
『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。 



 

 「おはよう」と声をかけると、笑顔で返される人もいれば、顔を伏せられる人も・・・ 
対応は様々、来所される事でその日の体調等確認が出来ればいい方、誰か休んでる人 
がいれば「何かあったのか？調子が悪いのか？」を毎日心配しながら朝を迎えている、顔
をみると一安心です。 
 
 多様な障がい種別の方が利用されており、施設から地域へ、福祉から一般就労へと障
がい者を取り巻く環境も様変わりしている中でそれぞれが悩み不安を抱えながら一日一日
を一生懸命生きておられる。少しでもその不安を解消できるならと職員一同で話を聞くよ
うに心掛けてはいるがそれぞれライフスタイルも違いニーズも様々であり職員のスキルが
問われる日々である。 
 
 地域移行に関して、地域で暮らしていけるだけでは不十分、働くことを通じてどれだけ
地域に貢献できるか、障がいがあっても「出来るんだ」と自信を持つ事、認めてもらえるこ
とその事により初めて地域移行が達成できるのはと思い、法人理念である「感・共・和」を
意識しながら日々取り組んでいます。「出来ないでは終わらない、出来る事を見つける」こ
とで自信に繋げていく。 
 
 重度化・高齢化している中で金銭面での自立を進めることは、なかなか厳しい状況で
はあるが障がいのある方でも安心して暮らせる手伝いをさせてもらっている以上、少しでも
笑顔で日々の生活を送ってもらえるならばと・・・毎日みんなが共に「笑い声が響き渡る」
ような事業所であればと考えています。 

社会福祉法人 菊愛会 
就労支援センター かもん・ゆ～す 
センター長       安武 正和 
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就労支援の中で 



6月15日～17日、6月24日～26日に普通救命の包括である上級救命講習会を菊池
広域連合北消防署で受講しました。 
 突然死を防ぐために、心臓や呼吸が止まってしまった人に対する胸骨圧迫の仕方、
AEDの使い方また、口や喉に異物（食べ物など）が詰まった場合の処置方法、熱中
症に対する処置の方法等を習得しました。 

 救命のリレー  

意識確認 胸骨圧迫 乳児の胸骨圧迫 

【新規講習者：６０名 再講習者：５４名】 

人工呼吸 

心臓や呼吸が止まった人の治療はまさに１分１秒を争います。 
一人でも多くの市民が勇気を持って「何か一つ」でも行動に移し
救命の第１人者として、「救命のリレー」をスタートさせて下さい。 
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ワーク・ライフ・バランス

（WLB）とは 

 

 

内閣府男女共同参画会議の仕事と生

活の調和に関する専門調査会による

と、「老若男女の誰もが、仕事、家

庭生活、地域生活、個人の自己啓発

など、様々な活動について、自ら希

望するバランスで展開できる状態」

と定義されています。 

ワーク・ライフ・バランス 

     いい仕事しよう。 

     いい人生しよう。 

ご意見、ご要望等ありましたら
お聞かせください。 

以前お伝えしていました、社会福祉法人菊
愛会の取り組む、「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
の能力を十分に発揮できるようにする－仕事
と生活の調和推進プロジェクト」の、次の内
容を含めた一般事業主行動計画大綱を策定し
ました。 

 

 

計画期間 ： 
平成27年8月1日～平成30年3月31日 

●目標1  
男性職員に育児休業制度の周知を図り、取得の
ための啓発活動を行う 

●目標2  
子どもの出生時に、父親が取得できる休暇制度
の周知を図り利用促進のための啓発活動を行う  

●目標3  
小学校就学前の子を養育中の職員に、短時間勤
務制度の周知を図り利用促進のための啓発活動
を行う  

●目標4  
事業所内保育施設の利用促進を図る  

≪対策≫ 
●情報提供資料（パンフレット）の作成、配布 
 及びイントラネット等で周知し啓発活動を行う 
 
●管理職への利用促進のための周知 

企業内託児所 りとる♡まむ 
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■特集２ 【行動援護従業者養成研修】 

を開催しました。 

日 時：【第１日目】平成２７年６月２１日（日） ９時３０分～１８時３０分 
    【第２日目】平成２７年６月２７日（土） ９時３０分～１８時３０分 
    【第３日目】平成２７年６月２８日（日） ９時３０分～１８時３０分 

場 所：菊池市泗水公民館「有朋の館」 大研修室 

 厚生労働省の定める行動援護従業者養成研修に基づき、 
 熊本県行動援護従業者養成研修として、熊本県知事の指定を受け、 
 広範多岐にわたる福祉のニーズに対応した障害福祉サービスを 
 提供するために、必要な知識、技能を有する行動援護従業者を 
 養成するために本研修を開催しました。 
 
 熊本県内外より６１名の方に受講していただき、 
 ３日間で合計２４時間といったタイトなスケジュールの中、 
 本研修を無事に修了することができました。 
 
 平成２７年度よりカリキュラムの見直しが行われたことにより、 
 熊本県庁より担当者の方も見学に来ていただきました。 
 
 今後も定期的に開催する予定ですので、開催が決まりましたら広報誌「ぽっとまむ」や 
 菊愛会ホームページ等にてお知らせいたします。 

行動援護従業者養成研修 
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平成26年度 事業報告 

各事業所から平成26年度の事業報告が発表されました。平成26年度の事業実
績と重点目標や取り組みについて、計画に沿った実行と責務の遂行が出来たか。
また、課題・気づき・改善する事が出来たかの報告をしていただきました。 

 全事業所スクリーンによる説明を行い平成26年度の振り返りを行いました。 

収支計画・活動計画・重点目標・取り組み計画・昨年度の課題改善計画などを
具体的に報告していただきました。各事業所の取り組みを事業所紹介ページに
記載してあります。ぜひご覧ください。関係職員の皆様お疲れ様でした。 

平成27年6月25日 於：菊池市文化会館 

19：00 ～ 22：00 

総務部 へるぷねっと 

ほほえみ 

輝なっせ 

かもん・ゆーす 清流荘 

すまいる 高齢者支援事業部 がまだす 

イズム・あおぞら 

りとる♡まむ 
自立支援プログラム事業 

（就労意欲・居場所づくり） 
自立支援プログラム事業 
（子ども健全育成） 

コミュニティはうす明日 

サポートホームわらび 

生活困窮者モデル事業 



菊愛会各委員会・各部会 活動報告 
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■委員会・部会 【活動報告】 

  虐待防止委員会 

  将来構想委員会 

【26年度の取組み・成果】 

 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、26年度
は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した。 

 各種虐待への認識、各事業所の取組みも、これまで以上に活発になり『虐待への意識付
け』に関して全スタッフに浸透したことが取組の成果でございました。 

  
【今後の活動方針】 

 障がい者（児）・高齢者虐待の防止、障がい者（児）・高齢者の養護者に対する支援等に
関する法律の趣旨を踏まえ、社会福祉法人菊愛会において虐待が発生した場合の対応等につ
いて必要な事項を定めることにより、利用者の権利利益の擁護を図ることを目的とした、そ
れぞれの事業所ごとのマニュアルの作成に取り組みます。 

  
【取組み内容】 

各事業所における虐待防止マニュアルの作成（今年度の重点内容） 

  
【活動の報告】 

第１回委員会：平成27年5月22日（金） 

    取組み：各事業所におけるマニュアル点検（補完・修正）について グループ討議 

  

第２回委員会：平成27年7月10日（金） 

    取組み：雛形による虐待防止マニュアル作成について グループ討議 

  

 将来構想委員会は今期より４名のメンバーが入れ代わり、新たな構想委員会で始動しています。
以前より取り組んでいる課題について継続して協議しています。（協議内容は下記）今期より月２回
（第一・第三 木曜日）の会議を行いっています。 
【実施内容】 
社会福祉法人 菊愛会 中期ビジョン計画 
平成２７年から平成２９年度に向けての菊愛会３ヶ年中期ビジョン（案）の協議 
法人からの地域資源提供 
 市との話し合いも進み、今後に向けて検討 
 

【法人マーク】 
 時間をかけ取り組んできました法人マークが出来上がり 
ましたので報告させていただきます。 
《マークのコンセプト》 
・心（利用者さんの心・職員の心）という漢字をイメージ 
し、温かみのある色で手書きのラインをデザインし、心を 
腕（法人カラーの緑で表現している）で包み込むような 
イメージで作り上げました。 
・心に使われている三つの円は法人理念の感・共・和を 
イメージし、常に職員の心の中に持っておくという意味と 
利用者さん（心）を大事にしていく（包み込む）という 
意味で作り上げました。 
 今後はこのマークをどのように活用して行くかを協議して 
いきます。 
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■ 研修企画委員会 

■ 苦情解決委員会 

開催日：平成27年5月26日 
 
 平成27年度は各事業所で苦情と思われる事例を提出して頂く。提出の際は個人情報との
兼ね合いもあり取り扱いには注意しながら進めました。 
 全事業所から苦情と思われる案件を出して頂いたが、苦情の取り扱いと要望との違いや
判断が理解できていないように感じました。 
 
 苦情解決に関しては、携わるスタッフの考え方や捉え方が間違えると、虐待として捉え
られる事も少なくないと思います。当事者からの意見や要望を上手く傾聴していないと当
事者や家族との関係性も拗れることになります。 
 
 苦情解決委員会では「何が苦情で何が要望か」をきちんと理解できるスタッフを育成す
ることから始めたいと思います。苦情から虐待に移行しないためにも委員会で検証してい
くことは大切なことだと考えています。 
 
 平成27年度も虐待防止委員会との連携も図りながら研修会等も開催して、当法人だけで
はなく菊池市管内の事業所や企業にも理解して頂ける取り組みを進めていきます。 

 研修企画委員会では、2年目に入り主に３つの研修計画を考えております。 
 

① 新人研修(マナー講習) 
② 中堅職員研修 
③ 介護福祉士取得研修 
 
と、現在計画中であります。 
 
①の新人研修においては、８月に実施する予定にしております。 
 
②の中堅職員研修は、法人の収支等を考え事業所や事業部でどのような取り組みができ 
 るのか等を考える研修を計画しております。事業所の単独採算性の考え方のもと、各 
 職員等が何を取り組めるのかを合同で勉強会をしたいと思っております。 
 
③の介護福祉士取得研修においては７月２４日から今年いっぱいの長期間研修となりま 
 す。資格の取得をしない方でも参加可能ですので、多くの方に参加していただければ 
 と思います。 
  
主に以上の事を中心に計画しております。 
今後の研修に積極的に参加していただければと思いますので、宜しくお願い致します。 



福利厚生部会    
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菊愛会広報誌 ＶＯＬ.９  平成27年 夏号 

平成２７年度の最初を飾るミニバレーボール大会を６月１９日に、菊池市総合体育館にて
開催いたしました。法人内の各事業所より、１６チーム（１００人）と今回も多くの職員
に参加していただきました。各チーム優勝を目指し、白熱した試合が行われました。 
 今回は、ミニバレーの予選敗退チームにもサブゲームとして長縄跳び大会を行いました。
皆さん、普段使わない筋肉を駆使して奮闘していました！！ 

第６回 事業所対抗ミニバレーボール大会開催！ 

今後もボウリング大会、ウォークラリー等の活動を計画しています。 
各事業所の職員のみなさんのご参加をお待ちしています！！ 

ミニバレーの部 

優勝              準優勝            第三位 

ふじのわ荘チーム     輝なっせチーム     あおぞらチーム 

長縄跳びの部 

チームたっちーⅡ      だっでんよかチーム     チームすまいる 

優勝              準優勝            第三位 

結果発表 

選手宣誓 選手交代 白熱の試合 

清く正しく打ちのめす精神で 
頑張りま～す 

失敗したら即交代・・・ ないすレシーブ!!! 



医務担当部会    

 
  
  

■委員会・部会 【活動報告】 
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給食委員会       ♥♥♥ 夏をのりきる3品を紹介します   ♥♥o(^_^)oV    

医務担当部会です！ 
 
・今年度医務担当部会では、５名のメンバーで医療面・看護面について他
事業所との連携や医療面での相談、問題解決の窓口となるように活動して
いく事となりました。 
 
 ４月---- アンケート作成・通知 
 ５月---- アンケート集計・問題点考察 
 ７月～８月  「熱中症・食中毒について」研修を実施予定です。 
 
※また、今後は冬期にも高齢支援事業所との合同研修会も予定しておりま 
 すので、ご参加の程よろしくお願いします。 

冷凍枝豆 1袋 
にんにく １～２かけ  
オリーブオイル 大１ 
塩 小２分の一  
唐辛子  １本      

①長芋の皮をむきすりおろす       
②オクラを茹でる 
③梅干しを刻む 
④ご飯をよそい、長芋 納豆 
オクラ 梅干 刻みのり  
最後に醤油をかける 

③にんにくがキツネ色に
なったら塩を加え枝豆を
さっと炒める 

＊夏のネバネバ丼（１人分） ＊枝豆のぺペロンチーノ  

 

衛生的 

医務的 

 

 管理的 

イメージ けいこの 
  うっふんレシピ 

長芋３ｃｍ 納豆1パック オクラ２本 ご飯  
納豆 梅干し１個 ご飯１杯分 刻みのり少々 
醤油 大２分の一 

＊冷汁（２人分） 

①油揚げは熱湯をかけ絞り短冊に
切る 
②だし汁を沸騰させ油揚げを加え
味噌をだし汁で溶いて冷ます 
③薬味を刻み冷えただし汁にいれ
お好みで胡麻を散らす 

まだ２７年度の活動内容を検討し
ている段階ですので夏のレシピ集
を掲示します。是非、参考にして
暑い夏を乗り切ってください。 

油揚げ１枚 だし汁 
     ３００ｃｃ 
味噌   大1.5         
大葉   ２枚          
みょうが １個 
胡瓜   ２分の一本 
胡麻   お好み 

①枝豆を解凍する 
 
②みじん切りにしたにん
にくと唐辛子とをオリー
ブオイルを入れて弱火で
じっくり炒め香りを移す 
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「事業所紹介」  
スタッフの取り組み 
・高齢重度化に対応した支援の確立  ・臨床動作法の導入とスキルアップ 
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〒861-1682    
熊本県菊池市重味2380-7   

日付 行事予定 

7月4日 きらめき大会 

7月15日  日帰り旅行 

7月23日 そうめん流し 

9月 納涼祭 
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「事業所・スタッフ 紹介｣ 

20名の利用者を支援しています。 
本年度は、OJT（職場内研修）で 
職員のレベルアップが目標です。 
教える事と教わる事にて学びの 
連鎖を構築しチーム力UPを 
目指します。 

 

避難訓練にて消火活動と火災通知及び 

                   救命訓練を行いました。    

保護者説明会を行いました。その後、御家族
と一緒にＢＢＱをして楽しい食事でした。 

6月25日 一日旅行 

今回は、天草シードーナツへ旅行しました。 

美味しい海鮮丼ぶりをいただきました。 

地域生活支援事業所 
〒861-1324    

熊本県菊池市野間口488-13 
 

 

日付 行事予定 

7月25日 そうめん流し 

8月 警察署・消防署 
見学予定 

9月 ビアガーデン 
馬追い 



 

「 事 業 所 紹 介 」 
 
現在｢すまいる｣では１７名の 
スタッフが勤務しています。 
経験が浅いスタッフも多いですが、 
日々勉強し試行錯誤しながら、 
利用者様へ活動の提供、支援を行なっています。 
元気と挑戦心だけはどこの事業所にも負けないスタッフばかりです。 
利用者様の特性を把握し、意思を尊重できるサービスを提供できるよう様々な視
点から支援できるよう研鑽を積んでいます。 
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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 

７月 きらめき大会 

８月 
そうめん流し 
かき氷作り 

９月 誕生日会 

行 事 ・ 活 動 紹 介 

平成２７年４月２３日（木） 
日頃から作業を頑張っておられる利用者様へ作業工賃の支給を行った後、 
「びっくりドンキー」に昼食を食べに行きました。 
地域社会へ積極的に参加することで、社会性の向上を図るとともに、 
普段とは違う場所での食事で心身をリフレッシュして頂きました。 

「 工賃支払・びっくりドンキーでの食事 」 

平成２７年５月２９日（金） 
上津江フィッシングパークでバーベキューをしました。 
炭火で焼いた新鮮なお肉を頬張る姿はまさに｢肉食系」。 
天気も良く、最高のバーベキュー日和でした。 

「 バーベキュー」 

「 調理実習～冷やし中華～」 
平成２７年６月２５日（木） 
調理実習で「冷やし中華」を作りました。 
今回は冷やし中華の他にわかめおにぎり、フルーツヨーグルトも作りました。 
ひと足早く｢夏｣を感じてもらいました。 

■事業所行事・活動紹介 



「 事 業 所 紹 介 」 
 
 
“フワフワ言葉で温かく、 
    嬉しくなるような 
      言葉かけを心掛けよう” 
  
を目標にスタッフの平均年齢はちょっと高めではありますが、 
 毎日利用者の方から刺激を受けて業務にあたっています（*^_^*) 
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日付 行事予定 

７月８日 ボウリング 

７月15日 湧水トンネル見学 

７月22日 そうめん流し 

７月29日 金峰山ドライブ 

～ 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１５日（水） 
たくさんの鯉のぼりがお出迎え！！ 
風を受けて泳ぐ姿は絶景でした。 

つつじ見学 in 大津園 
４月１７日（金） 
赤やピンクなど色鮮やかなつつじの花がお出迎え！！ 
皆さん感動されていました。 

４月２４日（金） 
きれいなチューリップたちがお出迎え！！ 
徒歩やカートで園内を散策しました。芝桜も満開でした。 

花公園見学 in くじゅう花公園 

こいのぼり見学 in 杖立温泉 

５月１３日（水） 
ほほえみから歩いて鞠智城まで行きました。 
絶好のハイキング日和で皆さん楽しそうに歩かれていました。
着いてからはお弁当を食べ、ゆっくり過ごしました。 

ハイキング in 鞠智城 

■事業所行事・活動紹介 



 

「 事 業 所 紹 介 」 
 

「地域活動支援センターつどい」は主に土日をメインに 
活動しております。 
有意義な時間を過ごして頂くため、カラオケ・調理実習を 
月２回行い、２ヶ月に１回ボウリングへ行ってます。 
又、毎年恒例になっている「いちご狩り」「りんご狩り」 
「スポーツ大会への参加」、夏は「バーベキュー」と季節に応
じたイベントを計画し活動をしています。 
地域社会との交流にも積極的に参加し、社会復帰・自立支援も
行っています。 
利用者間も仲が良く、賑やかな日を過ごしています。 
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日付 行事予定 

７月 きらめき大会 

８月 バーベキュー 

９月 ぶどう・りんご狩り 

～ 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 

調理実習・カラオケ・・・毎月２回 

杖立温泉のこいのぼりを２班に分けて見に行ってきました!! 
天気も良く、気持ちの良い１日が過ごせました。 

サントリービール工場へ久しぶりに行ってきました☆ 
真面目に話を聞き、プレミアムモルツ（３種類）を 
乾ききった喉にクィーーッと一気に流し込まれていました。 
美味しいためペースも早く、工場を出る時には顔が真っ赤で 
テンションもハイになってる方が数名…（笑） 
昼食はイオンモール嘉島で済ませましたが、席が空くのを待っている間は 
皆さん眠いモード… 
次回行く時は昼食後にしよう!!と決心した１日でした。（笑） 

毎年恒例のフライングディスク（うまかなよかなスタジアム）に 
参加してきました。 
やはり練習の時と本番は違いました。緊張されて本番では 
練習のように入りませんが、皆さん笑顔で誤魔化されていました（笑） 
暑い中お疲れ様でした☆ 
来年は今年の結果以上の枚数が入るように頑張りましょう☆☆ 

■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.9  平成27年 夏号 ■事業所行事・活動紹介 

 

  〒861-1331  
熊本県菊池市隈府315  

ページ １５ 

 春から梅雨にかけて、イベン
ト盛りだくさん！ 
 イズムでは、楽しみながら色
んな体験を通して、入居者が自
分らしいライフスタイルを確立
できるようサポートします❤❤ 

行 事 予 定 

7月  
フットベースボール練習 

8月  
日帰り旅行（予定） 

9月  
イズム キャンプ 

 テーマ 『事業所スタッフ紹介」 

4月 
イズムお花見会＆ 
新人職員お披露目会 

5月  
障がい者スポーツ大会 

6月 
地域生活者交流会in佐賀県 

   事業所アピールポイント 
     …とりあえず、みんな元気な事かな？ 

4月より専属スタッ
フが4名になりまし
た。 
よろしくですっ！！ 



障害者就業・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  
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■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 
 

☆平成27年度第１回在職者交流会☆ 
 6月28日(日)菊池ふるさと水源交流館にて、在職中の方を対象にした

交流会を開催しました。今回のテーマは「口腔ケア」について、生活介護
事業所ほほえみの徳丸理恵子氏より、口の中の役割や虫歯について、
また、実際に自分の歯を染め出しし、磨き残しのあるところを確認し、ブ
ラッシング指導をして頂きました。みなさんに自分の歯を眺めながら真剣
に話を聞いておられました。 

 午後からはニュースポーツに取り組みました。スポーツ推進委員の松田
昌代氏の指導の下、バルバレー・ヘルスバレー・ビーンボウリングを行ない、
チーム対抗での試合を重ねることでラリーが続き上達していました。 

☆平成27年度第１回鹿本地域就業支援ネットワーク会議☆ 
 

6月19日(金) 山鹿市鹿本生涯・学習健康センターひだま
りにて行政・医療・学校・福祉関係機関より出席いただき、
障がいのある方の雇用に対する理解を深めていただく事を目
的とし、当事者発表、企業の障がい者雇用の取り組み、地域
の障がいのある方の就労支援を行なっている事業所の取り組
みの紹介を発表していただきました。 

事業所スタッフ紹介 
個性豊かな5名のスタッフで、 
障がいをお持ちの方の就職支 
援・職場定着支援・生活支援等 
を行なっています。 
仕事を支える応援団として 
がまだします！！ 

日付 行事予定 

8月21日 菊池地域就業支援
ネットワーク会議 

9月27日 えがおの会 



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） 

  〒861-1331  
熊本県菊池市隈府469-10 
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日付 行事予定 

7月 
ドライブ 
パン作り体験 
そば打ち体験 

8月 
ドライブ 
地域の夏祭り参加 

神社の参道へ 
花見にいきました 

今年は米を苗床から作ることに
しました。手作業での仕事にな
りましたが皆さんとても楽しん
で作業をされていました。 

他の事業所と合
同で田植えを行
いました。 
暑い中泥まみれ
になり作業をさ
れていました。 

3月よりトライアル雇用中だった
就労移行支援事業所の利用者
が6月付で就職することが出来
ました。皆さんが充実した生活
を送れるように就労支援を続け
ていきたいと思います 

個性的な職員ばかりです
が毎日楽しく支援をさせ
ていただいています。 

「 事 業 所 紹 介 」 



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 
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■事業所行事・活動紹介 

  〒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 

利用者の方々と職員が、共に日々進歩できる環境のもと、旅館業、 
家族湯でシフト制による業務にあたる職場です。 
笑顔が自慢の元気な事業所です。ぜひ一度遊びに来てください。 

  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 ～ 
平成２７年４月より生計困難者レスキュー事業を実施しています。 
社会福祉法人が社会貢献として相談活動を活発化して、心理的不安の軽減を 
はかることや利用可能な制度へつなぐなど、さらには経済的困窮により 
サービス利用が阻害されてる方に対して、必要に応じて経済的援助を行うことを目的に 
実施しています。 

 

〒861-1331  
熊本県菊池市隈府469-10 

平成２７年４月１日よりスタートした「生計困難者レスキュー事業」においては、 
熊本県内３５の法人が事業実施法人となり、各法人にコミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）を
担当者として配置し、支援を展開しています。 
生計困難者への適当な食料や日用品の提供、水光熱費・家賃等の支払い代行等による 
既存の公的制度が即応できない臨時的・緊急的なニーズに対応するための一時的な経済的援助を行い、 
対象者の心理的不安の軽減を図り、必要な制度やサービスへとつないでいます。 

平成２７年７月１７日（金）に開催される「平成２７年度 ＣＳＷ初任者研修会及びフォローアップ
研修会」にて当法人の担当職員（ＣＳＷ）である原川がパネルディスカッションのパネラーとして、
当法人の事例報告を行います。 
 

平成２７年度 社会貢献事業 生計困難者レスキュー事業 
ＣＳＷ初任者研修会及びフォローアップ研修会 

 

      日 時 ： 平成２７年７月１７日（金） １０時００分～１６時３０分 

      場 所 ： ＫＫＲホテル熊本 １階 「有明・不知火」 



就労準備支援事業よりお知らせ 
就労準備支援事業では、対象者の方が就労可能な方に対して、一般就労をするための準備支援を計画的かつ一貫し

て実施し、職業的自立を目指しています。支援対象者の中には、今まで１度も仕事に就いたことが無い方、長期間

働いていない方がいらっしゃいます。その方への支援プログラムの一部として、就労意欲をつけて頂くために職場

体験の実施をすすめています。そのため、現在、職場体験の受け入れ先を開拓中です。受け入れが可能なお知り合

いがおられましたら、ご連絡をお願いします。         担当者：甲斐、菊野 

～ 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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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 】  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を実施します。 
【 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。 

 

〒861-1331  
熊本県菊池市隈府469-10 

相談業務を行ない、市町村の窓口や訪問に出て、ほぼコムサールの事務所にいないことが多い、相談員！！ 
しかし、チームワークはガッチリ！！！！！ 
考え、悩んで、泣いて、笑って・・・・いろいろあるけど、日々奮闘中-=≡Σ(((⊃ﾟ∀ﾟ)つ 

地域のみなさんが安心して暮らせるよう頑張ります！！！！ 

事業所スタッフ紹介 

ページ １９ 



【子どもの学習援助事業】 
 

≪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。 

 
 
 
 
 
  

    

今後の予定（７月から９月) 

  

７月 ３日・就学についての勉強会 
  17日・音楽療法 
  23日・菊池圏域保健師研修会 
  25日・言語相談 
  31日・療育相談員会議 
８月 １日・菊池市特別支援教育研修会 
  10日・教育相談会 
  11日・大津町研修会 
  29日・言語相談 
９月11日・先輩お母さんの体験談 
  19日・圏域内事業所スキルアップ研修 

  25日・音楽療法 
  26日・言語相談 

６
月
：
お
父
さ
ん
と
の
音
楽
療
法 

４月：身辺自立についての勉強会 ６月：関わり方講座① 

菊池圏域内にお住いの保護者の方や 
先生方の相談や研修会、いろいろな 
ニーズに対応できるよう頑張っています。
「子育て」に関することで気になること、
迷っていること、困っていることが 
あればお気軽にご連絡ください！ 

スタッフ紹介 

ジョイスタ～楽しくスタート、楽しくスタディ～ 
 

ジョイスタとは、「楽しくスタート、楽しくスタディ」をテーマに子ども 
とその保護者が希望に向かって進めることを願って付けた教室名です。 
一緒に将来のことを考えたり、目標の達成に向けて全力で サポートし 
ます！！  

スタッフ紹介 

６
月
：
菊
池
圏
域
事
業
所 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
一
回
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
研
修
会 

行事予定 

7月 
実務担当者会議 

支援員研修 

8月 
調理実習・体験活動 

支援員研修 

菊愛会広報誌 ＶＯＬ.９  平成2７年 夏号 ■事業所行事・活動紹介 

平成27年度学習会・音楽療法予定 
 

 

     〒861-1331  
   熊本県菊池市隈府110-4 

 

 

（県北） 
〒861-1331  

熊本県菊池市隈府110-4 

（県南） 
〒866-0051  八代市麦島東町9-7-3-C 

ページ ２０ 



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 ２１ 

日付 支援予定 

７ 月 ・博多キャナルシティ 
・カラオケ  
・天草へ 

８ 月 
 
 

・カラオケ 
・映画 
・芝居見学 

９ 月 ・温泉 
・映画 
・芝居見学 

 

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

菊愛会広報誌 ＶＯＬ.９  平成2７年 夏号 ■事業所行事・活動紹介 

 

  

へるぷねっと事業内容、スタッフ紹介 

大空を泳ぐ鯉のぼり 

皆さん、歌が大好きです 

楽しみにしていた夢の国＾０＾ 

●居宅介護     
 ①身体介護      ・ご家庭に訪問し、入浴や排泄、食事の介助  
 ②家事援助      ・ご家庭に訪問し、調理、洗濯、掃除、などの生活援助 
 ③通院等介助     ・通院の介助（受付、診察、会計時の介助等） 
 ④その他、必要に応じて健康や日常生活の状況をお伺いし、生活上のご相談や助言 
●重度訪問       ・重度の肢体不自由者で常時介助を要する障がい者に対して、 
                総合的な介護 
●行動援護       ・行動上の支援度が高い方への介助、移動中の介護等       
●同行援護       ・重度視覚障がい者の方の視覚的情報の支援、排泄・食事等の介護,、 
                                              その他外出する際に必要となる援助を提供   
●移動支援       ・公共機関への用務などの社会生活上不可欠な外出、及び余暇活動等 
                社会参加のための外出の援助を行います。 



    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 

■事業所行事・活動紹介 菊愛会広報誌 ＶＯＬ.９  平成2７年 夏号 

  

     〒861-1331  
   熊本県菊池市隈府110-4 

  

２７年度は新しい職員が３
名入りました。      
輝なっせでは元気で明るく
をモットーに日々の業務に
取り組んでおります。今後
もこども達に負けない様に
チームワークを大切に取り
組んでいきたいと思います。 

日付 行事予定       

７月   11日 
     25日 
     18日 

フリー療育 
フリー療育 
こころんの日 

８月１5日 森の子プログラム 
ヤマメ掴み 

９月 リンクデー 

リンクデー 
恐竜博物館 

森の子プログラム 野外炊飯 

音
楽
療
法 

エプロン作り・フォトフレーム作り 

ページ ２２ 
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ページ ２３ 

日付 行事予定 

７月１３日 盆供養 

８月３日 そうめん流し 

９月８日 城北地区秋季スポーツ大会 

９月１３日 こすもす荘納涼祭 

９月１７日 こすもす荘敬老会 

 

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

菊愛会広報誌 ＶＯＬ.９  平成2７年 夏号 

～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。 

8班に分かれ寿司・焼肉・そば・とんか
つ・ラーメンの外食に出掛けました！ 
その後は思い思いに買い物・バラ園散策
などを楽しまれました(^Ｏ^*) 

見事

花
に
囲
ま
れ
記
念
撮
影 

こすもす荘では、施設長・
主任生活相談員・栄養士・
事務員・看護師2名・主任
支援員・支援員7名(うち1
名相談員兼務)・夜勤支援員
3名でご利用者様の尊厳を
大切にした支援に取り組ん
でおります。 

こすもす荘スタッフ紹介 



ページ ２４ 

     〒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.９  平成2７年 夏号 

～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 

７月９日 七夕会 

７月３０日 そうめん流し 

８月 亘区夏祭り 

９月５日 ふじのわ荘納涼祭 

９月 敬老会 

９月８日 秋季スポーツ大会 

４月２日に水源交流館にてお花見会を行いました！ 
会場は、桜の花で満開！そして最高の天気に恵まれ盛
大に開催することが出来ました。ジュースやビールで
「かんぱーい！」おいしい花見弁当を食べながら春を
体い～っぱい感じることが出来ました!(^^)! 

タラの芽取りに行ってきました
その後は、天ぷら会！出来たて
は最高においしかったです！ 

ひかり保育園の子ども達が、ふじのわ荘に
やってきてくれました。子ども達の笑顔と元
気をもらいながら、沢山ふれあう事が出来ま
した。最後に、みんなではいチーズ！！ 

お食事班は途中、菊池～山鹿をドライブしながら植木の昭和
苑に到着！待っていたのは豪華な懐石料理！沢山の料理に
びっくり！とってもおいしかったです。 
その後は、カラオケ大会や温泉を満喫してきました。 

阿蘇猿まわし劇場に行ってきました！阿蘇の大自然を眺
めながら現地に到着。お猿さんの演技に皆さんびっくり 
阿蘇の高菜ごはんを食べ楽しい一日を過ごすことが出来
ました。 

今年度より、出口施設長
と新メンバーを迎え、
「ご利用者様主体の支援
を常に忘れず、ふじのわ
荘ご利用者様のサポート
に取り組んでいます。こ
れからも、チーム一丸と
なり魅力ある施設つくり
に取り組んでいきます。 
今後もどうぞよろしくお
願いいたします。 

「ふじのわ荘スタッフ紹介」 



菊愛会広報誌 ＶＯＬ.９  平成2７年 夏号 
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  〒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。 

日付 行事予定 

７月２４日 
平成27年度第１回菊池高齢者 
地域見守りネットワーク 

日付 行事予定 

７月１１日 県社協主任ヘルパー情報交換会 

７月２４日 
平成27年度第１回菊池高齢者 
地域見守りネットワーク 

 ケアマネジャーの業務として、ケアプランの作成が主な内容ですが、利用者様が通所介護（デイサー
ビス）を利用したいと相談があった場合は、その方のニーズや要望等を考慮し、具体的な根拠を提示し
ながら紹介をしています。今回は新しくオープンしたデイサービスを紹介します。 
 デイサービス 花のひととき（小規模事業所１日定員１０名） 
 菊池市花房にあるのどかでゆっくりとした時間が過ごせるデイサービスです。 
近くには菊池農業高校の動物（豚・鹿・馬・牛・犬など）が沢山いて、風と共に鳴き声が聞こえて心が癒されます・・・ 
動物が好き・自然が好きという方にはピッタリなデイサービスですよ!(^^)! 

今村 志乃舞 
管理者 
趣味：無趣味なの
で見つけている所
です 

松川 紀子 
介護支援専門員 
趣味：ミニバレー 
    映画鑑賞 
    フラダンス 

                     
・５月９日・・・拘縮予防・改善の取り組みと排泄ケア（外部研修） 
・５月１６日・・・介護現場におけるリスクマネジメント（外部研修） 
・４月・５月・６月・・・定例ミーティング            

たまゆらでは、ご利用者様との信頼関係の構築を大切にし、 

住み慣れた家で安心・安全に、いつまでも元気で暮らしていただける
様に、家事や身体介護のお手伝いをさせていただきます。 

小柳 美智子 
管理者 
趣味 野菜作り、  
   読書 

福地 利恵 
サービス提供責任者 

趣味 アウトドア、 

   音楽鑑賞 

大島 優香 
サービス提供責任者 

趣味 アニメ鑑賞 

ス タ ッ フ 紹 介 

ス タ ッ フ 紹 介 

地域の社会資源を紹介します 

たまゆら研修等活動状況 訪問介護事業所たまゆらで
は登録ヘルパーを募集してい
ます。やる気のある方、やっ
てみたいという方、連絡お待
ちしております。 



 
 

企業内託児所 

 うららかな春の日ざしを浴びて、お散歩日和の
日が続きます。子どもたちは小さな冒険家。ア
ゲハ蝶をみつけて驚いたり、怖がったり…。散歩
道、花を見つけてみんなでりとる♡まむに持って
帰ったりしました。 
４月６日は、りとる♡まむで避難訓練がありました。
「火事だー！」の声にみんな驚いてキョトンとして
いました。避難訓練の後、「火事が来たね！」と
話す子もいました。今回の反省点を改善しながら、
毎月避難訓練を行いたいと思います。 
 ４月３０日は、はるとくん２歳の誕生日でした。
大好きなケーキを見て、大喜びでした。絵本や図
鑑が大好きなはるとくん。散歩道でも虫を見つけ
るのが上手です。  
  

誕生日おめでとう♪ 

     
「だるまさんと」 

       かがくい ひろし（著） 
まんまるころころな体と、豊かなその表情
で、赤ちゃんから大人まで笑顔にさせてくれ
ます。 
最後、だるまさんと果物たちが「うーん」
「パッ」とポーズを決めるところに子どもた
ちは大喜び。 

 6月に入り、雨の日が続きます。窓から雨が降
るのを見ると、手を伸ばして雨粒を捕まえようとし
ていました。室内で遊ぶことが増え、絵本をじっく
り読んだり、ブロックで道路や動物園を作ったり、
マット遊びを楽しんでいます。また、「おもちゃの
チャチャチャ」の歌に合わせてペットボトルやミルク
缶を楽器にしてみんなで部屋の中を歩いて楽しみ
ました。 
 晴れた日には、シャボン玉をしに行きました。シャ
ボン玉をつかまえようと追いかけたり、じっと目で
シャボン玉を見つめる子もいました。 
 来月から、初の水遊びが始まります。朝の体調
チェックをお願いします。 

 
 

絵本「おしくらまんじゅう」 
      かがくい ひろし作・絵 

いたずら紅白まんじゅうが、あんな子からこんな
子までおしくらまんじゅう。こんにゃく、なっとう、ゆう
れいまで登場♪おされたみんなはどうなるのか…。
ページを開いて、ひゃあ、びっくり！親子で楽しめ
る一冊です。  

スタッフ紹介 
りとる・まむも２年目になりました。 
日々、泣いたり笑ったり怒ったり・・
友達と一緒に遊んだり、けんかした
り・・いろんな事があります。 
この一年も、子ども達が安心して過ご
せる様にスタッフ一同笑顔で頑張りま
す。 

 
7 
各
月 

行事予定 

7月 七夕 
プール（水遊び） 

お誕生会 

ページ ２６ 
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社会福祉法人 菊愛会 事業所一覧 
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  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 

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 保育所等訪問事業 
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 

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 

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 

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 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 

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プラン
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 

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 

（窓口） 
菊池市役所 健康福祉部 福祉課 窓口 
（事務所） 
〒861-1331  熊本県菊池市隈府469-10 

（事務所） 
0968-41-7151 

（事務所） 
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 

（（窓口） 
山鹿市役所 福祉課 窓口 
（事務所） 
〒861-1331  熊本県菊池市隈府469-10 

（事務所） 
0968-41-7151 

（事務所） 
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 

（窓口） 
大津町役場 福祉課 窓口 
（事務所） 
〒861-1331  熊本県菊池市隈府469-10 

（事務所） 
0968-41-7151 

（事務所） 
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 

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 

  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２７年７月２４日（金）   
※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 ～                        【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 
 

 暑中お見舞い申し上げます。この度、菊愛会の法人マークが出来上がりました。法人理念の「感・共・和」を心で包み込むイメージでとても温かく表現され
ています。早速、表紙に使用しておりますのでご覧いただけると幸いです。 
 また、今回の事業所行事・活動紹介ページでは、各事業所のスタッフを紹介させていただき、活動や取り組みについて記載しております。少しでも菊愛会
の各事業所の雰囲気をお伝えすることができれば幸いです。暑い夏の最中ですが、さらに若草萌ゆる菊愛会をお伝えしたいと思います。 


