
VOL.6 

201４.10 

 『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。 

秋 号 

～社会福祉法人 菊愛会 広報誌～ 



 私には、好きな言葉がある。 

 ある集会の講和の中で、「丁称感微の法則」（丁寧・称賛・感謝・微笑）というのがあった。

その説明は、 『・どんな人にも丁寧に接する  

         ・人は自分の存在を認められ褒められて生きている  

         ・感謝の気持ちを持つ  

                 ・微笑むというのは人間にだけ与えられた表情である。』           

『相手の気持ちを変えることはなかなか難しい。しかし、自分自身を変えることは可能であ

る。自分が変われば、相手の対応も変わってゆくのだよ』、 と話された。どんな商品でも

お客さんは商品を見ているのではなく、一生懸命説明し話しているその人を見ているのだ、

ということだった。障がいのある、ないは関係なくこのことは言えると思う。 

 

 また、新聞のインタビューで地方の男性が、 「出来たしこですタイ！」と言われていた記

事が印象にある。「出来たしこ」というのは、適当にやるのではなく、「やるだけやってみる、

それでいいんだ」という意味だと私は思い、方言でもいい言葉だなと思った。「出来たしこ」

と思うと力が出てくるときがある。 

 誰しもいつ自分が障がいのある人になるかも知れないのである。地域において障がいの

ある人もない人も普通に会話し、笑顔が見られる生活ができるよう、「丁称感微の法則」

に沿った気持ちで、「出来たしこ」の行動をしていこうと思う。 

  

こ と ば 

地域生活支援部 課長 

尾脇 広定 
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■ごあいさつ 



 預り金担当部会は、預り金をお預かりしている事業所の預り金担当者６名で構成され
ています。 
 各事業所で発生する『預り金に対する問題点』について、事業所で統一した対応で解
決していこうと、マニュアル作成に取り組んでいます。 
 また、難題に遭遇した場合は緊急会議を開催して、頭をひねりながら全員で対応策を
考えています。 

 預り金の★スペシャリスト★を目指して行こうと頑張っています！！ 
  

平成26年7月17日に紫藤千子先生をお招きして、「成年後見制度」についての 
研修を開催しました。笑いを入れながら解りやすくお話ししていただきました。 
 
【構成メンバー】 山田 みゆき（サポートホームわらび）  山本 美和（こすもす荘） 
         森田 裕子（ふじのわ荘）          春田 隆（あおぞら） 
                   藤木 知子（イズム）            最上 麻衣子（あおぞら・イズム） 

 現在の将来構想委員会の取り組みとして 

  
① 法人マーク構成 
   ７月に各事業所に募集を募り、事業所・個人から多数のデザインが集まりました。 
  集まったデザインを各事業所にデータとして送り、職員一人一人に投票をして頂きました。 
  その結果を元に数点に絞り込んでいき、今後外部デザイナーを交え意見を聞きながら、 
  法人の顔となるマークですので、慎重かつ親しみやすいデザインに構成して行く予定です。 

  
② 法人からの地域資源提供 
   まだ、現時点で構成段階です。今後関係機関との協議を行っていき、 
  社会貢献・地域貢献への取り組みを検討しています。 
  

③ 将来構想委員会ビジョン 
   2016年～2020年の4年間でのビジョンを計画予定。 

菊愛会各委員会・各部会紹介 
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■委員会・部会 活動報告 

 菊愛会では各委員会・各部会を組織し、それぞれに活動や意見交換等の取り組みを行い、
より組織的にレベルアップを目指しているところです。それぞれの活動の取り組み・成果等を
紹介いたします。 

■ 預り金担当部会 

■ 将来構想委員会 



 
 第1回委員会：平成26年5月23日（金） 
        ▼平成26年度の活動及びアンケート集計結果について 
 

 第2回委員会：平成26年７月18日（金） 
        ▼アンケート集計結果に基づき各事業所で見えてきた課題 
 

         及び今後の取組みについての報告・発表（各事業所から） 
 第3回委員会：平成26年8月25日（月） 
        ▼平成26年度法人内虐待防止基礎研修の開催 
   講師：菊池市障がい者虐待防止センター センター長 後藤政己 氏 
        『事業所におけるご利用者の権利擁護と虐待防止について』 
 

 第4回委員会：平成26年9月19日（金） 
        ▼虐待項目から考えられる各事業所の事例について 
        （グループ討議） 

【目 的】 
我々、虐待防止委員会では福祉サービスを提供させて頂く側としての
資質向上、虐待への認識、虐待に関する法律や種別の理解、法人・各
事業所の虐待への捉え方等も含め、活動当初に法人全スタッフにアン
ケートを実施し現状を把握した上で、様々な広報・啓発活動を行い、
取り組みを推進して参ります。  

【委員会メンバー紹介】 
   委員長 出口邦弘（輝なっせ） 副委員長 上野義博（へるぷねっと）平山理恵（サポートホームわらび） 
   坂本真弓（ほほえみ）芹川拓郎（すまいる） 稲田貴大（輝なっせ） 伊豫 歩（つどい）赤星宗昌（か 
   もん・ゆ～す） 甲斐裕基（相談） 松永里佳（清流荘）小林拓麻（あおぞら） 森田里恵（こすもす荘） 
   内田哲郎（がまだす）迫 左枝（イズム） 最上麻衣子（電算室） 永田智博（委員会事務局ふじのわ荘） 
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苦情解決受付書・報告書がなかった事業所も
ありました。今後、「苦情」についての対応
や、考え方について委員を中心に法人全体で
考えて行こうと思います 

 
８月１９日  第４回会議： 苦情解決受付書・報告書の見直しについて 
              苦情解決の捉え方について 

法人内虐待防止基礎研修 

私たち苦情解決委員会は、会議の開催を２カ月に１回定期的に実施しています。 
これまでの会議の中で、法人内にある各事業所の苦情解決についての捉え方・
苦情受付書や「苦情解決」様式など統一した方が良いのではないか？という意
見が多数だった事から各事業所の委員とサービス管理責任者・サービス提供責
任者を中心に作成中です。 

見直しの成果として 

会議の内容 

【委員会の実施内容】 

■虐待防止委員会 

■ 苦情解決委員会 

■委員会・部会 活動報告 



     
                  
 
 
 

                 ＊里芋の白味噌のポタージュ（２人分） 
                  ・里芋    ３個     ・ 白味噌   大さじ1.5 
                  ・白ねぎ   １本     ・ 塩 
                  ・だし汁   ２００ｍｌ  ・サラダ油  大さじ２分の１ 
                  ・無調整豆乳 ２００ｍｌ  ・刻みネギ  適量 
 
                ①里芋は皮をむき１ｃｍ幅に切る。白ねぎは斜め薄切りにする。 
                  油を入れ白ねぎをしんなりするまで炒める 
                ②里芋 出し汁を加え里芋が柔らかくなったらミキサーに豆乳、 
                  白味噌と共に入れ、なめらかくなるまでかくはんする 
                ③鍋に戻し入れ塩で味を調える 最後に刻みネギを散らす。 
                 

 ＊ピリ辛秋刀魚（２人分） 
 ・秋刀魚  2匹    ・醤油  大さじ２  ・酢    小さじ１ 
 ・片栗粉  適量   ・砂糖  大さじ２  ・豆板醤  小さじ１ 
 ・油    大さじ２ ・酒   大さじ２  ・ねぎ   
 ・みりん  大さじ１ ・鷹の爪 
      ①秋刀魚は開いて片栗粉をまぶし油でこんがりと焼く 
      ②焼いた秋刀魚にたれをからませる  

 朝夕が肌寒く感じるようになり、やっと秋を感じる気候になってきましたが、お変わり

なくお過ごしですか？過ごしやすい季節ではありますが、心身ともに体調をくずしやす

い季節でもあります。職員の方々も体調をくずされませんようご注意ください。 

 さて、委員会の活動としてですが、これからの時期は特に、インフルエンザ、ノロウ

イルスなどの感染症の流行に備えて、感染症対策の強化が必要です。 

    

そして、もし感染者が出てしまった場合、他の事業所への情報の提供、交流や出入りの

制限などを行い、感染拡大を最小限にとどめるための対策をとらなければなりません。 

 医務担当部会では、感染症情報の発信と予防対策の呼びかけなどを行っていき、全事

業所の感染対策の強化に努めていきたいと思います。   

■ 医務担当部会 
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食事担当部会は１０月に「私のおすすめメニュー」と題して献立の
交換会を予定しています。                   
メニューの交換をして献立のマンネリ化を解消できたらと考えます。 
秋のメニューを２点ご紹介します。  

■ 食事担当部会 
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■委員会・部会 活動報告 

■ 福利厚生部会 

■ 研修企画委員会 

研修企画委員会発足し、半年がたちました。 
 
この半年間で、法人内でどのような内容の研修を行ったがよいのか、職員の皆さんが必
要としている研修はどのようなものなのか等を考えていき、ある程度研修の内容が出来
上がりつつあります。 
 

今後は、 の勉強会を中心として、研修の
具体的な内容を詰めていこうと考えています。サービス形体や報酬の仕組み等を法人内
の職員の方々に勉強して頂き、さらには法人内他事業所との連携を取れるようになって

頂き、 へと繋がることを目的に考えています。 
 
それと、研修企画委員会として、 

をお手伝いをさせていただきます。 
 
各事業所などの研修等にお手伝いが必要な所は、気軽に声をかけてください。 
 
一生懸命にお手伝いさせて頂きます！ 

今後の予定  10月２５日（土） 「七城ウォークラリー」 

 
法人内職員の相互の親睦と、事業所間のコミュニケーションを図ることを目的とし、 

を平成26年9月19日（金）に行いました。 
 

ボウリングを通じて、職員の方々の意外な一面を垣間見ることができ、 

事業所内の職員の親睦とチームワークを向上することができたと思います。 
 

また、普段はなかなかお話することのできない法人内他事業所の職員の方々と 

コミュニケーションが取れ、とても有意義な時間を提供することができたと思います。 
 

初めての企画でしたが、参加人数９１名・20チームと、多くの菊愛会職員の方々に 
参加して頂き盛大に開催する事が出来ました。 



天気はあいにくの雨でしたが職員
の熱意はとても熱く開会のあいさ

つと共に事業所対抗ガチンコボウ
リング大会が開かれました 

勝敗は2ゲームを行い
平均アベレージの一番
高い事業所が優勝です 

厳かに閉会式が行われ優勝は
あおぞらチームでした！ 
おめでとうございます 
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■特集～各事業所納涼祭 

9月6日こすもす荘納涼祭 

9月28日ふじのわ荘納涼祭 9月14日あおぞらビアガーデン 

9月13日サポートホームわらび納涼祭 

地域の皆さんをご招待してのイベ
ントです。地域交流を深めるため、
ふれあいの場を創りました。 

たくさんの地域の皆様、ご家族、
ボランティアに参加いただき、盛
大に開催いたしました。 

菊池農高吹奏楽部 様 

合志市ひょっ
とこ愛好会様 

フラダンス 
野田施設長も(笑) 

8月にビアガーデンとして開催し

ておりましたこのお祭りも、今年
度より9月に納涼祭として行いま

した。カラオケや職員の出し物で
大変盛り上がり、楽しい時間を過
ごしました。 

ご家族、ボランティアの方々をはじ
め、たくさんの来場者があり、大成
功のうちに終えることができました。
「地域のお祭り」として定着しつつ
あります。 

ご家族と・・・ 
皆さんいい笑顔です 

藤崎宮秋の例大祭の飾り馬
「同心会」の皆さんに来てい
ただきました。 

夜には花火をしました。 

バナナの叩き売り 

職員出し物「上田工務店」 

フラダンス 

総踊り「火の国太鼓」 
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日付 行事予定 

10月13日 親善スポーツ大会 

11月8日  ナイスハート 

11月 寿司の日 

12月 クリスマスバイキング 

望年会 

【虐待防止についての取り組みに関する事】 
①各スタッフの虐待に対する意識の確認を目的とした 

「チェックシート」を実施（月１回提出）個別での悩みや相談、少しでも
気になっている事なども記入してもらうよう呼びかけている。 

②チェック項目を意識しながら、日常業務にあたっているが、 
完全に改善出来ている現状ではない為今後も毎月確認 
を行い、全員で意識を高め取り組んでいく。 

 

〒861-1682    
熊本県菊池市重味2380-7 



日付 行事予定 

１０月 ハロウィンパーティー 

１１月 紅葉見学 

１２月 あおぞら望年会 

清流荘にて、保護者を交え
て行います。 
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〒861-1324    
熊本県菊池市野間口488-13 
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平成26年7月２６日 
   土曜日 
 そーめん日和！！ 
 
 はしでつかむのが 
 むずい・・・ 

毎月全支援員へ虐待に関するアンケートを
行っています。虐待防止の担当者は、毎月
支援者会議の前日までにアンケートを取りま
とめ一番改善を求められる項目を毎日朝礼
にて唱和することを実行しています。 

唱和する事で虐待に関する意識付けの強化
を行います。 

流れるそーめんをたくさん食べました。
暑い日にはこれが一番美味しい・・・ 

平成26年9月14日 日曜日 
あおぞら ビアガーデン 

今年も同心会の方々が来て下
さいました。 

「虐待防止への取り組み」 

昼は、かき氷を食べながら「馬追」と「藤崎宮秋の例大祭」を楽しみました。 
夕方より地域の方々を交えてBBQ・ビアガーデンさらに、夜は、花火です。 
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■事業所行事・活動紹介 

～ 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。 

 
 

〒861-1306  
熊本県菊池市大琳寺288-2 

日付 行事予定 

10月 運動会 

11月 調理実習 

12月 クリスマス会 

７月５日(土) 
菊池市総合体育館にて「第５回菊池・阿蘇ブロック きらめき大
会」が開催されました。各種目(パン食い競争・玉入れ・ボール
リレー・施設対抗リレー・)皆さん、楽しそうに参加されました。
大津太鼓や専修大学玉名高等学校吹奏楽部の演奏など、楽しい催
しが盛りだくさんの大会となり、準備運動から競技、応援まで皆
さん一生懸命に参加されました。 

かき氷作り 

すまいる誕生日会 

今号のテーマ：「虐待防止についての取り組みに関する事」 
１．具体的な取り組みや実践内容 
  生活介護事業所すまいるでは、毎月行う虐待防止チェックシートはもちろん、「利用者の満足度アップのための統一した支援の展開と不適切
な支援の防止について」と題し、日々支援していく中で挙げられる問題点や現状・課題について議論しています。すまいるでは基本的虐待(身体的
虐待・性的虐待・心理的虐待・放置、放棄・経済的虐待)以外で、気付かない内に支援者側がしているのではないか・・・という意見を出し合い、
特に「身体拘束」について議論、取りまとめを行いました。 

切迫性 利用者本人又は、他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。 

非代替性 身体拘束、その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。 

一時性 身体拘束、その他の行動制限が一時的であること。 

２．協議による決定・統一事項 
 ●基本的考えとして、緊急やむを得ない状況をつくらない。   ●冷静第一 
 ●周りの職員のバックアップ体制(ヘルプ)の強化(複数の職員がバックアップに入る。場合によっては状況が好転する。) 
 ●安心安全な支援の展開(爪を伸ばさない、引っかかるような物を身に着けない等。)   ●同性支援の徹底 
 ●情報の共有と伝達(事業所内外における正確な情報の伝達と共有、対処の「成功例・失敗例」) 
 ●不測の事態の想定(予想外の行動やトラブルに対していついかなる時でも心理面での準備や予測を怠らない) 
 ●支援者協議の徹底  
 ●利用者さんの特性や行動の把握(パニック、癲癇、こだわり等利用者個々の特性や行動を熟知する。) 
 ●トラブルの未然防止に努める   ●行動分析を行う。 
 ●緊急時の対処(緊急の際、まずは危険回避、安全確保し、身体生命を最優先させる。危険の要因から遠ざける) 

８月２９日(金曜日） 
夏の風物詩として「かき氷作り」を行いました。利用者の皆
さんは自由に好きなトッピングをされ、楽しまれていました。
普段、あまりない機会でしたので良い気分転換になりました。 

９月１９日(金曜日) 
「すまいる誕生日会」を行いました。利用者さんの誕生日を祝い喜んで頂き、今後の活力にして
頂こうと思い開催しました。今回は４月～９月生まれの方(対象者：１１名)をお祝いしました。
ハッピバースデーソングを歌う時には、手作りした楽器(カスタネット・太鼓・マラカス)を演奏
され、特大ケーキにジュースなどとても美味しく頂きました。 

≪やむを得ず身体拘束を行う場合の３要件≫ 

３．まとめ 
日々支援していく中で挙げられる問題点や現状・課題(成功例・失敗例)などを共有し合い、生命に危険を及
ぼすような緊急の際、まずは危険回避・安全確保を最優先し、いつなんどき、いかなる場合でも支援者本人
(自分)が一番冷静で且つ迅速な判断や行動(支援)を行い、支援能力の向上・気づき・配慮により緊急やむを
得ない事態を未然に防ぐ事で身体拘束や抑制といった利用者へも支援員へも負担のかかる事を廃除できるよ
う努めています。 
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■事業所行事・活動紹介 

日付 行事予定 

10月22日 動植物園散策 

11月 みかん狩り 

12月 
望年会        
門松作り 

～ 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 

７月２日（水） 
利用者の方々が、自分たちの願いを込めながら笹竹に
飾り付けを行なわれました。 

７月３０日（水） 
そうめんを掴むのに苦戦しながらも
一所懸命箸を伸ばし、美味しそうに
食べられていました。 

９月１７日（水） 
地域の老人会の方々をご招待して敬老会を開催しました。 
演歌体操や踊り、昼食を一緒に行ない、交流を深めること
が出来ました。 

１．取組み 
 ★チェックリスト（月会議）の活用 
  ～個々の反省点を職員全員で話し合い、改善に繋げる。 
 ★職員の落ち着いた対応を心がける 
  ～余計な言葉・刺激になるような言葉を避けて話したり、複数での 
   対応を心がける。 
２．成果 
 ★突発的な行為がある利用者さんについては、予測ができないことが 
  多い為パーテイションを利用する事（刺激を避ける為）で暴言・暴力 
  がやや減ったと思われる。 
３．課題 
 ★丁寧な言葉遣いであっても、語尾が命令口調で聞かれることがある。 
 ★支援者としての専門性の確保。 

今号のテーマ：「虐待防止についての取り組みに関すること」 

行 事 ・ 活 動 紹 介 
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■事業所行事・活動紹介 

日付 行事予定 

１０月 りんご狩り 

１１月 ナイスハート参加 

１２月 クリスマス会、望年会 

   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。 

 
 

〒861-1324  
熊本県菊池市隈府488-13 

『虐待防止についての取り組みに関すること』 
 
 虐待防止委員会に配属しているので、研修会や２ヶ月に１度行
われている会議に参加させていただいてます。月に一度、虐待防
止のアンケートを取り、反省や改善点を出し今後も虐待がないよ
う、支援していきます。また、「虐待なのでは??」と言える環境
を作っていくことを目標としています。 

行 事 ・ 活 動 紹 介 

第５回菊池・阿蘇ブロック きらめき大会に参加しました。 
参加する競技に一生懸命に取り組み、良い汗を流しました♪ 
また、応援も頑張り、お友達が１位を取った時などは 
大きな歓声があがりました☆ 

毎年恒例の「高森湧水トンネル」へ今年も行ってきました。 
トンネル内はとても涼しく、リラックスできました。 
また、来年も行きましょうね♪ 

阿蘇ミルク牧場に行ってきました。 
牧場内にいる牛、馬、犬など色んな
動物と触れ合うことができました。 
皆さん最初は動物たちに触れるのに
少し緊張されている様子でしたが、
徐々に慣れはじめ、とても楽しまれ
ていました。 



 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！ 
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■事業所行事・活動紹介 

コミュニティはうす明日  
 

〒861-1331  
熊本県菊池市隈府469-10 

～ 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 

８月末時点での支援修了者は、就労意欲喚起事業が11名、精神障がい者の社会的な居場所づくり等支援事業
が３名です。新規は２事業共に各1名が選定されています。徐々に修了者の方が多くなっています。そのよう
な中、昨年度は選定がなかった福祉事務所から3名依頼を頂くことが出来ました。常に、支援員が対象者の希
望と必要な支援を考えることで、今まで動きがなかった方が一歩前へ踏み出されるきっかけを作りだしてい
ると自負しています。また、隔月で共同体との会議を行ない、事例検討を行い連携をとっています。 

生活困窮者モデル事業において国の養成研修が始まりました。全国のモデル事業実施自治体より主任相談支援員、
相談支援員、就労支援員の担当がそれぞれ東京、横浜で前期、後期の合わせて６日間の研修を受けます。今後も相
談支援員のスキルアップを目指し来年度に向けて業務に従事していきたいと思っています。 

県北ブロック 
菊池・阿蘇・山鹿 
荒尾・玉名 

県南ブロック 県央ブロック 熊本市 

相談支援専門員として、生活していく上で支援を必要とする方の地域生活の充実を
図るため、相談支援の資質向上及び地域のネットワーク構築を目的としています。 

平成２６年９月２９日に各地域より５０名の相談員
が集まり研修会が行われました。愛隣館相談支援事
業所の伊藤氏より相談支援の基本プロセスの講演が
あり、支援について再確認しました。グループワー
クでは、相談員が日頃の業務で困っていることを出
し合い、その対応について考え、意見交換をしまし
た。新たな気づきを得ることができ、今後の業務に
役立てていこうと思います。 

熊本県障がい者相談支援事業連絡協議会 
県北ブロック研修会開催 

今号のテーマ：虐待防止についての取り組みに関すること 
日頃、福祉サービス事業所、利用者の方の自宅に訪問をして業務を行なっています。訪問や電話相談を行ない困り感や悩みが出た時には、
サービス提供事業所と支援についての協議を行ない、利用者の方が楽しく、その人らしい生活につなげていくことができるよう努めています。
相談員が定期的に各関係機関へ出入りすることで、予防と虐待防止についての啓発につながるのではと思います。 

[ 菊池市障がい者虐待防止センター ] 
  菊池市より委託を受け、「コミュニティはうす明日」内に設置しています！ 
  ～ 内 容 ～ 
  ①障がい者虐待の通報及び届出の受理  ②虐待防止及び虐待を受けた障がい者の保護のための相談 
  ③虐待の防止に関する広報その他の啓発活動 

熊本県障がい者相談支援事業連絡協議会 



～就労移行支援事業とは～   
 知識・能力の向上、職場探し等を通じて適性にあった職場への就労が見込まれる65歳未満の人に対して、 
 事業所内での作業訓練や職場実習、就職後の職場定着支援などを行う 

～就労継続支援Ｂ型事業とは～  
 雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供、 
 その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援事業（非雇用型） 

～就労継続支援Ａ型事業とは～    
 企業などで就労することが困難な障害者に、雇用契約に基づく就労の機会を提供する、就労継続 
 支援事業。事業所での作業を通じて、知識・能力の向上を図り、一般就労に向けた支援を行う。就労継続支援（雇用型） 

 

   

清 流 荘 
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■事業所行事・活動紹介 

日付 行事予定 

10月 稲刈り 

11月 から芋堀り 

  〒861-1331  
熊本県菊池市隈府1587-17 

 

  〒861-1331  
熊本県菊池市隈府469-10 

 

 

 

今回は、別館の貸切家族風呂「湯の倉」を紹介します。 
木々に囲まれた落ち着きのある風景はそのままに、 
ひのき風呂 岩風呂 石風呂とご用意させて 
いただいています。 

水の音、木の音、虫の声、自然を感じとり
ながらおくつろぎください 

営業時間 午前10時～午後11時（最終受付） 

一室 1,300円 

毎回、温泉のお湯は入れ替えております 

「虐待防止についての取り組みに関する事」 

 お互いを尊重し、報告等を徹底 
利用者との意志疎通をしっかりと行う 

「虐待防止についての取り組みに関する事」             
 作業前の事前説明の徹底 

 利用者があたる作業が毎回一定ではなく変化するため特別な作業にあ
たる際にしっかりと説明を行い理解度を図ってから進めるようにする（手順
書、口頭だけでの指示を行わない） 

 毎朝の朝礼の際に宣言書を読むことで虐待に対する意識を確認し忘れ
ないようにする 

よりよい支援を行えるよう原
点に返り、手順書を見直すこ
とにしました。複雑になって
いく作業を細分化しわかりや
すくなるようにしました。 

ノート型ホワイトボードの活用 

 いつでもどこでも作業の手順等を説
明できるように新たに導入しました 

余暇活動で焼き肉の食べ放題に
行ってきました。食べ放題に初め
て行かれる利用者も多かった為 
皆さんとても楽しそうにしていま
した 



障害者就労・生活支援センター 障害者の職業的自立を図るために、地域の関係機関と 
連携しながら、就職に向けた準備や職場に適応・定着するための支援、日常生活や地域生活に 
関する助言などを行う施設  
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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 
 

日付 行事予定 

１１月 鹿本地域就業支援
ネットワーク会議 

 

１２月 菊池地域就業支援
ネットワーク会議 

☆平成２６年度在職者交流会（えがおの会）☆ 
 
９月２１日(日)桜の馬場城彩苑内の多目的交流施設にて、熊
本県内在住の方で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。 
障害者就業・生活支援センターは県内に６か所あり、スタッ
フを含め６１名の参加がありました。 

今回は、他センターの方との交流と社会見学を目的とし、自己紹介
・会食を終え、熊本城と城彩苑内の見学を行ないました。 
訪れる機会がないため、みなさん興味津々な姿が見られました。 
「また明日からも仕事がんばるぞ！」と仕事に対しての意欲も高ま
り、よい気分転換になったようです。 

  「虐待防止についての取り組みに関する事」             
             
企業と在職者・求職者との橋渡し役の就業・生活支援センターとし
ては、双方に周知が必要ですが、どういうことが虐待にあたるのか
理解しやすく伝えることが重要で、企業と障がいのある方どちらも
過敏になり仕事に対して影響がないようにしなければいけません。
今後新たに障がい者雇用を始められる企業も増加する可能性が
ある為、お互いが仕事しやすい環境・関係を築くためにも「わかり
やすく」を意識してつたえていければと考えています。 

ページ １5 



グループホーム 病気や障害などで生活に困難を抱えた人達が、専門スタッフ等の 
援助を受けながら、小人数、一般の住宅で生活する社会的介護の形態のこと 

菊愛会広報誌 ＶＯＬ.６  平成26年秋号 
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■事業所行事・活動紹介 

 

  〒861-1331  
熊本県菊池市隈府315  

9月に『サポートハウス明星学園』と
『大江学園』でフットベースボールの
練習試合をしました。日頃なかなか会
う事のない方々と交流することができ
て楽しかったです！！ 
   その後のキャンプでは、ＢＢＱ 
   で盛り上がりました☆☆☆ 
   明星学園のスタッフのみなさん 
   大変お世話になりました。 
 

行 事 予 定 

10月  
熊本県親善スポーツ大会 

11月  
第１回 イズム鍋会 

12月  
日帰り旅行（予定） 

テーマ：「虐待防止についての取組みに関すること」 

1）実践の内容 
  ⇒スタッフ及び世話人へ虐待に対しての意
識を高める為に、“虐待防止チェックシート”
を配布。   
    2）成果と課題 

  ⇒定期的にシートを配布することで、少し
ずつではあるがスタッフも世話人も虐待防止を
意識しながら業務を行えることが出来ている。    
    



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） 

ページ １7 

日付 支援予定 

10月 鹿児島水族館    
雲仙みかどホテル宿泊 

11月 芝居見学 

12月 EXILEコンサートバス
ツアー 

 

     〒861-1331  
   熊本県菊池市 
      隈府494-16 ２F 
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 へるぷねっとでは、定期的にスタッフ会議を行い、月毎に 
起こった事、注意事項など情報の共有を行っています。 
 また、職員一人一人が利用者に対して丁寧に対応する 
よう意識を持って支援を行っています。 
 今後は、事業所における虐待防止のチェックリストを作成 

し、毎月確認することにおいて今後も虐待の無いよう、意識
付けを行って行きます。 

虐待防止についての取り組みに関して 

みんなソフトバンク
ホークスのファンで、
応援に熱が入ってい
ました。 

動物との触れ
合い、とても楽
しいです。 



    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 
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日付 行事予定       

10月11日 輝なっせフォーラム 

11月 1日 
11月 8日 

りとる・まむ遠足 
リンクデイ（放課後） 

12月 6日 心温の日（放課後） 

 

     〒861-1331  
   熊本県菊池市隈府110-4 
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「虐待防止についての取り組みに関すること」 

菊池消防署へ見学、体験に行きました！ 
救急車、消防車、はしご車に乗ったり、防
火服を着て放水体験もさせていただきま
した。 
 間近で見る消防車や消防士の皆さんに
子ども達も興味津々で、次から次に質問
が耐えませんでした。 
見学の途中、隊員の皆さんが出動される
事もあり、電話がかかってから出動までの

準備を間近で見て 「がんばって～!!」
と見送りまで出来ました。みんな良い思い
出になったようです。 

１）◆虐待に関するアンケート実施（月１回） 
     →（目的）虐待に対しての意識向上。 
  ◆ポスター等の掲示物での啓発を行う。 
     →（目的）来所される方々にも虐待についての啓発に繋げること 
２）◆虐待について日々耳にするようになり、意識はできている。 
  ◆ アンケートを実施しているが回答の回収率が低く虐待に対する危機不足を感じる。 
     →（改善）ミーティング時、その場で書いてもらい回収率を高め危機意識を高める。           
 
   結果をもとに、事業所での課題等を把握する。 
    研修等に参加した方に、研修の報告をミーティングで実施する。  



こすもす荘ではさまざまな行事を行い、
季節感を味わっていただいています。
「夏」といえばソーメン流しとすいか割り
ですよね！ 

9月6日こすもす荘納涼祭 

■事業所行事・活動紹介 
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日付 行事予定 

10/ 
16・２３ 

秋の一日旅行(1班・2班） 

10/ 
24～26 

泗水文化祭出展 

11/7 収穫祭 

11/11 城北地区演芸交歓会 

12/ クリスマス会＆忘年会 

 

    〒861-1201  

   熊本県菊池市 
    泗水町吉富2900  

菊愛会広報誌 ＶＯＬ.６  平成26年秋号 

～養護老人ホームとは～ 
65歳以上の方であって、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な方を市町村が措置する老人福祉施設です。利用者を養
護するとともに利用者が自立した日常生活を営み、社会活動に参加するために必要な指導及びその訓練その他の援助を行うことを目的としています。 

ソ
ー
メ
ン
流
し 

たくさんの地域の方々、ボラン
ティア、ご家族に来ていただきま
した。途中雨が降りましたが、最
後まで盛大に行うことができまし
た。 

9月12日城北地区養護老人ホーム 
     秋季スポーツ大会 

9月16日こすもす荘敬老祝賀会 

それぞれの節目を迎えられた8名の方々と共に、こ

すもす荘のみなさんのご長寿をお祝いいたしました。
100歳をお迎えになられた方には、内閣総理大臣
より立派な表彰状が届きました。 

す
い
か
割
り 

「虐待防止についての取り組みに関する事」 
 これまでの取り組みとして、「こすもす荘虐待防止マニュアル」の説明・周
知。また、会議室にそれに関するポスターを掲示。各研修会への参加等行
い、意識付けを行ってきました。今年度より、毎月の職員会議において、ア
ンケート結果の検証や虐待ではないかと考えられるような事例を集め情報
共有し、禁止行為か否かを判断するなどを議題として取り上げ、スタッフ各
自が虐待防止意識を持つことの徹底を図っているところです。 

 【今後の取り組み目標として】 

①チェックシートの記入をすることで、虐待に対しての意識の啓発、向上、
事業所内での課題や不安を見つけ解消していく。 

②支援者が相談できる場所の設置。小さなことでも言い合えるような雰囲
気づくりを行い、早期発見・早期解決につなげる。 

大津町総合体育館で行われた
大会では、玉入れや輪投げな
どの競技が行われ、準優勝と
いう成績でした。 
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日付 行事予定 

10/ 亘区子供神輿 

10/12 消防団神輿 

10/30 一日旅行 

11/11 収穫祭（芋ほり） 

11/11 演芸大会 

     〒861-1308 
    熊本県菊池市亘91  

■事業所行事・活動紹介 菊愛会広報誌 ＶＯＬ.６  平成26年秋号 

浮気性な彦星様と
織姫様の逢瀬です
☆彦星様にお願い
をする御利用者
様・・・叶うとい
いですね。 

練習を積み重ねた火の
国太鼓を披露されまし
た！その後は地域の
方々に交じってお祭り         
を楽しまれました^o^ 

スポーツ大会に参加しま
した！玉入れ・わなげ・
ピンポン玉リレー・菊花
賞・ふわふわバレーと、
日頃の練習の成果を発揮
され、見事優勝する事が
できました！！ 

米寿・古希２名・卒寿
３名・最高齢者と９月
の誕生者のお祝いをし
ました！出し物や豪華
な料理に舌鼓を打ち、
楽しまれました。 

う
ま
か
～
☆

 

 
 

虐待防止についての取り組みに関すること 
 『高齢者虐待』を考えるときに顕在化したケース以外に３つの視点
として意図的虐待と非意図的虐待、それから不適切なケアがあります。 
 不適切なケアを底辺と考える時に、それを放置されることで蓄積・
エスカレートする状況があると思います。 
 ふじのわ荘での今年度の取り組みとして『虐待の芽』を摘むヒヤ
リ・ハット報告や日頃からスタッフ間で虐待に関する法律や不適切な
ケア等について話し合うことで高齢者虐待全般に対する『意識付け』
を行い介護ではなく快護(心地よいケア)を提供出来る様、取り組んで
います。 

12/25 クリスマス会 

12/26 もちつき 

～養護老人ホームとは～ 
65歳以上の方であって、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な方を市町村が措置する老人福祉施設です。利用者を養
護するとともに利用者が自立した日常生活を営み、社会活動に参加するために必要な指導及びその訓練その他の援助を行うことを目的としています。 
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■事業所行事・活動紹介 

日付 行事予定 

10/3 介護保険制度改正にかかる事業所
説明会 

10/10 菊池支部 介護支援専門員勉強会 

10/30 介護保険推進全国サミットin
くまもと 

日付 行事予定 

10/3 介護保険制度改正にかかる事業所説明会 

10/10 菊池支部 介護支援専門員勉強会 

10/30 介護保険推進全国サミットinくまもと 

 

  〒861-1305  
熊本県菊池市北宮 
     字北田337-6 

 

  〒861-1305  
熊本県菊池市北宮 
     字北田337-6 

 

 

～居宅介護支援事業とは～ 
介護支援専門員（ケアマネジャー）が介護保険についての相談や要介護認定等の代行申請、介護給付を受けている方の居宅介護サービス計画（ケア
プラン）等を利用者の希望・心身の状況・家族関係に適応し、本人及び家族と共に相談・決定する方向で適正に作成し、自立した生活が送れるよう
支援いたします。 

～訪問介護事業とは～ 
要支援・要介護状態になった場合においても、その利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じて自立した生活を営むことができ
るよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行ないます。 

「虐待防止についての取り組みに関すること」 
１）具体的取り組みや実践の内容 

毎月の訪問を通して、ご利用者様の話を聞き変化がないか十分な観察と利用事務所へも気
になる事等は報告と観察をお願いしています。利用事務所との毎月の情報交換は必ず行え
るように居宅介護支援事業所ゆめぷらんでは、利用提供票はＦＡＸは使用せず出向くことにし
ています。 
２）成果と課題 

ゆめぷらんの事例では、虐待ではなかったのですが、訪問販売による高額な買い物を利用
者様が購入したかもしれないということがありました。この事例は、毎日訪問するヘルパーさ
んからの情報提供でした。ご家族や関係事業所との連携をとって、今後はランダムに訪問し
ていき、早期発見し被害を未然に防ぐような取り組みに努めていきます。 

今回のテーマ「虐待防止についての取り組みに関すること」 

在宅利用者様と関わりが深いほど会話等の中で「元気がない」「イ
ライラされている」等感じやすいものです。ご要望を傾聴すること
でご利用者様の身の上に何が起こったのかが分かります。また身
体上の打撲等を発見した場合は、ご利用者様に確認し、速やかに
ケアマネ等と連携し、事故防止、リスクマネジメントに努めていき
ます。 

モニタリング訪問 

お気軽にご相談
ください 

ボランティアで納
涼祭での食事介
助を行いました。 

家事援助の状況 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12uua90bc/EXP=1371396700;_ylt=A3JuNILbiLxR5EMABg2U3uV7;_ylu=X3oDMTBiaGxjcmduBHZ0aWQDanBjMDAy/*-http:/www.oka-hospital.com/user_data/upload/Image/%E9%A2%A8%E5%91%822.jpg


 今年7月に兵庫県神戸市で開催された『全国グループホーム等研修会』で 
当事業所の実践報告をしました。 
 菊愛会にはグループホーム事業所が2箇所あり、今回それぞれの事業所が 
日々実践してること、1番大切にしていることをメインに資料を作っていき 
ました。 
 ポイントは入居者の充実した生活とは？重度の障がいがあり地域の中に 
出ていくのが難しいのでは？それを可能にするサービス内容と実践報告です。 

 まずはイズム…比較的軽度の障がいをもつ方々が入居しており、自分の意志を言葉で伝え 
『自分らしく 自分で決める』生活を“まいＬｉｆｅ”という言葉をキーワードに★自己選択  
自己決定★のあたりまえを話しました。 
 次にあおぞら…平均支援区分5.85と重度の障がいをもつ方々が入居されており、自分の意 
志を伝える事が難しい方に対し、いかに入居者の方々が『豊かに生活を送ることが出来るか』 
をキーワードに行政へのアプローチやサービス利用前後の結果を話しました。 

 現場にいるスタッフ“あるある”として「限られた職員配置の中で、入居者への個別対応する 
時間がとれない…」この“あるある”には皆さん「そう×②」とうなずかれることだと思います。 
 ここで重要な事は、グループホーム事業所だけで入居者の全てのサポートをしようとせず、外部 
のサービス（移動支援、通院等介助等）を活用する柔軟性を持つということ、そして日中系事業所 
利用も法人内外問わず、本人の希望や障がい特性にマッチした事業所を利用することで、入居者が 
「自分で選んで、決めた！！！」という実感…すなわち『自分らしく 自分で決めた暮らし』の一歩 
を踏み出せるのではないでしょうか。  

 今回このような機会をいただき、私達の伝えたかった思いとして、入居者1人1人が『私は 
こう生きたかった』と感じてもらえるよう現場のスタッフは悩み、“何”が“今”その人に必 
要なのか、そして将来を考えることが大切だということを研修会に参加した人に伝われば、こ 
の実践報告は大成功☆☆☆…と思いたいです（笑） 

研修会の実践報告を終えて… 

地域生活支援事業部   

新人職員紹介（７月～９月採用） 

在宅支援センターへるぷねっと 

サポートホームわらび 地域生活支援事業あおぞら 

生活介護事業所すまいる 

緒方慶子 
（H元 年11 月4 日生） 
趣味：カラオケ・ドライブ 
 

笑顔で頑張りたいと思い
ます。 

在宅支援センターへるぷねっと 

吉安美希 
（H5 年12 月8 日生） 
趣味 ： 音楽、DVD鑑賞 
                 ドライブ 
仕事に早く慣れ、 
一生懸命頑張っていこうと 
思います。 

糸岡沙紀 
（H6 年1 月6 日生） 
趣味：体を動かすこと 
 
日々勉強しながら 

楽しく仕事をしていき
たいと思います。 

渡辺範子          
（S40 年9 月4 日生） 

趣味 ： 韓国旅行・国内旅行 

温かい職場に感謝しつつ、少しで
も役に立てるよう気を配り、日々
努力していきたいと思います。 

原 まさ子          
（S34 年5 月26 日生） 

趣味 ： カラオケ 

いつも笑顔を心がけています。
少しでも利用者の方と仲よくな
りたいと思っています。 
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あおぞら 春田 隆 
イ ズ ム  藤木知子 



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 ～  今回の広報誌は、“夏”のテーマで作成しました。各事業所で行われるイベントは盛大に実施され、参加されていた
皆さんは、にこやかに楽しまれていました。無事終了する事ができ、スタッフの皆さんに感謝いたします。お疲れ様でした！！                          

                                                                 【 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 


