立派な桜の樹に囲まれ
ており、今年も満開の桜の下で花見会を行いました。 

花見弁当を食べながら、カラオケやレクレーションを楽
しみました。 

 6月24日、毎年梅雨のこの時期、憂鬱な気分を

吹き飛ばすよう、各棟対抗でレクレーションゲー
ムを楽しみました。サッカーワールドカップに負
けないような熱戦が繰り広げられました。 

5月9日、グラウンドゴルフ大会では、一人一人

がよいスコアを出し、優勝することが出来まし
た。昨年に引き続き二連覇達成です！！ 

今年度新たに開始したクラブです。 

女性はいつまでもお洒落をして、
綺麗でいたいものです 

 

     〒861-1331  
   熊本県菊池市 
      泗水町吉富2900  
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～支援やサービス向上の取り組みに関すること～ 

 

≪ 排泄ケアの取組みについて≫」 
【目的】 
排泄委員会を中心に、安全かつ自立を目指す排泄ケアの検討と向上を
図る事を目的とし取り組んでいます。 
①排泄状況の確認（排泄記録の作成） 
②オムツの適切な使用方法の勉強会の実施 
③一人ひとりにあった排泄支援の検討 
【取組み】 
 まず、個々の排泄状況を把握するために、水分摂取、夜間排泄の排
尿量の調査を行ないます。夜間の尿量測定を行うことで、個々の排泄用
品の見直しを行い、さらに夜間に安眠ができる環境をつくることで、日中
帯の活動にも積極参加されるようになりました。また、皮膚トラブルの低
減にも繋がっています。  
                            ふじのわ荘排泄委員会 
 

日付 行事予定 

7／31 そうめん流し 

8／17 亘区夏まつり 

9／11 敬老会 

9／12 秋季スポーツ大会 

９／２７ 納涼祭 

今年も、かわいいひかり保育園の
園児たちがふじのわ荘にやってき
てくれました。園児たちの元気いっ
ぱいのパワーをもらいました。 
来年も皆でまってるね♡ 

晴天の中、皆様が楽しみに
されていたグラウンドゴルフ
大会が開催されました。ふじ
のわ荘より７名の方が選手
で出場しましたが、惜しくも４
位でした。また来年優勝を
目指してがんばるぞ！！ 

皆様と一緒に演劇鑑賞
に行ってきました。美味
しいお弁当、歌やお芝
居を楽しまれ、大満足し
て帰られました。 

 

     〒861-1331  
    熊本県菊池市亘91  
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ページ ２２ 

■特集２「事業所対抗ミニバレー大会」 

 またミニバレーの季節
がやってきました。 
 選手宣誓に始まり 
体育館内の熱気が 
曇空を払いのける様で
した。 

中にはこんな 
面白コスチュームの方も！ 
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ページ ２３ 

■特集２「大津つつじ祭り剣道大会」 

ミニバレー大会優勝 

輝なっせチーム 

平成26年4月29日  

大津町で剣道大会が開催
され、菊愛会も参加しま
した。惜しくも予選リー
グ敗退となってしまいま
したが、いい汗を流すこ
とができました！ 



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 
地域の縁がわ彩り事業 

地域活動支援センターつどい 
日中一時支援事業 ふる～る 
地域ふれあいホーム つどいなっせ 

〒861-1324 
熊本県菊池市野間口488-13 

0968-36-9750 0968-36-9750 

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 
日中一時支援事業 

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 

療育相談支援事業 菊池地域療育センター輝なっせ 〒861-1331 
熊本県菊池市隈府110-4 

0968-25-7688 0968-25-7688 

子どもの健全育成支援事業 
【公益事業】 

熊本県自立支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ策定実施
推進事業 

〒861-1331 
熊本県菊池市隈府110-4 

0968-25-7688 0968-25-7688 

法人内託児所 りとる♡まむ 〒861-1331 
熊本県菊池市隈府469-10 2F 

0968-41-7050 0968-41-7020 

在宅支援事業部 

居宅介護・重度訪問介護・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 

相談支援事業部 

菊池圏域相談支援・指定特定相談・ 
指定一般相談・障害児相談支援事業 

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【公益事業】 
精神障がい者の社会的な居場所づく
り等支援事業【公益事業】 

熊本県自立支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ策定実施
推進事業 

〒861-1331 
熊本県菊池市隈府469-10 2F 

0968-41-7566 0968-41-7577 

国：雇用安定等事業【公益事業】 
県：生活支援等事業【公益事業】 

熊本県北部障害者就業・生活支援
センター がまだす 

〒861-1331 
熊本県菊池市隈府469-10 2F 

0968-25-1899 0968-25-6602 

生活困窮者自立促進支援モデル事業 
【公益事業】 

ソーシャルライフサポートセンター 〒861-1331 
熊本県菊池市隈府469-10 2F 

0968-41-7151 0968-41-7577 

地域生活支援事業部 

共同生活援助事業 地域生活支援事業所イズム 〒861-1331 
熊本県菊池市隈府315 

0968-41-4777 0968-41-4778 

共同生活援助事業 地域生活支援事業所あおぞら 〒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、ご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 ～  創刊号の発行から１年が経ちました。毎号毎号の発行にあたっては、多くの職員のご協力を頂いており、大変感謝しております。少し前の話になりま
すが、「広報誌発行を楽しみしており、毎号大切に保管しております。」といったハガキが届き、大変嬉しい想いを致しました。今後もより楽しみにして頂けるような充実した内容の

広報誌作りを行っていきます。                                             【 広報委員会 】： 佐藤秀実  冨田浩孝 久保博美 濱崎悠哲 稲田誉久 


