
  

 『ぽっとまむ』とは・・・ 
  鉢植えの菊の花を意味します。菊愛会の各事業所を菊の花びらに例え、花びら一枚一枚が 
  寄り添い、重なり合い、凛と咲き誇る菊の花のようにとの想いを込めています。 
  ぽっとまむは、菊愛会の「感・共・和」を伝える広報誌です。 



 昨年は多くの方々との出会いをさせていただきました。感謝、感動、感激の
充実した一年間を過ごすことができ社会福祉法人としての生きがいをいただき
ましたことに心より御礼申し上げます。 
  

 ２０１５年の新しい年を迎え、障害者福祉制度や老人福祉・介護保険制度等
更に児童福祉制度、生活保護制度、そして４月施行の生活困窮者支援法実施
等々、当法人が担う事業に対して粉骨砕身の努力を継続していく次第ですが、
制度の変化が目まぐるしい状況の中「利用者・家族」の不安を取り除くための
説明責任をしなければなりません。人は生まれ育ち人生をどこで暮らすかとい
うライフステージをいろいろな環境条件で設定するための選択をし、決定する
ツールとして用いることが必要だからと考えています。 
  

 最近「家族」とはなんだろうと首をかしげることが多くなりました。本人の
ためにアセスメントをしてモニタリングにより進めて行くことが必要とは分
かっていても、障害者基礎年金取得により家族と生活を共にするようになり雇
用もやめたとか、就職して給与が入れば家族が面会に来て・・・全ての家族と
は言いませんが、その目的が本人の為になればいいのですが。 
 

 国では障害者権利条約等の法制定が終了し、諸課題のワーキンググループで
結論を出す作業が始まりましたが、１年間で結論を出すことに懸念をしていま
す。それは知的障がい者の意思決定への支援が重要であると痛感しており、支
給決定の在り方や高齢障害者への支援の在り方も含め、絵に描いた餅とならな
い様十分な議論が行われ結論が出ない場合は期間延長してでも結論をしていた
だくよう期待しています。 
 

 ２０１５年度は介護報酬と障害福祉サービス等報酬の改定が引き下げられる
方向にあるとマスコミ報道では伝えていますが、厚生労働省ではマイナス報酬
とならない様に正月返上して対応している状況と聞いており、最終結果は気に
なるところですがその熱意に感謝するおもいです。 
 

 消費税引き上げとともにどの様な時代が来るのか、社会福祉法人の在り方に
ついても同様の不安はありますが、その波を乗り越えられる法人体制を盤石な
ものとしていく羅針盤を持たなければと中長期計画を見直している昨今です。 
  
２０１５年も多くの出会いがありますよう 
             心よりお願いし新年の挨拶とさせていただきます。 

新年明けましておめでとうございます。 
旧年中は皆様に大変お世話になりました。 
本年も御指導、御鞭撻を宜しくお願い申し上げます。 

社会福祉法人 菊愛会 
理事長 最上 太一郎 
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第10回 社会福祉法人菊愛会 
輝なっせフォーラム 

 平成26年10月11日（土）に菊池市泗水ホールにて第１０回 社会福祉法人菊愛会 輝なっせフォーラムを開催しました。
TVや講演等でも活躍されています金澤翔子様・泰子様を東京都からお呼びし、翔子様には「書の実演」、泰子様には「ダウ
ン症の娘と共に生きて」と題して講演していただきました。                                        
 熊本県内各方面より多数の申込みがあり、当日は台風１９号接近を心配しましたが、総勢２６３名の方々が参加されました。   
 翔子様による書の実演「共に生きる」は、お祈りから始まり、力強い筆さばきを生で見る事で、鳥肌が立つ程の感動を受け
ました。翔子様の明るさ、心の美しさが素晴らしい書をかけるのだと改めて痛感しました。また、お母様が翔子様を出産、子
育てする中での悩み、葛藤などは親が子どもを信じる事への大切さを改めて考えさせる機会になりました。法人内の皆様方の
ご協力で、無事に大会を終える事ができ、当日までの準備、当日のお手伝いなど、沢山の方々のご協力に感謝申し上げます。
金澤様も法人スタッフの心配りに喜ばれ、暖かい言葉をかけられていました。今後も社会福祉法人菊愛会 輝なっせフォーラ
ムに参加される方にとって、有意義な研修になるよう思考していきます。                                               
                         社会福祉法人菊愛会 輝なっせフォーラム実行委員長：松本 真由美 
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平成２６年１２月１９日(金)１８時３０分より、社会福祉法人 菊愛会 第２回職員スキ
ルアップ研修会を開催しました。今回は、障がい者総合支援センターゆきぞの 統括施
設長 松本 保孝 様を講師として招き、「権利擁護と虐待防止」をテーマに講演してい
ただきました。菊愛会職員、菊池市役所福祉課職員、菊池市にある福祉サービス事業所
職員など多くの方々に参加して頂きました。 
 講義の内容としては、「人権・権利擁護とは?」「実際に起きた虐待のケース」「施
設内虐待の実態」など改めて考えさせられました。福祉サービス利用が「措置の時代」
から「契約の時代」となり、利用者の方をお客様という目線で見ていくことが大切であ
ることや、人権意識が低下し、不適切な支援や虐待につながることがないよう、自分の
後ろにもう１人の冷静な自分を置きながらの対応を心掛けることなど利用者の方との関
わりについての話がありました。 
また、【菊愛会ブランド】を持つこと(顧客満足度から感動を与えるサービスへ進化)が
できるよう、菊愛会の法人理念である「感・共・和」をいつも念頭に置きながら、現場
力でどう実現するのかを考えていかなければならないことを学びました。 

虐待防止委員会と苦情解決委員会にも、 
本研修にご協力いただき、 
参加された皆様にとってより良い研修となりました。 
ありがとうございました！！ 

講師：障がい者総合支援センターゆきぞの 統括施設長 松本 保孝 様 
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～ 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！ 

コミュニティはうす明日  
 

〒861-1331  
熊本県菊池市隈府469-10 

相談支援事業所コミュニティはうす明日は、 

菊池市より「障がい者虐待防止センター」を受託しており、 

①障がい者虐待の通報及び届け出の受理 

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、指導、助言 

③虐待の防止に関する広報やその他啓発活動   などの障がい者虐待防止の業務を行っています。 
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  食事担当部会 

  福利厚生委員会 

 

食事担当部会で献立の交換会をしたものから２点冬の献立を紹介します。 
＊大根のうどん（４人分）               
  ・大根（ピーラ―で帯状にスライス） １／４本 
  ・揚げ                ２枚          
  ・醤油 みりん           各大さじ１            
  ・塩                   小さじ１                  
  ・切りもち              ４切れ                    
  ・水菜（こんがり焼く）         適量  
  ・七味唐辛子            （お好みで） 
        
                             
                               

  研修企画委員会 
 11月21日、第1回法人内研修として最上理事長による講義「社会保障制度のことを少しでも知ろう」と
いう内容で研修会を開催しました。 
また、12月6日、第２回法人内研修として「計画相談について」(講師：後藤コーディネーター)および「障
がい児分野について」(講師：出口アドバイザー)の研修会を行いました。たくさんの職員の参加を頂きまし
てありがとうございました。 
今後の予定としましては、１月30日、「ケアホームと居宅介護、移動支援等の研修」を開催いたします。 
 研修企画委員会として、次年度の研修企画等を考えていく予定にしておりますので、できるだけ皆さまに
とって意味のある研修等を提案できたらと思いますので、ご協力宜しくお願いします。 

 

 
   

 

  

  

10月２５日（土）に七城ふるさとコスモスウォークに参加してきま
した。当日は、県内外から８００人の多くの方々が集まり、菊愛会
からは、総勢２９名の参加でした！数日前から雨を心配していまし
たが、当日は最高の天気で絶好のウォーク日和になりました！コー
スは５キロ・１０キロに分かれ河川敷に咲いた綺麗なコスモス・ひ
まわりを見ながら汗を流しました。当日は、地域貢献の一環として
ゴミ拾いをさせて頂きました。小さなゴミ～大きなゴミまで色々と
ありました！ウォーク終了後は抽選会・そぼろご飯・とん汁を食べ、
満喫した一日でした！！ 

第１回 法人内研修 
最上理事長 講義 
（於：コムサール会議室） 

（作り方） 

①揚げは熱湯をかけ油抜
きをする 

②鍋にだし汁と大根を入れ
2分煮、水菜、もちを入れひ
と煮立ち 

（作り方） 
①シメジは小房にわけ人参は短冊に切る 

②鍋にシメジ、人参、コンソメその他の調味
料を入れ２分煮る 

③レンコンはすりおろし、とろみがついてきた
ら塩コショウで味を調える 

＊おろすだけレンコンスープ（２人分）       
  ・れんこん              ５ｃｍ                    
  ・シメジ                ０．５パック                 
  ・人参                 ３ｃｍ                   
  ・コンソメ               １個                    
  ・酒 醤油 塩こしょう       適量       
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      わ ら び 

■事業所行事・活動紹介 

障がい者サポートホーム 

日付 行事予定 

1月13日 菊池神社 参拝 

2月3日  節 分 

3月3日 ひな祭り 

 

   TEL(0968) 

  27-1381 
     FAX(0968) 

 27-1461 

〒861-1682    
熊本県菊池市重味2380-7 

１０月 
２１日 

カントリーパーク ☆
バラ祭り☆ 

１１月８日 ナイスハート 

ふれあいのスポーツ広場 

１２月 
クリスマス会 
☆餅つき☆ 
☆望年会☆ 

「防災・救命への取り組み」 

消防訓練・救命訓練は定期的に行わ
れており全職員消防署での上級者救
急救命の講習を受けています。 

菊愛会広報誌 ＶＯＬ.7  平成27年新春号 
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    あ お ぞ ら 

日付 行事予定 

1月 調理実習 

2月 調理実習 

3月 夜桜見学 

〒861-1324    
熊本県菊池市野間口488-13 

菊愛会広報誌 ＶＯＬ.7  平成27年新春号 ■事業所行事・活動紹介 

地域生活支援事業所 

11月19日防災避難訓練を行いました。今回

は職員のみでより実践に近い形で行いまし
た。写真は、実際に消防署への連絡をすると
ころです。的確な通報の仕方と避難指示を
実践しました。同時に救急救命の人工呼吸
の仕方やAEDの操作も行いました。講習で受
けた内容の再確認ができました。 

「防災・救命への取り組み」 

望 年 会 
12月14日 
 

楽しみ３か条 
①おいしい料理 
②プレゼントをもらう 
③笑えるショーを観る 
 
保護者と一緒に楽しみました 

11月29日 

調理実習 

妖怪体操で準備運動をし
て 

 

    TEL(0968) 

  25-3811 
      FAX(0968) 

 25-3812 
１０月16日 

ニュースポーツ 

妖怪体操で準備運動をし
て各自好きなコーナーへ
移動後、体を動かしまし
た。 

今回の調理は鍋料理です。 
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～ 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  
熊本県菊池市隈府大琳寺288-2 

日付 行事予定 

1月 どんどや 

2月 
節分の日 

バレンタインデー 

3月 ホワイトデー 

行 事 ・ 活 動 紹 介 
「工賃支払・買い物（マクドナルド・ドライブスルー）」 

１１月８日(土曜日)  
本田技研熊本製作所にて開催された「ナイスハート・ふれあいのスポーツ大会 
広場」に参加しました。エアロビクスで準備体操を行い、各競技(ロープ送り・
風船バレー・大玉転がし)に参加され、とても楽しまれている様子でした。 

「ナイスハート・ふれあいのスポーツ大会広場 大津大会２０１４」 

１１月２５日(火曜日) 
今回の献立はドライカレー・マカロニサラダ・
うんしゅうみかん・牛乳となっており、皆さん
サラダの野菜を切ったり、切った野菜を茹でた
りなど楽しく参加されていました。 

12月２４日（水曜日） 
ビンゴゲーム（景品渡し）やお菓子釣りゲーム、職員による出し物
など楽しい催しが沢山のイベントとなりました。 
皆さん、ケーキやジュースを美味しそうに食べておられました。 

１０月１日(水) 
普段あまり行く事が出来ない「マクドナルド・ドライブスルー」にて
昼食を購入し食べる事で、気分転換や今後の活力にして頂く事を目的
に行いました。皆さん、マクドナルドのセットメニューから自分が食
べたいものを選び、マイクに向かって注文されました。 

 「調理実習」 

１１月１４日(金曜日) 
迫水体育館にて「すまいる運動会」を開催しました。健康の維持増進と気分転換
を目的に行いました。競技内容として、輪投げ・パン食い競争・玉入れ・対抗リ
レー・飴喰い競争が行われました。皆さん、休憩時間などは体育館にあったバス
ケットボールを使いバスケットゴールに何度もシュートの練習をされていました。 

「すまいる運動会」 

「すまいるクリスマス会」 

11月１２日（水曜日） 法人本部防災・防火管理者中川氏を招き、 
火災を発見した際の迅速な判断及び対応についてご指導頂きました。
利用者さんのみならず支援員にも新たな発見や厳重注意しなければな
らないこと等、これからの具体的な取り組みへの課題が出来ました。
救命に関しては救急車が来るまでの対処法として早期認識や通報、 
一次救命処置などの重要性や、実際にAED（自動体外式除細動器）の 
使用目的・方法、実技等なども踏まえご指導頂きました。 
心肺蘇生法を利用者の方に実際に体験して頂くなど貴重な講習となり
ました。緊急時対応（１１０番・１１９番）のマニュアルを作成し、
職員間で周知を徹底し、いつ何時でも迅速且つ的確な対応が出来るよ
う努めています。 

防災・防火・救命・避難訓練等の取り組み」について 

7 

■事業所行事・活動紹介 



「防災・防火・救命・避難訓練等の取り組み」 
 

１）具体的取り組みや実践内容 
• 保護者・本部担当者に迅速に連絡や近隣住民の方に協力依頼を

行うなど緊急時の対応について周知徹底を行う。 
• 消防・警察への連絡網の整備を行っている。 
• ＡＥＤを設置し、近隣住民の方へ緊急時に使用できるよう呼び

かけている。 
 

２）課題・成果 
• 課題として、「２階から１階への避難」手順や役割分担を明確

にする。 
• 定期的に避難訓練を取り入れていく。 

菊愛会広報誌 ＶＯＬ.７  平成2７年新春号 

日付 行事予定 

１月７日 初詣 

１月14日 ぜんざい会 

２月 ひな人形見学 

～ 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 

10月22日  熊本市動植物園  
さまざまな動物を見たり、乗り物を楽しみ 
皆さん満足げな表情をされていました。 11月12日  あんずの丘 

小雨が降る中でしたが皆さんとても美味しそうに食べられていました。 

12月18日   旅館 清流荘 
カラオケや豪勢な食事にしたつづみをして一年の労をねぎらいました。 

12月26日 
地域の老人会の方々をお招きして門松作りを行いました。 
利用者の方も一緒に参加し、和気あいあいと行うことが
できました。 
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■事業所行事・活動紹介 



菊愛会広報誌 ＶＯＬ.７  平成2７年新春号 

日付 行事予定 

１月 初詣・ボウリング 

２月 イチゴ狩り（１班） 

３月 イチゴ狩り(２班) 
ボウリング 

～ 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 

行 事 ・ 活 動 紹 介 

毎年恒例になりつつあるりんご狩りに行ってきました!! 
昨年の2月にもイチゴ狩りでお世話になった『果実の国 カップルズ』さんへ行きました。 
試食を頂くと皆さん、「おいひー」「甘!!」「シャリシャリしとる!!」と口いっぱいに 
頬張っておられました（笑） 
店員さんから「取り方わかりますかぁ～引っ張らずに回して取るように～」と教えてもらうと 
「前も来たけん大丈夫!!」と自信満々でしたが...時々『プツン、プツン』と音がしてました(笑) 
しっかり美味しそうなりんごを見極め、出来るだけ「赤い」「大きい」「日光に当たっている」のを選ばれるため
背伸びしながら取っていました。「甘!!ウマ!!」と大変満足されていたようです!! 
「またイチゴ狩りん時来るなぁ～」と店員さんと約束されていました☆ 

11月8日（土） 
本田技研熊本製作所体育館で行われた「ナイスハート」に参加して来ました。 
初参加という事で皆さんどういったことがあるのか少し心配しながら 
参加されていましたが、終わりには大声を上げて楽しんでおられました!! 
大玉転がしではチームワークが良かった様で２位!! 
綱渡しは中々上手く渡すことが出来なく3位と残念な結果でしたが身体を動かす事により 
気分転換が出来た様でした。午後からはエアロビクスで身体を動かし、 
普段使わない所を動かし「アイタタタ...」と言っておられました(笑) 
怪我も無く楽しい1日が過ごせたようです☆☆ 

1）取り組み 
調理実習・お菓子作りを活動内容に取り入れている為「火」は常に隣同
士です。活動を行う時、窓を開け換気を良くしています。 
2）成果と課題 
実際、たばこを吸われる方もいらっしゃいます。必ず、喫煙所の確認、
火を消したか毎回尋ねています。それを行なう事により、「もう一回見
てくる」という事があり、火災に繋がらずに済んだ事もありました。 
小さな火が大きな火事にならないよう、又、今の時期は火災が多い時期
ですので十分気を付けて行きたいです。 

「防災・防火・救命・避難訓練等の取り組みについて」 

調理実習・お菓子作り・カラオケ 
           ・・・毎月２回 
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■事業所行事・活動紹介 



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.7  平成27年新春号 ■事業所行事・活動紹介 

 

  〒861-1331  
熊本県菊池市隈府315  

行 事 予 定 

 12月に、憧れのEXILEライブに行ってきた！！ある入居者はファンクラ
ブに入会し…ある入居者は毎回カラオケで歌い♪♪…ある入居者はMVを
何回も見て感動し…念願のドームツアーに行き、生EXILEを楽しんできま
した。。 
 嬉し過ぎて、興奮しながらライブの話をしてくれる姿を見て、スタッフ
もなんだか嬉しくなっちゃいました！  みんな、良かったね☆☆☆ 
 

のライブに行ってきたぁ！！ 

注）深夜の帰宅でも、翌日は仕事に行ったよっ（笑） 眠かったぁｚｚｚ 

 テーマ： 
   『防災･防火･救命･避難訓練等の取り組み」 

1）実践の内容 
  ⇒毎年、計画を立て、年に2回の訓練実施及
び毎月各ホームへ “自主予防点検表”を配布。   
    

2）成果と課題 
  ⇒毎月、世話人が点検表をチェックすること
で、防災への意識が高まったのでは…？？    

1月  
イズム新年会 

2月  
植木市見学 

3月  
日帰り旅行 

10 



～障害者就労・生活支援センターとは～  
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います。  

菊愛会広報誌 ＶＯＬ.7  平成27年新春号 ■事業所行事・活動紹介 

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 

2月18日 がまだす連絡会議 

3月 鹿本地域ネットワーク会議 

☆第2回菊池地域就業支援ネットワーク会議☆ 
12月12日(金)コムサールにて菊池地域就業支援ネットワ
ーク会議が開催しました。行政・医療・学校・福祉関係
機関より50名出席いただき、就労支援における困難事例
の報告を、就労継続支援A型 ほっこりの里 施設長 
中野誠士氏に発表していただきました。 

また、困難事例についてのグループワーク検討・発表をして
いただきました。どのグループも事例について深く検討され
、出席者全員で共有できた時間となりました。 

10月10日(金)熊本リハビリテーション病院にて行われ
た、平成26年度第2回熊本高次脳機能支援ネットワー
ク研究会にて、『障害者就業・生活支援センターにつ
いて』『頭部外傷例への就労支援連携の一例』をテー
マに、川上美幸支援ワーカーが講演されました！ 
講演後はたくさんの質問もあり、就業・生活支援セン
ターの役割を知ってもらう良い機会となりました。 

 

「防災についての取り組み」 

近年、全国各地で想定外の自然災害が発生していま
す。『備えあれば憂いなし』という言葉があるように
日頃から災害が起きた場合の事を想定しての準備が必
要であると感じています。 

当センターでは、火災や災害が発生した場合に職員
の役割分担が決まっていますので、各自が役割を実行
できるように意識付けを行なっていきたいと思ってい
ます。避難ルートの確認、避難ルートに物を置かない
など出来ることを行ない、人の命が1番大事ですので
ご利用者を安全に誘導できるように避難訓練の時から
真剣に取り組むように心掛けています 
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就労移行支援  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 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   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 

菊愛会広報誌 ＶＯＬ.7  平成27年新春号 ■事業所行事・活動紹介 

日付 行事予定 

1月 初詣、新年会 

2月 駅伝参加 

  〒861-1331  
熊本県菊池市隈府1587-17 

 

  〒861-1331  
熊本県菊池市隈府469-10 

 

 

 

「防災についての取り組みに関する事」             
 避難訓練等を年に数回行い、 AEDや心肺蘇生法の講習を利用者と一緒に受けて、防災につ
いて考える時間を設けています。 
 数人の担当職員で数時間おきに火の元等の安全確認を毎日徹底しております 

看板リニューアル！！ 
年末のお忙しい時に、最上理事長に看板の
書き換えをお願いしました 

最上理事長、ありがとう 
ございました。 

2014年12月17日（水） 

立ち寄りでこの人がっ！ 

露天へ入浴！！ 
実は「はっ県！くまもんラボ」の取材で「県北を旅して 
キレイになるモン！～のほほん湯めぐり美人たび～」 
のテーマで清流荘へまさかのくまモンが来ました。 
２０１５年1月１４日（水）午後１９時５０分（RKK）でOA 
されました。 

［防災・防火・救命・避難訓練等の取り組み」について 
（１）火気使用場所の有無や消火器等の設置，使用可能かの点検・検査を職員，利用者さん共
に把握しておく。帰宅時に必ず元栓が閉まってるかの確認。火気使用場所に可燃物や落下物
は無いかの確認。喫煙者は喫煙場所（灰皿設置場所）での徹底 
（２）職員，利用者さん共に厨房，喫煙場所の完全消火確認をし、帰宅時に 
おける元栓のチェックを常に意識し行う。 

ふれあいピック 

 地域精神障害者スポレク大
会（ふれあいピック）に参加し
てきました。 
 綱引き、玉入れetc…気持ち
のいい汗をかき、楽しそうにさ
れていました。 
 またくまもんの登場で会場は
大盛り上がり！写真も撮れて
満足そうでした。 

パン作り体験 

 皆でパンを一緒に作って皆
で食べよう！ということでパン
作りにチャレンジしました。 
 初めての経験で慣れないこ
ともありましたが回数を重ねて
いくうちに上達していきました。 
 焼きあがった後はみんなで
試食、おいしかった！との声
が上がり嬉しそうでした。 
 また企画したいと思います。 

清流荘 電話番号 
  ホームページ 

0968-24-2155 
www.seiryuusou.com 
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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） 

日付 支援予定 

1月 肥後にわか公演（新都心プラザ） 

北島三郎公演（博多座） 

温泉（玉名・さんさんの湯・七城） 

２月 にっぽん演歌の夢祭り（マリンメッセ） 

２月
３月 

温泉（玉名・さんさんの湯・七城） 

芝居見学（片岡劇場・寿楽園） 

     〒861-1331  
   熊本県菊池市 
      隈府494-16 ２F 

菊愛会広報誌 ＶＯＬ.７  平成2７年新春号 ■事業所行事・活動紹介 

 

  

防災・防火・救命・避難訓練等の取り組み 

当事業所はビルの一室で事業を行っており、ビルの
避難訓練はビル内のテナント全体で定期的に行わ
れています。 

消防署職員立会いの下、避難時の誘導の手順や、
避難経路の確認などを合同で行っています。 
    

 また、消防本部で行われる上級救命講習に参加し、
救命技能の取得も救命技能の取得も率先して行って
います。 

 

    第1位 コンサートへ行く（ EXILE ・ ビッグバン ・ 北島三郎  他） 

      第2位 定番カラオケ 
      第3位 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ ・ ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 
 
       今年は、皆さんどこに行きますか～～～～～～～～～～～！！ 

 

 平成26年 人気移動支援  
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    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 

日付 行事予定       

1月10日 どんどや・餅つき 

2月 14日 
2月 28日 

リンクデイ（放課後） 
保護者説明会 

3月  1日 保護者説明会予備日 

 

     〒861-1331  
   熊本県菊池市隈府110-4 

菊愛会広報誌 ＶＯＬ.７  平成2７年新春号 ■事業所行事・活動紹介 

 

    避難訓練報告 

土曜日や祝日、１日利用の
際は、寒くなってきましたが公
園や山で雪遊びを楽しんでい
ます。 

子ども達は本当に元気で
寒さ関係なく、元気に遊
びパワーをもらっています。 

１１月８日 
熊本城と城彩苑へ 
                                
天守閣にのぼり熊本の景色 
を眺めたり本丸御殿を見学 
後、城彩苑にてお土産購入 
もしました。      
      

歴史に触れた１日でした。  
 
 
 
 
 
  

城彩苑 

１２月２０日 親子で療育の日 
        （心温の日） 
 
外部講師を招いて、シフォン 
ケーキ作りをしました。 
みんなで協力しながら、卵白を 
泡立てたり混ぜたり、一人一つ 
ずつケーキにトッピングもして、 
とても楽しい時間を過ごしまし 
た。  
集中して取り組んでいる姿がとても印象的した。
  
 

菊池広域連合に協力して頂き・・・ 

 今回の避難訓練では、初めに火災時の対応として、初期消

火や通報、避難誘導、救護等の班に分かれ、ひとつひとつ確

認をしながら進め、次に消火器の実際の使い方、さらに心肺

蘇生法、AEDの使い方の講習をしていただいた。すべてにお

いてそれぞれが学ぶ事が多くとても充実した訓練となった。 
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月に一度の音楽療法（8月を除く）は、親子で楽しく
参加してもらいながら、子どもさんを、音楽を通して
観察させていただき、関わり方・子どもさんの得意/
不得意を理解する・「楽しかった」と思う活動を増や
す・特別に対応する時間の確保 のために貴重な時間
となっています。 

発達障がいについて 感覚統合について 

就学について 

先輩お母さんの体験談 関わり方講座 

中学高校のご過し方 

身辺自立について 言葉について 

♦在宅支援訪問療育等指導事業♦ 

菊池地域療育ｾﾝﾀｰ 3事業 

音楽療法 ： 毎月1回（第３もしくは第４金曜日）実施してい
ます。 
         ６月はお父さんと子どもさんの音楽療法です。 

学習会・研修会 

皆さんのニーズに応じて勉強会を行っています。                                                      
最近では学校や園からの研修依頼も増えています。 

在宅で特別な支援が必要な
子どもや保護者に対し、訪
問の方法により、各種の相
談や援助を行っています。 

♦在宅支援外来療育等指導事業♦ ♦施設支援一般指導事業♦ 

保健師研修 

在宅で特別な支援が必要な
子どもや保護者に対し、外
来の方法により、専門的な
アドバイスがスムーズに受
けられるよう、必要に応じ
て随時相談を受けています。 

保育園・幼稚園・学校・
訓練施設などへの訪問を
行い関係施設や担当との
連携をした療育ができる
ように、専門的なアドバ
イスを行っています。
  

  

〒861-1331  
熊本県菊池市隈府110-4 

菊愛会広報誌 ＶＯＬ.７  平成２７年新春号 ■事業所行事・活動紹介 
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菊愛会広報誌 ＶＯＬ.７  平成2７年新春号 ■事業所行事・活動紹介 

 

  〒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。 

管理者  小柳 美智子 

11月10日より、た

まゆらへ入社しま
した。皆さんに支え
てもらいながら、な
んとか頑張ってい
ます。スタッフの足
を引っ張ることなく、
少しでも手助けに
なればと思ってお
ります。宜しくお願
いします。 

「防災・防火・救命・避難訓練等の取り組み」 
①リスクマネジメントについて 

日々、利用者様の身体状況に変化があり、利用者様の現状の身
体状況にどのような福祉用具が必要で、どのような用具の提案を
するのかを福祉用具専門相談員と生活相談員、ケアマネと事前
に打ち合わせをしています。 
②－１防災・防火・避難訓練について 

利用者様の救命は関係事業所の方と担当者会議を通して既往歴
や急変時の救急搬送先病院や、かかりつけ病院の確認を行なっ
ています。 

防災、防火、避難訓練は法人職員の中川防火・防災担当に日常
の中で自分たちが知っておく事や気を付ける事と出来る事、未然
に防ぐことの指導を受けています。 

今回はいざという時に慌てずに初期消火が出来るように消火器の
取り扱いの実践訓練を行ないました。 
②ー２成果と課題 
消火器を使用しての実際に消火訓練を行ないました。 
「ほうきで掃くように‼」消火することは思ったより難しかったです。 

知っておく事で、初期消火と火災予防に努めていきたいと思いま
す。 

「防災・防火・救命・避難訓練等の取り組み」 

今回、法人防災・防火担当職員の中川氏の指導により消火器の取り扱いの説明や実践、防火のポイント
やチェック等の講習を行ないました。施設の大きな避難訓練とは違い、在宅で生活されている高齢者や
自分自身の家庭での注意すべきポイントを解かりやすく説明がありました。 
○成果と課題 
この時期、家庭内で火災となる原因要素が多く存在しています。 
・ストーブの傍らやコタツの中で洗濯物を乾かす。 
・コンロを使用している最中の衣服の袖口。 
・電気器具・コードに溜まるホコリ。 
その他、何気なく使用している、たこ足配線等も火災の原因の上位にあることが分かりました。 

訪問介護事業所として、ご利用者様を火災から守れるように自宅に火災の要素が存在しないか日頃から
意識して在宅訪問を行ないたいと思います。 

新人職員紹介 
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「防災・防火・救命・避難訓練等の取り組みについて」 
 

防火防災担当者による、防火防災マニュアルや非常時対応の人員配置の見直しを行っています。 
それに伴い、事業所建物内からの出火を想定した防火避難訓練を実施しました。各職員、改編後のマニュアル内容を再確認し、
非常時の対応の実践を行いました。 

 熊本県自立支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ策定実施推進事業 

菊愛会広報誌 ＶＯＬ.７  平成2７年新春号 ■事業所行事・活動紹介 

【 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、 
   既存の就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 

 
平成２６年１１月２０～１１月２１日の２日間で第５回共同
体会議を開きました。定例になっている事例検討会と学習会
として、熊本県天草保健所 保健予防課 主幹 河野優子氏より
「保健所の精神保健の取り組みについて」と題し、講話いた
だき、保健所との連携ケースが増えており、お互いの事業に
ついて見識を深めました。 
また、救護施設「天草園」を見学し、当事業からも救護施設
を利用する対象者が出ており、施設の利用者や運営状況につ
いて、普段知ることが出来ない内容を学びました。 

 
現在、生活困窮者自立支援モデル事業を熊本県内７地域【熊本市、八代市、水俣市、天草市、宇土市、
菊池圏域（菊池市、合志市、菊陽町、大津町）、玉名郡（玉東町、和水町、南関町、長洲町）】におい
て実施しており、７地域の相談支援等の連携を図るために定期的に相談支援員連絡会を開催しています。
そこで平成２７年度４月の生活困窮者自立支援法施行に向けて７地域合同の【モデル事業実践事例報告
会】を平成２６年１１月１２日（水）に八代市鏡支所で開催いたしました。７地域から３０分間ほど事
例を交え実践報告をいたしました。参加者は行政も含め生活困窮者支援にかかわる関係機関合わせ100名
を超える参加者が集まり来年度施行に向けて、生活困窮者支援に対する関心が伺えました。実践報告会
後、質疑応答では活発な意見交換会もあり充実した報告会が開催できました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当センター 主任相談支援員：原川太希志 
による事例報告 
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調理実習（冷やし中華づくり） 調理実習（中華料理づくり） 

調理実習（ハヤシライスづくり） 製作活動（カラーサンドアート） 

1. 支援体制 

子どもの健全育成支援事業では、学校法人松本学園と共同して、各法人で2ヶ所（菊愛会：菊池、 八
代 松本学園：玉名、宇城）計４ヶ所を拠点として支援を行っています。 
 
2. 支援の質の向上に向けて 
２ヶ月に１回、実務担当者会議を開催し、支援の実施状況の報告や情報交換ができる場を設けてい 
ます。また、共同体全体で年２回、各拠点で年２回の計４回、講話や意見交換会等の支援員研修を 
開催し、よりよい支援ができるような取り組みを行っています。 

真
剣
に
、
学
習
し
て
い
ま
す
。 

 熊本県自立支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ策定実施推進事業 
【 子どもの健全育成支援事業 】 
«内容» 
対象家庭の子どもに対して高校入試や定期テスト対策、宿題、基礎学力強化等の学習支援を行います。 
合わせて調理実習、体験活動等の生活支援、保護者に対する相談支援を行い、対象の子どもが将来、自立した生活が 
できる力を身に付けるよう支援します。 
 

熊本県自立支援プログラム（子どもの健全育成支援事業）では、「学ぶ喜びを感じる」「人と関わる大切さを知る」 
「安心して相談できる教室づくり」の３つを目標に掲げ、子ども達に寄り添いながら支援することを心がけています。 

 

〒861-1331  
熊本県菊池市隈府110-4 

菊愛会広報誌 ＶＯＬ.７  平成2７年新春号 ■事業所行事・活動紹介 
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■事業所行事・活動紹介 

日付 行事予定 

１／22 初詣（北宮神社） 

２／３ 節分（豆まき） 

２／未定 植木市見学 

３／３ ひなまつり 

 

     〒861-1201  
   熊本県菊池市 
      泗水町吉富2900  

菊愛会広報誌 ＶＯＬ.７  平成2７年新春号 

～養護老人ホームとは～ 
概ね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。 

阿蘇猿まわし劇場⇒草千里(昼
食)⇒萌の里(コスモス見学) 

天候にも恵まれ、楽しい時間を
過ごすことができました。 

今年もクラブ活動の作品を中心に、
沢山の力作を出展しました 

就労支援事業所「かも
ん・ゆ～す」と交流を深め
ました。焼き芋やイモ天、
とーってもおいしかったで
す 

「メキシカンロック」と「まつり」を元気よく披露しました。 

菊池市民広場で開催された菊人形まつりの見学にも行
き、皆さん大満足です。 

職員によるハンドベルの演奏や
猿まわしなどの出し物があり、楽
しいひと時を過ごしました 今年は職員

で手作り！ 

門松 

「防災・防火・救命・避難訓練等の取り組み」 
①救命救急訓練として心肺蘇生法とAＥＤについての講習を全職員対象に施設に
て行いました。 
②年２回の総合訓練 
 ７月には地震発生を想定した訓練及び備蓄食材を使用した給食訓練を行い、特 
にライフラインが停止した場合の対応について共通認識を持つ事が出来ました。 
③改善事項 
 避難誘導時の最終確認の方法として、 
各居室入口に確認ボードを設置し、一目 
でわかるようにしました。 
スムーズな人員確認へとつなげる事が 
出来ました。   

確認済み 
  ⇒ 
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     〒861-1303  
    熊本県菊池市亘91 

 

■事業所行事・活動紹介 菊愛会広報誌 ＶＯＬ.７  平成2７年新春号 

 
 

～養護老人ホームとは～ 
概ね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。 

 

日付 行事予定 

１/1 年始・獅子舞披露 

１/2 年始施設入浴 

１/6 初詣参拝 

２/１ 節分（豆まき） 

３/３ ひな祭り会 

亘区子ども会の皆さ
んによる神輿の披露
がありました。踊り
がとても可愛いくて
皆さん楽しまれてい
ました!(^^)! 

当日は、天
気も良く最
高の旅行日
和！菊智城
やコスモス
見学をした
後、昭和苑
様でお食事
会ゆっくり
と過ごした
一日でし
た！ 

平成２６年度ふじのわ荘防災訓練について 

から芋の収穫を行いまし
た。毎年大きな芋がどっ
さり収穫が出来ています。
今年も、皆さん夢中に
なって芋掘りを楽しまれ
ていました。 

養護５施設との発表会が開催されました！ふじのわ荘は「サザエさん」の登場
人物を仮装し披露しました。皆さんやる気満々！練習の成果が出ました。 

みんな揃って
はいチーズ 

平成２６年５月２６日、梅雨入りを間近に控え防災訓練を行いました。
施設南側を菊池川が流れており何時、菊池川が増水し警戒水位を超え
る様な状況下にあるため災害が起こる前の初動や起きてからの関係機
関との連携も含め常時、対応が出来る様、訓練しています。今回は、
自衛消防組織（役割）に分かれ避難前行動、避難時行動、災害時給食
訓練を実施し、ご利用者様、施設スタッフ全員で取組を行いました。      
   （情報共有）  （給食訓練炊き出し）  （配食状況） 
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１１月１日 阿蘇ミルク牧場に行きました。 
 願いが通じたのか、心配していた雨も午前中降ることなく、過ご
すことが出来ました。 
 間近で見る、動物にドキドキして固まる子もいれば、道を歩くヤ
ギに葉っぱをあげたり、近づいてみたり。 
 ひつじレースでは、なんと！二家族のかたが、一等二等を当て、
賞品をもらいました。 

つめた～い 
こ
こ
ど
こ
？ 

とったど～！ 

11月６日初めての芋ほり体
験をしました。 
 土を掘り、大きく育った芋がとれる
と、「ミテ、オオキイネ！」と見せに来
てくれました。お芋掘りそっちのけで、
砂遊びをしたり、走ったり、興味のあ
る方向へ行ってみたり・・・。それぞれ
楽しんでいました。 
 3時のおやつには、芋けんぴや芋
団子を作り食べました。欲張って両
手に持って食べたり、「オイシイネ！」
という嬉しい声が聞こえてきました。 

 
 

きもちわるい
ぞ!! 

何
だ 

おもいよ～!! 

法人内託児所 りとる・まむ 
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菊愛会広報誌 ＶＯＬ.7  平成27年新春号 ■お知らせ 

 の 「 癒 し の ス ペ ー ス 」 

☆エステコース 
 耳つぼ      ￥５００～ 
 ネイル      ￥１,５００～ 
 マツエク    ￥１,９８０～ 
 フェイシャル  ￥２,０００～ 

  その他 etc... 

☆ボディケアコース（リンパ・整体） 
 手ハンド 
 足フット 
 全身（上半身、下半身） 
クイック  １５分 ￥１,０００ 
      3０分 ￥２,０００ 
      ６０分 ￥４,０００ 

   « 営 業 時 間 »       （定休日：毎週木曜日） 
          平 日   OPEN 18：00 ～ CLOSE 22：00 
        土､日､祝日 OPEN 10：00 ～ CLOSE 19：00 
   菊池市隈府１５８７-１７  木立ちの中の宿 清流荘 駐車場横 

【 予約電話番号： ０８０-６４３２-２２０８】   

明けましておめでとうございます 
今年もよろしくお願いします 
 
 新作のパンが続々登場しています。 
今回はパイ生地を使ったサクサクと
した食感のパンを中心に開発してお
ります。 
 
 今後も色々なパンの開発に努めて
いきたいと思います。 
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住 所：〒861-1331 菊池市隈府469-10 総合福祉センター コムサール １階  

電話番号：０９６８-４１-７７３３ 
ご予約も承っております。 
お気軽にお電話ください。 



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 ～  新年明けましておめでとうございます。今号は平成26年10月～12月に行われた行事等のご紹介をさせていただいております。年末ということもあり、

各事業所多くの行事が開催されておりました。本年も利用者様の笑顔溢れる良い１年となることを期待し、広報委員会としてそういった活動・行事等を多くの皆様にご紹介できる

ようより一層邁進しなければならないと感じております。どうぞ本年もよろしくお願い申し上げます。    【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 


