
 『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。 



熊本地震によりお亡くなりになった方々へ追悼の意を捧げますとともに、 
被災された皆さまへ心からお見舞いを申し上げます。 

 

当法人も建物や家財などに多くの被害を受けましたが、 
利用者様や法人職員に大きな怪我がなかったことが幸いです。 

 
「まさか熊本でこんなことが起きるとは・・・。」 

 
多くの人がそう言葉にしました。 

 
誰も熊本で震度7を観測する地震が起きるとは思っておらず、 
自然災害に対する十分な備えが出来ていませんでした。 

 
４月１４日の前震発生から2ヶ月が経ち、 

震度１以上の地震は１７４２回（６月１５日午後５時現在）に達しました。 
 

この大地震にて被災し、多くの教訓を得ました。 
被災した者だからこそできること、 

それはこの経験を全国の多くの方々に伝えていくことだと思います。 
 

今号では緊急特集として当法人の被災状況や避難生活の様子、 
全国からの温かいご支援をご紹介をさせていただきます。    

■ 緊急特集【 平成28年 熊本地震 】 
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・企業内託児所りとる♡まむでは、 
 法人職員が安心して業務につける様にと 
 対象年齢を中学3年生まで引き上げ、 
 緊急的な預りをすることになりました。 
・コムサール２Ｆの空きスペースで、 
 しゃぼん玉遊びや風船バレーなどを行い、 
   子どもたちの不安解消に繋げました。 

・サポートホームわらびの利用者様は、かもん・ゆ～すの作業フロアで 
 ４月末まで余震の不安の中で避難生活を送りました。 

・グループホームの利用者様は、建物内は危険という 
 ことで、屋外のテントに避難しました。 

・かもん・ゆ～すでは、地域貢献として 
  “菓子パン”“惣菜パン”を100円にて販売しました。 
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熊本地震発生時の状況
や避難生活について、
福祉新聞さんが取材に
来られました。 
 



 
震災直後の余震が続く中、全国各地から支援物資が届けられ、 
皆様の想いが届くたびに感謝の気持ちでいっぱいでした。 

 

届けられた物資は、避難生活となった利用者様のために使用させていただきました。 
多くの物資のおかげで、余震の不安と避難生活の不便さを少しでも解消できたと思います。 

 

また、応援職員を派遣していただき人的支援も賜りましたことを重ねて御礼申し上げます。 
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びっくりの地震でした。余震の続く中（・・・あっ、また揺れ
た・・・じし～～～ん・・・）安心できるのは、すぐ近くに頼りに
なる支援員や皆がいること、避難所生活が続きました。建物の中は
危ないので外でのテントにて過ごし、トイレや水道が使えないので
すぐ困りました。 
 予備の水や非常時の食料などは、すぐに底をつき自衛隊の給水や
食材の援助がなければ生活できませんでした。 
そんななか、地震発生直後に心配された各方面の方から連絡をいた
だき、お見舞いの言葉や応援の言葉・支援物資や人的支援 等々  

菊愛会は県北の物資供給拠点として、 
 集まった支援物資を県内の被災された事業所に届け、 

  皆様の温かい想いを多くの事業所に広めることができました。 

※ 紙面の都合上、ほんの一部しか紹介できないことをご容赦ください。掲載した以外にも多くの有り難い支援を賜りました。 



 社会福祉法人  桃花塾 様 
 社会福祉法人  大久保学園 理事長 中原  強 様 
 社会福祉法人  大久保学園 施設長 千日  清 様 
 社会福祉法人  あいのかわ福祉会 那須共育学園 施設長 菊池  達美 様 
 社会福祉法人  千葉市手をつなぐ育成会 でい・さくさべ 濱本  典子 様 
 社会福祉法人  清流会 氷川学園 園長 西坂 千賀子 様 
 社会福祉法人  つよし会 つよし寮 谷口 正純 様 
 社会福祉法人  宮崎県社会福祉事業団 ひかり学園 田爪  節子 様 
 社会福祉法人  楓葉の会 利用者・職員一同 様 
 社会福祉法人  明和会 あきは寮 職員一同 様 
 株式会社  現代ツーリスト 様 
 社会福祉法人  エデンの園 家族会 様 

 社会福祉法人  育成福祉会 理事長 安里 盛一 様 
 社会福祉法人  育成福祉会 職員労働組合 様 
 社会福祉法人  以和貴会 理事長 下村 卓司 様 
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想いやりがフットワークになりチームワークとなりネットワークに広がり、たくさんの支援や応援をいただき、福祉の絆
を感じました。皆様、本当にありがとうございました。また、被災された皆様、力を合わせて復興していきましょう！ 

見舞金を賜りましたことに、心より厚く感謝申し上げます。 
賜りました見舞金は復旧・復興への費用に充てさせていただきます。 

（平成28年6月27日(月) 現在） 

「 感 謝 」 



在宅支援センター へるぷねっと 

課長 上野 義博 

開所までの準備に1年を要し、開所後も荒波にもまれながら事業を行ってまいりました
が、28年4月1日、「在宅支援センターへるぷねっと」は、15年目のシーズンに入り
ました。  
ホームヘルパー事業所である、「在宅支援センターへるぷねっと」は在宅で生活をされ
ている方へのヘルパー業務を主として事業を行っておりますが…  
 
開所間もなく、施設入所者の妹さんから、「兄と一緒に両親のお墓参りに行きたいと
思っているのですが…」と相談を受けました。 
 
 しかしながら、「目の不自由な兄と二人連れ立って足場の悪いお墓まで行くことには
到底自信は無い。兄と一緒に行ったことはこれまでは無かったが、お互い体力がある今
のうちに是非、連れて行きたい。」とのことでした。 
 
 基より、その相談は、制度下では出来ないことでありました。  
制度下では出来ないことであるが、願いを叶えることは出来ないだろうか… 
  
検討した結果、ヘルパーがお兄さんに付き添うことで、兄妹でご両親のお墓参りが出来、
妹さんからは、長年の胸のつかえが取れたと感謝をいただきました。 
  
その後、程無くしてお兄さんはご両親の所に逝かれましたが、妹さんからは、あの時に
お墓参りが出来たことを長きにわたって感謝されました。  
 
このことが、現在の施設における私的契約サービスの始まりでした。 
このサービスは現在も続いております。今、施設の方々も一瞬間でも地域での当たり前
の普通を経験されています。 
ご家族の方々には、家族がしてあげたくても出来ないことを、代わりにしてもらえる重
宝なサービスとして浸透しております。 
  
社会で暮らし、生活をしておられる方々は皆平等でなければなりません。 
人として人生を過ごして行くことは皆同じでなければなりません。 
  
今後も、利用者が生活をする中で、支援やサポートを求められた時は、制度・制度 
外に関わらず知恵を駆使していきたいと考えます。  
社会福祉法人菊愛会は地域社会でのバックアップ力や、総合力を活かし、更なる住み良
い地域・福祉社会を形にしていきますのでよろしくお願い致します。 

 一瞬間でも 
   当たり前の普通 
         をめざして 
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【 理事長より 】  
今回の熊本地震による被害で、当法人の各事業所においても多大な被害を受けた。
全国各地の方々より多くの支援物資・人的支援・見舞金などの応援を頂いた事に 
深く感謝し、一日でも早い復興を法人職員一丸となって目指して欲しい。 

平成27年度事業計画についての法人全体会議を平成28年6月16日に行いました。 
最上理事長より平成28年熊本地震の影響や社会福祉法人に求められていること、社会福祉・社会保障に関する政策・動向
などについて報告がありました。 
その後、総務部より法人および各事業所の決算報告があり、それぞれの事業所より平成27年度の事業報告として「取り組
みの成果」や「課題」などについて発表がありました。 
将来を見据えた事業所の整備・展開に向けて、地域福祉が更に充実したものとなるように取り組みを進めていきます。 

法人全体会議【平成28年度事業計画】 平成28年3月29日(火) 19：00～22：00 
菊池市文化会館 小ホール 

 

1. 社会福祉法人制度改革に対しての取り組みの継続 
2. 「地方創生」の中での基本的な考え 
3. 社会福祉法人菊愛会における施設整備中長期計画 

平成28年度事業計画についての法人全体会議を平成28年3月29日に行いました。 
最上理事長より平成28年度法人運営方針と各事業分野ごとの重点テーマについて説明がありました。 
その後、それぞれの事業所より平成28年度の事業計画についてスクリーンを使用しての説明がありました。 
計画の実行と責務の遂行に向け、事業所目標や重点的取り組みを明確にし全職員が一丸となって取り組んでまいります。 

各事業所の平成28年度事業計画について、事業所紹介ページに記載しておりますのでご覧ください。 
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平成28年6月16日(木) 19：00～22：00 
菊池市文化会館 小ホール 

平成28年度 社会福祉法人 菊愛会 運営方針 

法人全体会議【平成27年度事業報告】 

各事業所からの発表の様子 

総務部からの決算報告の様子 



  平成28年度事業計画について 

   平成28年1月～4月の行事・イベント 

【事業所目標】 
 「権利擁護とより良い支援・サービスの提供」 
   各関係法令のもと、利用者の方の権利擁護・主体性を重視し、選択肢のあるサービスの 
   場を提供するとともに、職員一人ひとりが創意・工夫・責任ある支援を目指します。 
 
平成28年度の重点的な取組み 
・施設整備中長期計画（移設）について 
 設計士を招いての勉強会や利用者と御家族へのアンケートを行い、先を見越した「住まいの 
 場」を検討します。 
・第三者評価に向けて 
 福祉職員としての意識向上への取り組みや、事業所運営やサービス提供のプロセスにおける  
 個別支援計画についての考え方の協議など、質の向上に向けて「わらびのリノベイション」 
 を図ります。 
・H28年度法人アンケートの結果を受け、最優先に取り組む課題としてOJTに取り組みます。 

ビリーブ班旅行 
3月10～11日 

花見 
4月7日 

  平成28年5月～9月の予定表 

日 程 予 定 

7月 きらめき大会 

9月3日 納涼祭 

別府へ旅行、 
楽しかったです 

毎年恒例のお花見 
 

あいにくの天気で室内での活動となりました。 
お弁当美味しかったです。 

傘寿の祝い 
80歳おめでとう
3月8日 

～施設入所支援事業とは～ 
 施設に入所する障害のある方に対し、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に 
 関する相談及び助言、その他の必要な日常生活上の支援を行います。 
～短期入所事業とは～ 
 居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、短期間の入所を必要とする障害のある方に対し、 
 入浴、排せつ及び食事その他の必要な保護を行います。 

〒861-1682    
熊本県菊池市重味2380-7 
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新年度の取り組み 
4月の熊本地震による影響にて当事業所も災害に見舞われました。ライフラインの断絶による支
援のあり方や対処方法、何よりも入居者の皆さんの心理的な不安からくる言動や行動がありまし
た。非常時での学びも多く災害に備えて日常の備えの大切さを痛感し準備していこうと思います。 
平成28年度の基本方針と取り組みは、昨年度を引き継ぎ各係に於いて計画に沿った支援を行い、
重度高齢化に伴う支援の重視と事業所のブランド化を目指してまいります。 
 

1月 初詣 
新年を向かえ 
初詣に出かけました。 
本年も宜しくお願いします。 

活動・イベント紹介 
平成28年の祈願をしに近くの神社へ参拝に行きました。２月は、
調理実習を行い各グループに分かれて好きな“鍋料理”を作って
皆でいただきました。3月は、桜の花見を行いました。広い公園に
行ってぽかぽかの天気に恵まれ体を動かして花見弁当を食べま
した。4月は、地震の影響で避難生活になりました。 
 

2月 調理実習 

3月 花見 

～共同生活援助（グループホーム）とは～  
  グループホームとは、障害のある方に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で 相談、入浴、 
  排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助・支援を受けながら、地域のアパート、マンション、 
  一戸建て等で生活する居住の場を言います。入所施設と比べると規模が小さく、数人で暮す生活の場です。 

地域生活支援事業所 
〒861-1324    

熊本県菊池市野間口488-13   
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日付 行事予定 

6月 調理実習 
（アンケートにより実施） 

7月 そうめん流し 

8月 菊池夏まつりへの参加 

9月 同心会による｢馬追い｣ 



～ 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。 

 
 

〒861-1306  
熊本県菊池市大琳寺288-2 

行 事 予 定 

７月 ラーメンの日 ８月 かき氷作り ９月 お誕生日会 

行 事 ・ 活 動 紹 介 

９ 

平成28年度事業計画について 

1月は迫水小学校グラウンドで “ どんどや ” を行いました。 
皆さん火の勢いにびっくりしながらも楽しんでおられ、 
おにぎりと豚汁を美味しそうに食べられていました。 
他事業所の方々にも参加していただき、 
とても盛り上がりました。 

2月は毎年恒例の豆まきとバレンタインデー 
のチョコレート作りを行いました。 
3月は１０月～3月までの利用者の方の 
お誕生日会を行いました。 

4月は作業工賃の支払を行った後、 
南阿蘇でそば打ち体験とイチゴ狩りを楽しんできました。 
自分で打ったそばは格別！！ 
イチゴ狩りもおなかいっぱい食べることができ最高でした～！！ 

【 基 本 方 針 】 
    基本的人権を尊重しながら、一人一人が持つ個性や特徴を重視し、日中生活の中で主体性を尊重した支援、 
    サービスの質の向上を目指し、利用者さんや家族の方の意向に配慮しながら楽しみのある活動を提供します。 
    特に「意思決定支援」と「合理的配慮」を支援の柱として、利用者さん及びご家族の満足度の向上や地域に根ざし、 
    地域に貢献できる事業所となるよう積極的な地域福祉に務めます。 
 

≪ 重点目標 ≫  

    ○ 利用者さんへのコミュニケーションスキル向上 
    ○ 経費の節約 
    ○ 資格取得の推進 
    ○ 事業所の中長期計画作成 
    ○ 強度行動障害への対応（継続） 
 

≪ 将来を見据えた取組み ≫ 
    社会福祉士等の国家資格を持った職員を始め、たんの吸引等の研修終了者（第３号研修）や強度行動障害支援を 
    中心に勉強・経験を積んだ職員を配置し、「重度高齢化」を見据えた取り組みを実施しています。 
    今後は「介護保険」の勉強を強化していきます。 
 

≪ 事業所の強み ≫ 
    事業所開設してまだ３年ですが、色々な活動に挑戦し農作業・陶芸・創作などその他様々な活動を提供しており、 
    利用者の方が毎日飽きることなく、笑顔いっぱいに活動へ参加していただけるような職員のフットワークの軽さや 
    柔軟性が一番の強みです。 
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・現在、65歳以上の利用者の方が3名利用され、今後
介護保険利用への変更が予測される。今後、「どのよ
うに過ごすのか」、「将来的にどうするのか」を家族
や関係機関と連携を取りながら前向きに取り組む。 
・支援学校や行政との連携を密にしながら、さらなる
利用者受入を行う。 

平成28年事業計画 

日程 予定 

５月 調理実習等 

６月 ３Ｂ体操、七夕装飾制作等 

3月は一本松公園に 
お花見に行きました。 

桜の下で食べるお弁当は
とても格別でした。 

 2月は恒例の豆まきを

しました。鬼に扮した職
員に豆を投げ、とても楽
しそうでした。 

～ 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。 

  

〒861-1331  
熊本県菊池市隈府473-15 
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・年齢層がバラバラな為、統一した支援は出来ない状況だが、
利用者の健康・情緒の様子観察を行い、支援していきます。 
・体調管理・身だしなみが不十分なところが見受けられたら、
その都度対応していきます。 
・現在の利用状況として在宅の方よりグループホーム利用の方
が利用される割合が多いです。日中の活動内容をもっと濃いも
のを考え、関係機関と連絡を取り合い在宅の方の利用を増やし
ていきたいと考えています。 

平成28年度事業計画 

日程 予定 

5月 カラオケ、調理実習、ドライブ 

6月 スポーツ体験等 

カドリードミニオンに行って
いきました。熊の大きさにみ
なさん驚いておられました。 

いちご狩りに行きました。 

みなさん、いちご狩りを楽しまれ、美
味しそうに食べられていました。 

桜マラソンのイベントに参加しました。
皆さん、楽しそうに参加されていました。 

行事予定 

～ 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。 

  

〒861-1331  
熊本県菊池市 

野間口488-13 
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  生計困難者レスキュー事業 
～ 生計困難者レスキュー事業とは ～ 
  社会福祉法人の社会貢献活動として、生計困難者への心理的不安の軽減や公的な制度やサービス等への 
  橋渡しを行う事を目的として、生計困難者に対する相談・支援事業を実施します。 
  生計困難者が公的な制度やサービスなどを受けられるようになるまでの間、必要に応じて生活必需品の給付、 
  一時的な住まいや食事の提供などの経済的援助を行います。 

 

〒861-1331  
熊本県菊池市隈府469-10 

１２ 

生活困難者レスキュー事業では、 

同事業を実施している菊池市の３法人と山鹿市の１法人の 

コミュニティソーシャルワーカーで1ヶ月に1回の勉強会や 

事例検討を行なっています。 

今後も継続的にコミュニティソーシャルワーカー同士の 

スキル向上と圏域での支援の統一性を図っていけたらと 

考えています。 

【平成２８年３月１５日（火）での会議風景）】 

～ 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。 

コミュニティはうす明日  
 

〒861-1331  
熊本県菊池市隈府469-10 

 
 

 平成２８年度は、継続サービス利用支援（モニタリング）の在り方と計画相談の質が問わ

れます。相談支援専門員のスキルアップの向上を目指し事業部内での研修や外部研修に参加

することで相談の質を高めます。法人内スキルアップ研修として、障害者総合支援法施行３

年後の施行状態を踏まえた研修会の開催を予定しています。 

 また、平成２８年度からは、新しい取組みとして、スーパービジョンを取り入れながら困

難事例や新規相談対応について相談支援専門員としての振り返る時間を毎週月曜日に設け、

スキルアップにつなげます。  

相談支援員 中村 幸寿 

障がい者サポートホームわらびより異動してきました。人財としてのスキル

アップを目指し、目標は地域の顔となれるように頑張っていきたいと思います。 

よろしくお願いします！！ 
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～障害者就業・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就業面及び生活面の一体的な相談支援を行います。  

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 
 

１３ 

 
         

★平成28年度がまだす事業計画★ 
〇重点的な取り組み 

① 定着支援 

  障がいのある方が働き続けていく為に、就職後のフォローアップとして必要な関係機関のコーディ
ネートを行ない定着を強化する。又、平成27年度から全国20センターに配置された「主任職場定着支
援担当者」が今年度からがまだすにも配置され、就職された方の定着支援を今後強化していく。 

主任職場定着支援担当者とは・・・ 
障がい者を雇用する企業等から、雇用管理についての相談を受け助言を行ない、必要に応じて支援策に対応した他の支
援機関等とのコーディネートを行なう。また、相談内容から職場定着が困難な事例等の問題の所在を特定し必要に応じ
て職場定着支援を行なう。圏域内のジョブコーチや各センターの職場定着支援に関する相談に応じ助言を行なう。 

 

 ② 各地域の自立支援協議会就労支援部会の活性化 

  地域の自立支援協議会就労支援部会の活性化に向け、「就職面接会」「施設外就労の取り組み強化」
や他県での進んだ取り組み等を参考にし、地域の商工会や企業も巻き込んでこれまでにない取り組み
を行なう。 

③ 発達障がい・精神障がい者の対応強化 

 発達障がい・精神障がい者への支援に役立つ研修等に積極的に参加し、支援のノウハウを構築する。 

今年度数値目標 
〇支援対象障害者数・・500名   〇相談支援件数・・5000件    〇就職件数・・50件 
〇職業準備訓練及び職場実習のあっせん件数・・40件    〇定着率（就職1年後）・・60％ 

★平成27年度がまだす連絡会議★ 
  

2月26日（金）泗水公民館にて 有朋の館にてがまだす連絡会議を開催しました。 
行政・医療・学校・福祉関係機関より出席いただき、がまだすの平成27年度実施状況報告と 

ハローワーク菊池 前田淳子様より「障害のある方の雇用状況について」最近の雇用状況の集計や、雇
用関係助成金についての講話、不二精密工業株式会社 代表取締役 
 社長 杉田不二男様より、実際、障害者雇用をされている中で、 
雇用に対しての取り組みや雇用に対するメリット、雇用している中 
での実際の困り事や支援機関への要望等をお話しいただきました。 
また、がまだすのスタッフより事例報告の発表をおこないました。 

今年度より、 
『主任職場定着支援担当者』
として1名配置されました、 
赤星宗昌です。 
宜しくお願いします！！ 6月：在職者交流会 

就業支援ネットワーク会議 

 

（菊池・鹿本地域） 

9月：えがおの会 
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  自殺対策シンポジウム「生き易い社会に、変える。」 

平成２８年２月７日（日） 

  
熊本県弁護士会が主催する自殺対策シンポジウムが開催され、 
自殺企図者の現実の姿とその背景事情について、 
熊本医療センターの橋本先生、向陽台病院の横田先生、 
人吉市消費生活センター森氏、菊愛会の原川で 
パネルディスカッションを行いました。 
「生き易い社会に、変える」を表題に、それぞれの立場から、 
自分たちに何ができ、どう社会を作っていきたいかを議論し、 
今後の生活困窮者支援に活かされるとても有意義な時間となりました。 

１４ 

 熊本県自立支援プラン推進事業（就労準備支援事業） 

 菊池市くらしサポートセンター 
 山鹿市生活自立相談 
 大津町福祉サポートセンター 
～ 生活困窮者自立支援事業とは ～ 
【 自立相談支援事業 】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を実施します。 
【 就労準備支援事業 】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。 

 

〒861-1331  
熊本県菊池市隈府469-10 

平成２８年２月２４～２５日の２日間にわたり、地域交流ホーム「つどいなっせ」にて合宿型就労体験を行いました。 
菊愛会事業所の協力のもと、3名の参加者とともに就労体験（パン作り、清掃、農作業）を実施しました。 
参加者の皆さん一生懸命に取り組んでいただき、なによりも作業中の光る汗と楽しそうな笑顔が印象的でした。 

1日目（2/24） 2日目（2/25）

11:20 コムサール集合 7:00 起床

11:30 現地到着 7：00～7：30 周辺散策

7：30～8：30 朝食

8：30～9：00 準備

12：00～13：00 昼食（休憩） 9：00～11：00 就労体験（旅館内清掃等）

13：00～13：50 セミナー（友尻先生） 11：00～12：00 就労体験（パン作り体験）

13：50～14：00 休憩 12：00～13：00 昼食

14：00～14：50 セミナー（友尻先生） 13：00～15：00 就労体験（農作業）

14：50～15：00 休憩 15：00～15：30 振り返り

15：00～16：00 買物 15:30 解散

16：00～17：30 温泉入浴

17：30～18：30 夕食準備

18：30～19：30 夕食

19：30～20：30 リクリエーション

20：30～21：30 自由時間

21:30 就寝

オリエンテーション
挨拶・施設説明

11：30～12：00

☆準備しておくもの
　１．弁当
　２．着替え（必要な方は寝間着）
　３．タオル
　４．保険証
　５．その他個人で必要なもの

菊池合宿スケジュール（宿泊）

「 合宿型就労体験 」 
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１５ 

～就労継続支援Ａ型（雇用型）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し、 
 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います。 

        清 流 荘 〒861-1331  
熊本県菊池市隈府1587-17 

 
 

清流荘 電話番号 
  ホームページ 

0968-24-2155 
www.seiryuusou.com 

～就労移行支援とは～ 
 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います。 

～就労継続支援Ｂ型（非雇用型）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を行います。 

〒861-1331 
熊本県菊池市隈府469-10 

 
 

【平成28年度事業所計画について】 
・利用者の方との１対１のミーティングを継続して行い、 
 仕事と生活面での精神的なフォローを行っていく。 
・各関係機関とも密に連携を図り、見学や実習等の受け入れ 
 や、一般就労への移行の実績づくりを積極的に行う。 
 
旅館業、家族風呂 
・新規プラン・メニューの開発に着手し、部屋稼働率・新規 
 顧客の獲得に努める。 
・５Ｓ（整理・整頓・清潔・清掃・習慣）をより徹底させて 
 いく事と売店（販売商品）の充実を行う。 
  
短期入所事業 
・年間利用率の維持向上を図る。 
・重度・高齢の利用者の方の受け入れの為にもスキル向上を 
 目指す。 
・今後の女性利用者増の場合を想定し、女性職員の配置を検討 
 する。 
・短期入所事業（Ａ型を含む）パンフレット作成を行う。 

【清流荘の予定表】 
・防災訓練の実施 
・梅雨前の清掃 
・利用者&職員合同会議 

理事長に協力して頂き看板等 
リニューアルを致しました。 

【平成28年度事業所計画】 
 
 自立した生活を実現できる様、工賃・賃金向上を進める。ま
た、就労定着に向けた支援強化の取り組みを進めていく。 
 
就労移行支援事業所 
・就労アセスメント事業の拡大 
・就労定着支援の強化 
・児童との連携 

親子で職業体験が出来る場を提供してき、保護者の方には
就労に対しての「情報」、児童に対しては「経験」を積んでいた
だければと考えています 
 
就労継続Ｂ型事業所 
・農福連携 

事業間交流を行い、児童や生活介護事業所の利用者などと
一緒に田植えなど農業を通じて皆が親しめるイベントを企画
する。菊池市のブランド推進課とも連携し地域創生に向けて
の取り組みも実施していく。 
  

 毎年行っている田植えの準備を始めま
した。 
 農福連携、事業所間交流等今年は目標
を定めて行っていきたいと思います。 
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～共同生活援助（グループホーム）とは～  
 グループホームとは、障害のある方に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で 相談、入浴、排せつ 
 または食事の介護、その他の日常生活上の援助・支援を受けながら、地域のアパート、マンション、一戸建て等で 
 生活する居住の場を言います。入所施設と比べると規模が小さく、数人で暮す生活の場です。 

 

  〒861-1331  
熊本県菊池市隈府315  

１６ 

行 事 

☺イズム新年会 

 地域生活支援事業所イズムでは、スタッフ1人1人が法人職員の
一員であり、事業所は1つのチームであることを常に意識し、サー
ビスを提供していく。 
 また、法人の運営方針の1つである、「働きがいとゆとりある職
場づくり」プラス事業所目標である「1日1  」を実践し、法人理
念の元、スタッフの柔軟かつ的確なサポートの中、入居者が『自
己選択・決定が可能な環境ステージに立つことのあたりまえ』を
実現をする。 

平成28年度 事業計画について 

予 定 

5月  
日帰り旅行 

8月  
日帰り旅行 

6月  
1泊旅行 

今年も盛り上がりました新年会！！ 
豪華賞品getして、今年も頑張るぞっ！！ 

☺日帰り旅行（佐賀県呼子） 

☺E-girlsグッズと俺 イカ食べに行って…イカ
の写真なしっっ(ー_ー)!! 

ヤッター★★
同じホームの
お友達が、 
E-girlsライ
ブでグッズを
買ってきてく
れた！ 
テンション
MAXで仕事
へgo!(^^)! 
 

7月  
日帰り旅行 

9月  
イズムキャンプ 
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日付 行事予定 

5月 
プロ野球観戦・大宰府天満宮・
スペースワールド 

6月 片岡劇場・温泉・映画 

7月 猿回し劇場・ボウリング・温泉 

8月 ボーリング・カラオケ・映画 

 
 

「新年度事業所の計画や取り組み｣について 
 
へるぷねっとでは【利用者の自立と社会参加の促進】【人権
侵害のない組織と支援体制作り】を平成28年度の基本方針
としています。                              
法施行後の対応といたしましては、新たな地域生活の展開と
して「本人が望む地域生活の実現」「常時介護を必要とする
者への対応」等、地域生活・地域移行の支援に対する課題へ
の対応を行っていきます。 
 
 

レストランで注文待ち。 
買い物をとても楽しみにされてい
て、二人ともとても楽しそうでした。 

自分の順番が来るまでは 
談笑されてました！ 

野球観戦 
藤崎台球場にプロ野球観戦に！ 試合を真剣に観戦中！ 

応援していた球団が勝って、 
試合終了と同時に沢山の風船が 
飛ばされていました！ 

くまモンも応援に駆け付けてま
した！ 

ストライクをとって、いい笑顔！ ボウリングで沢山ストライク
やスペアを取られてました 

カラオケ 
みんなでカラオケに！熱唱中！ 

居宅介護事業  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) 

 

     〒861-1331  
   熊本県菊池市 
      隈府494-16 ２F  
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児童発達支援センター  保育所等訪問支援事業  放課後等デイサービス事業  日中一時支援事業 

  

     〒861-1331  
   熊本県菊池市隈府110-4 

日付 行事予定       

６月 
リンクデイ 
森の子プログラム 

７月 心温の日 

８月 
心温の日 
森の子プログラム 

９月 リンクデイ 

平成２８年度事業計画について   
   
【 事業所基本方針 】    

  
   「 輝く子どもの瞳、夢と希望にあふれる未来を笑顔でつなげ 」 
     
【 重点的な取り組み 】    

  

① 平成２７年度の実績や課題を整理し、積極的な改善に努めます。    
 （事業所アンケートを基に）    
② 職員一人ひとりの強みを強化できるよう自己研鑽に努めます。 
 （専門性、サービスの質の向上）    
③ 児童福祉法の一部を改正する法律案の事項や地域のニーズに 
  対応できるような新たなサービスを検討します。 
④ 菊池圏域の事業所に向けに、スキルアップ研修を開催します。 
 （児童発達支援センターとしての機能向上）   
⑤ 啓発運動。（フォーラムの開催）   
   
【 将来を見据えた取り組み 】    

・成人期の移行を見据え、法人内の事業所との連携を深めていきなが 
 ら、仕事体験プログラムやご家族向けに障がい者総合支援法等の情 
 報発信に努めます。     

３月にミルク牧場へ行きました。ポニー乗馬やバター作り、初めて
の経験で緊張する事もあったけどみんな笑顔で活動できまし
た！！３月で卒業する子どもさんは最後の思いで作りになりました。
  

日中一時支援事業 

  放課後等デイサービス事業 

１８ 

３月に日中一時支援でアスパスケート場へ行きました。今回は
保護者の方も一緒にスケート体験をして頂きました。最初は怖
くて手すりを持って滑っていた子どもさんも慣れてくると、すい
すいと一人で滑る事が出来ていました。冬のスポーツをみんな
で楽しめて良かったです。 
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      児童発達支援事業         放課後等デイサービス事業     

 
 

〒869-1115  

熊本県菊池郡菊陽町 
沖野4丁目18-48 

１９ 

【事業所基本方針】 

輝く子どもの瞳、夢と希望にあふれる未来を笑顔でつなげ 

●支援内容 
①家庭に近い環境に合わせた療育プログラム 
 食事、歯磨き、排せつ、着脱、入浴、洗面、掃除、洗
濯、料理、片付け、身支度、持ち物や金銭管理、性や健
康についての学習、PC操作等、一般的にはご家族の方
と家庭の中で覚えていく内容（将来、身に付けておきた
いプログラム）をそれぞれの療育の中で、子どもさんの
個性に合わせ学び、将来を見据えた生活に繋がるよう療
育プログラムを設定する。 
 
②個別療育を用いた小集団療育（親子） 
 日常生活や家庭の中での困り感に目を向けながら、特
性に応じた療育に心がけ、関わり方について一緒に取り
組む。 
 
③社会性、コミュニケーション 
 活動を通し、親子や友だち間での意思疎通、心の通い
合い等を学ぶ場を設定する。 

 ●所在地 
    熊本県菊池郡菊陽町沖野4丁目18－48 
 

 ●連絡先 
    TEL FAX ： 096-232-8325 
    携帯    ： 080-2739-8155 
 

 ●サービス提供時間 
     9:00 ～ 17:00 
     
    ・児童発達支援事業 → 9:00～12:00 
    ・放課後等デイサービス 
                →13:00～17:00 

 ●営業日 
     月曜から金曜日まで 
 

 ●定員 
     10名  

え み っ こ 
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～ 生活困窮者自立支援事業（子どもの学習援助事業）とは ～ 
 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。 
 また調理実習、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。 
 熊本県生活困窮者自立支援プラン推進事業（子どもの学習援助事業）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 

 

 

【 県北事務所 】 

       〒861-1331 
熊本県菊池市隈府110-4 

【 県南事務所 】 
〒866-0051 八代市麦島東町9-7-3-C 

２０ 

 公民館などの公共施設で学校の終わった夕方の時間帯に教室を開設しています。 
 学習は、1対1または個別学習形式中心とし、法人所属の教育支援員だけでなく、教員

を目指している大学生や教えた経験のある一般の方にも学習支援員として協力しても
らい、子ども達それぞれの力にあわせた学習ができるようにしています。 

 

学習支援 

              
 １月末から３月までに入学試験が行われるため、受
験生は試験に向けて最後の仕上げに取り組みました。 
また、そのほかの子ども達も学年末のまとめを一生
懸命進めました。 
 平成２７年度は、中学３年生と高校３年生あわせて
１６名の子ども達が進学、就職に向けて頑張り、それ
ぞれ新たな道を歩み始めました。 
 
 
                     
 
 
 
 
                                             

調理実習 

職場体験 

作業体験 

生活支援 

平成２８年度菊池圏域地域療育センター事業 
 
 ○療育相談員設置事業 
             
 ○地域療育等支援事業（三事業） 
・在宅支援訪問療育等指導事業 
家庭訪問や園・学校の場を借りて各種の相談や支援を行っていく。 
・在宅支援外来療育等指導事業 
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
要に応じ随時相談を受けていく。 
・施設支援一般指導事業 
保育園・幼稚園・学校や療育施設等の担当者と連携を図りながら、集団
での子どもの困り感を探りだし、支援方法を考えていく。 

 

2月：発達障がいについて
の学習会の参加は、療育
事業所のスタッフさんが
多かったです。 

平成２８年１月～４月 ２月：菊陽町にて第４回 圏域療育
事業所スキルアップ研修会を行い
ました。上益城地域療育相談員の
尾道幸子先生にご講話いただき、
療育の原点、親子に寄り添うという
ことを今一度確認することが出来ま
した 

-学習会予定（５月～９月）- 

５月 
・就学について 
６月 
・関わり方講座 
・お父さんとの音楽療法 
７月 
・発達障がいについて 
９月 
・先輩お母さんの体験談 

 

夏休みや冬休み期間を利用して、調理実習や職場体験、作業体
験などを行い、社会性や食に関する知識など「生きる力」を伸ば
していきます。 
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２１ 

～企業内託児所とは～ 
 企業内または事業所の近辺に用意された、育児中の従業員向けの託児施設のことです。 
 小さなお子様を育てながら働く従業員が安心して働けるようにすることが目的であり、産後のお母さんも 
 比較的早く職場に復帰でき、子どもが比較的小さなうちから育児と仕事の両立を図ることができます。 

  〒861-1331  
熊本県菊池市隈府469-10   

 ４月から幼稚園に行く子の卒園式をしました。２年間の思
い出がたくさんつまった思い出のDVDを鑑賞したあとは、
卒園証書を送りました。   
 最初のころは泣いて部屋に入ろうとしなかったけれど、今
では名前を呼ぶと大きなこえで「はいっ！」と、返事をして
くれて、ときどき甘えん坊だけど年下の子どものお世話を
焼いてくれるしっかりものになりました。 
  
幼稚園に行っても楽しく元気にお友達とあそんでね！ 

まーちゃん大きくなったね＾０＾ 

  
○安心して過ごす。 
○基本的習慣を身に着け、自分でしようとする。 
○気持ちや思いを言葉で表現したり、友だちや保育者とやり取りしたりする。 
○室内や戸外で体を動かして遊ぶことを楽しむ。 

  
○子ども一人一人の育ちや願いを大切にし、思いを受け止めていく。 
○日常生活の中のさまざまなことに子どもが目を向け、発見するきっかけを作ったり、発見に共              
感したりする 
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～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 

 

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

２２ 

6月 7月 8月 9月 

父の日 七夕 そうめん流し こすもす荘納涼祭 

室内オリンピック 盆供養 すいか割り 敬老会 

誕生会 誕生会 誕生会 誕生会 

ご利用者一人ひとりの権利を尊重し、心身ともに健康で活力にあふれた生活を目指し、ご利用者の皆さんが
自身でできることは、なるべく自分で行うことを基本に自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するた
めに必要な支援を行います。 
なお、施設運営面では、責任を持った経営を基本とし、経営分析や必要な検証・改善を行い、業務の効率
化・経営の安定を図ります。 

こすもす荘では以下の基本方針・重点項目のもと、ご利用者様の支援・高齢者サービスの提供を行っていきます。 

＊介護予防体操やレクリエー 
 ション、認知症予防の各種療 
 法等、様々なメニューを用意 
 することで選択の機会を多く 
 設け、（介護予防の視点か 
 ら）ご利用者自身が興味のも 
 てる分野に楽しく参加できる 
 ようにします。 

＊職員のさらなる支援の資質の向上 
＊重度化・高齢化による多様性に柔 
 軟に対応できるような人材の育成 
＊各職種がチームとして支援にあた 
 ることにより、より良い支援や 
 サービス提供に努めていきます。 
＊定期的な施設内研修会の実施 
 これらにより、職員間の信頼関係・ 
連携を強化し全員でサポートし合える 
職場作り、組織形成を行っていきます。 

＊地域の社会資源として活用して 
いただけるよう施設の開放を行う 
＊施設行事を通して気軽に来荘し 
 ていただき交流を深められるこ 
 とが出来る仕組みづくりの構築 
＊年に一度地域合同防災訓練を開 
 催し、近隣住民の方との相互協 
 力を図る 
＊ショートステイの受け入れサー 
 ビスの取り組み実施 

＊行政と連携し適正な利用率 
 の管理に努め、安定的な措 
 置費収入の確保を目指します。 
＊サービスの向上を目指しつつ 
 全職員が経費削減の大切さを 
 理解し意識的に取り組むこと 
 で、安定的な経営を目指して 
 いきます。 
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～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 

    〒861-1308  
    熊本県菊池市亘91   

２３ 

６月 ７月 ８月 ９月 

一日旅行 七夕祭り そうめん流し ふじのわ荘納涼祭 

誕生会 誕生会 誕生会 敬老会 

誕生会 

平成２８年度事業計画 
 ご利用者様の特性に配慮しつつ安全でかつ衛生的な入所生活を提供し、ご利用者様の
自立性を尊重した支援を行っていきます。また、心豊かで楽しく明るい施設の利用がで
き相談機能の充実、余暇、趣味活動の援助や疾病・災害等の緊急時の対応に万全を期す
ることを目的に支援していきます。 

（１）認知症・介護予防への取り組み（回想法・園芸療法） 
過去の懐かしい思い出を語り合ったり、誰かに話したりすることで脳が刺激  

され、精神の安定に結び付けることを目的とし、認知機能の改善やご利用者様との    
コミュニケーションのツールとして活用していきます。 

（２）生活に潤いを持ち生活が送れるよう支援します。 
ご利用者様がこれまでの経験と知識を生かしていただき野菜等の栽培～販売まで行い
収益の一部を還元し自立促進を目指す伴走型支援を充実します。 

（３）スタッフの資質向上とチームワーク力強化 
定期的に施設内研修会を実施し連携の重要性と個々人がサポートしあえるような職場
環境つくりに努めます。     

（４）リスクマネジメント機能の強化 
委員会を中心にＰＤＣＡサイクル（分析・立案・実施・評価）を行いながら 様々な
危機管理に対する意識強化に努めていきます。     
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～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・食事などの生活全般にわたる援助を行ないます。 

～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。 

 

  〒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 

 

 

２４ 

  

昨年の介護保険制度改正に伴い、『制度改正』『仕組みづくり（地域包括ケアシステムの構築）』『市町村の
機能強化（地域支援事業の再編と地域住民の生活支援サービス主体的参加の仕組みづくり等）』の3つに整理さ

れ1年が経過し、菊池圏域でも平成28年4月より介護予防・日常生活支援総合事業が始動しております。 

 ◆制度改正の3つの目玉として◆ 

①要支援１・２の対象者について介護保険給付から訪問介護と通所介護を外し対応するサービスについて地域支援事業を
再編成。 
②個別サービスにおいては通所介護の機能改革、定員10人以下の小規模型については地域密着型へ。 
③特別養護老人ホームの入所対象者を原則要介護3以上へ。 

『①の要支援１・２の軽度者について訪問介護・通所介護の予防給付から除外について』 
 介護予防サービスの利用者は通所と訪問のご利用が過半数を占めており内容としては通所は機能訓練、訪問は買い物が中
心となっています。 
 全国平均で介護予防の利用者は全体の約30％、そのうち半数以上の方が利用されている訪問介護と通所介護が本体給付か
ら外されることになります。 
 これまで訪問介護や通所介護を利用されておられた方々への対応が極めて重要な課題となります。 
 ゆめぷらんにおいては、今年度の取組強化事項の一つである、4月からスタートした『新しい総合事業』に関して、ご利
用者のニーズ・満足度等を注視し本人を中心に行政・関係機関等と更なる連携強化に努めて参ります。 

平成28年度事業計画について 

【事業所目標】 
  ・サービスの質の向上〈介護ニーズの把握・ヘルパーの質の向上〉 
  ・サービス統一の徹底確立〈訪問介護計画書の徹底・スタッフ間の連絡〉 
 
【新しい取り組み】 
  ・総合事業への対応「訪問型サービス」への対応 
   高齢者の地域での生活実態の現状と安心して暮らし続けられるために、何を希望 
  されておられるのかを、お一人お一人へのサポートを通して寄り添いながら伺うこと 
  が出来る体制整備を行います。 
 
【重点的課題】 
  ・利用者拡大とスタッフの増員（利用者の確保・ホームヘルパーの増員） 
   関係機関との連携強化については在宅相談（居宅介護支援事業所や近隣の居住 
  施設等）を昨年同様、継続的に定期訪問し、地域に根差した事業所展開を図り利用 
  登録へ繋げられる更なる活動を行います。 
   たまゆらは『情報の収集と的確なプラン作成』をキーワードに28年度取り組んで 
  参ります。 

管理者         小柳 美智子   

サービス提供責任者   大島 優香 

            福地 利恵 

平成28年度事業計画について 

■ 事業所行事・活動紹介 （福）菊愛会 広報誌「ぽっとまむ」 Vol.1２  
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障がい者サポートホームわらび 

生活介護事業所 すまいる 

熊本県生活困窮者自立支援プラン推進事業 
（就労準備支援事業） 

就労支援センター かもん・ゆ～す 

養護老人ホーム ふじのわ荘 

在宅支援センター へるぷねっと 

高本 道代 
趣味 ドライブ 
一日も早く、顔と名前を覚
えられるように頑張ります 

小田 歩美 
趣味 音楽鑑賞 
初めての事ばかりですが 
自慢の笑顔で頑張ります 

城 良子 
趣味 読書 ゲーム 
初めての分野ですがしっか
り勉強し頑張ります 

竹村 英士 
趣味 旅行 
一つ一つステップを踏んで
成長していけたらと思います 

中村 沙織 
趣味 買い物 
明るく元気に頑張ります 

杉山 亜友美 
趣味 トレッキング ＤＶＤ
一日でも早く菊愛会の一員
となれるよう努力します 

田中 宏和 
趣味 ゲーム 
対象者へ寄り添った支援を
心掛けていこうと思います 

俣山 敏晴 
趣味 野球 
これまでの経験を生かし努
力していきたいと思います 

加藤 龍二 
趣味 旅行 
利用者の目線に立った支援
を心掛けていきます 

渡邉 利二 
趣味 アマチュア無線 
とにかく一生懸命頑張りた
いと思います 

中原 浩一 
趣味 洗車 
利用者の方と思い出づくり
や楽しい時間を過ごせたら
と思います 

■ 特集２ 【 新人職員紹介 】 （福）菊愛会 広報誌「ぽっとまむ」 Vol.1２  



  
広報委員会として３年に渡り活動を行ってきて、広報誌「ぽっとまむ」の発行も12回目を迎えました。 
 PowerPointの使い方もよくわからない状態からの出発でしたが、それも今では随分と上達しました。 
 毎回、会議（テーマの決定・担当分け）を行い、各事業所のデータ収集・原稿作成・編集・取りまとめ・校正・最終確認・
発行・発送作業といった工程を、手作りで愛情を込めて作成しています。 
 各事業所が様々な活動や取り組みを行っており、その内容や雰囲気をいかにうまく伝えることができるかと毎回苦労しなが
らも、法人の“何”を伝えるべきか考えて取り組んでいます。 
 平成28年度は広報委員会の活動を全体的に見直し、より正確に・より具体的に・より魅力的に皆様に菊愛会を伝える活
動を行っていきます。 

 

メンバー紹介 

広報委員会の活動も“伝えること”を通して、職員確保の面へとステージアップしています。 

■ 広報委員会の取り組み （福）菊愛会 広報誌「ぽっとまむ」 Vol.1２  
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広報委員会の紹介 

佐藤 秀実 
趣味：マラソン 
ダンディ佐藤 

冨田 浩孝 
趣味：つり 
飲兵衛冨田 

久保 博美 
趣味：ダイエット 

しきりの博美 

稲田 誉久  
趣味：野球観戦 

メガネポイント 

濱崎 悠哲 
趣味：くるま 
飛ばし屋濱 

規矩 利英 
趣味：水泳 
ヘアーカット 

～ 編 集 後 記 ～ 
熊本地震により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。菊愛会の各事業所においても被害が大きかったところ、幸いにもそうでなかったところとあ
りました。今号では、特集として被災状況と全国の皆様に救援物資など心温まるご支援ををいただいた状況について感謝の意味も込めて掲載させていただ
きました。地震から２ヵ月半が経ち、少しずつ普段の生活をとり戻しつつあります。とはいえ、被害の大きかった地域においてはまだまだこれからというところ
もあります。一日も早い復旧・復興を心からお祈り申し上げます。 



事 業 所 一 覧 
事業部 実 施 事 業 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  
（0968） 

41-7805 
（0968） 

41-7020 

総 務 部 電算室 〒861-1331  熊本県菊池市隈府469-10 
（0968） 

41-7050 
（0968） 

41-7020 

施
設
事
業
部 

障
害
者
支
援 

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 

地域活動支援センター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） 

36-9752 

障
害
児
通
所
支
援
事
業
部 

児童発達支援センター 
保育所等訪問支援事業 
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 

放課後等デイサービス事業 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業所 輝なっせ 〒861-1331  熊本県菊池市隈府295-3 
（0968） 

24-5667 
（0968） 

24-5181 

児童発達支援事業  
放課後等デイサービス事業 

多機能型支援事業所 笑みっこ 〒869-1115  熊本県菊池郡菊陽町 
        沖野4丁目18-48 

（096） 
232-8325 

（096） 
232-8325 

在宅支援訪問療育等指導事業 
在宅支援外来療育等指導事業 
施設支援一般指導事業 

菊池圏域地域療育センター 〒861-1331  熊本県菊池市隈府110-4 
（0968） 

25-7688 
（0968） 

25-7688 

熊本県生活困窮者自立支援プラン 
推進事業（子どもの学習援助事業） 
【公益事業】 

ジョイスタ 

（県北事務所） 
〒861-1331  熊本県菊池市隈府110-4 
（県南事務所） 
〒866-0051  八代市麦島東町9-7-3-C 

（県北事務所） 
（0968） 

25-7688 
（県南担当携帯） 
080-8371-1312 

（県北事務所） 
（0968） 

25-7688 
（県南事務所） 
（0965） 

45-9267 

企業内託児所 りとる♡まむ 〒861-1331  熊本県菊池市隈府469-10 
（0968） 

41-7050 
（0968） 

41-7020 

事
業
部 

在
宅
支
援 

居宅介護･重度訪問介護･行動援護･
同行援護･移動支援事業 

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 
（0968） 

24-3152 
（0968） 

41-3336 

事
業
部 

就
労
支
援 

就労継続支援B型事業 
就労移行支援事業 

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型事業 
短期入所事業 

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 短期入所事業所  

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 

相談支援事業所 

コミュニティはうす明日 
〒861-1331  熊本県菊池市隈府469-10 

（0968） 
25-6601 

（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 

（0968） 
25-1899 

（0968） 
25-6602 

熊本県生活困窮者自立支援プラン 
推進事業（就労準備支援事業） 
【公益事業】 

熊本県生活困窮者自立支援ﾌﾟﾗﾝ 
推進事業（就労準備支援事業） 

（県北事務所） 
〒861-1331  熊本県菊池市隈府469-10 
（県南事務所） 
〒866-0051  八代市麦島東町9-7-3-C 

（県北事務所） 
（0968） 

41-7151 
(県南担当携帯） 
080-8350-8813 

（県北事務所） 
（0968） 

41-7577 
（県南事務所） 
（0965） 

45-9267 
八代市被保護者就労準備支援事業 
八代市生活困窮者就労準備支援事業 

八代市被保護者・生活困窮者 
就労準備支援事業 〒866-0051  八代市麦島東町9-7-3-C 

（担当携帯） 
080-8350-8813 

（0965） 
45-9267 

菊池市生活困窮者自立支援事業 
（自立相談支援事業）【公益事業】 

菊池市くらしサポートセンター 菊池市役所 健康福祉部 福祉課 窓口 
（0968） 

41-7151 
（0968） 

41-7577 

山鹿市生活困窮者自立相談支援事業 
【公益事業】 

山鹿市生活自立相談 山鹿市役所 福祉課 窓口 
（0968） 

41-7151 
（0968） 

41-7577 

大津町生活困窮者等相談事業 
【公益事業】 

大津町福祉サポートセンター 大津町役場 福祉課 窓口 
（0968） 

41-7151 
（0968） 

41-7577 

生計困難者レスキュー事業 生計困難者レスキュー事業 〒861-1331  熊本県菊池市隈府469-10 
（0968） 

41-7151 
（0968） 

41-7577 

事
業
部 

地
域
生
活
支
援 

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 

居宅介護支援事業 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 

   ホームページ ：http://www.warabigakuen.or.jp 

 メールアドレス：info@warabigakuen.or.jp 

【 発 行 】社会福祉法人 菊愛会  【 発行責任者 】理事長 最上 太一郎  【 編 集 】広報委員会  【 発行日 】平成28年6月30日（木）   
 

※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。 


