
『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。 



社会福祉法人 菊愛会 

理 事 長 最 上 太 一 郎 

「住みよいまちづくり」 
をめざして 

明けましておめでとうございます 
昨年は 社会福祉法人 菊愛会 に多くの関係する方々の御協力、 
御支援をいただきましたことに心より御礼申し上げます。 
 

 本年はブラジル国でオリンピック・パラリンピックが開催され、日本選手の熱い競
技が地球の裏側で精一杯披露されることに期待感をもって楽しみにしていますが、た
だ、パラリンピック選手団の頑張りがメディアに大きく取り上げられることが少ない
ことに不信感を持っているのは私だけでしょうか。 
 

 障害者権利条約締結による障害者差別解消法制定であらゆる分野において、平等を
基礎として合理的配慮がなされなければならない社会となっていくと考えられ、私た
ち社会福祉法人も同様に日常生活や社会生活を営む上で障壁となることについては排
除していく努力を進めて行くことになります。 
 

 障がいのある方が、国を背負って競技されることはオリンピックと同じであり、名
称による区別が必要かなど検討する時期に来ているかもしれません。 
さて、当法人は現在２１事業所４２事業を行っていますが、各事業所の職員が同じ方
向を見ていく姿勢を法人理念として「感共和」を基に設定し、障がい者等の内外の研
修会や高齢者等の研修でも安心して暮らせる社会を更に検討していくためのスキル
アップを推進しています。 
 

 ２０２０年東京オリンピック開催に国外からの訪日が予想されることにより、国で
は標識等の見直しを行う検討・結果設定が来年度までには進む予定と聞いています。 
私たちが日々、当たり前に教育の中で教わり感じている「標識」「マーク」など国際
社会では全く別なものと勘違いすることが多いそうですが、いわゆる国際的に標準と
した整合性が無い状況で日本独自の文化や社会通念として使われてきたものが、アン
ケート調査等による結果で見直しが必要として協議されています。 
 

 同じように障がいのある方にとっての視点で今までどのように取り組んでいたか、
感じていたのか、今さらながら己の浅学さに大いに反省している人生です。 
 

 発達障害等の方には写真などで教えていますが、標識が変われば再度ゼロから教え
ていくことになるでしょうが、意思決定への支援から見直すとすれば、知的な障がい
が有る人には社会で暮らすためには大きなハンデにもなりかねません。 
 

 そのための時間を費やしながら日常生活や社会生活を進めて行くことに、努力する
のが社会福祉法人の役割かと考えていますが、日々の生活に車の免許やナビを活用す
る知的な障害を持っている方は少数と言ってもいいでしょう。 
 

 でも、社会参加を進めるためには間違った認識を持たせるわけにはいきません。 
 

 そのために地域社会でのバックアップ力や総合力がこれからの「地域生活支援拠
点」の重要な視点であると考え、当法人は更に「住みよいまちづくり」を推進してい
きますので、本年も宜しくお願い申し上げます。 
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永年勤続者表彰式では，最上理事長より永年にわたり勤務された表彰者に対し， 
“永年の勤務に対する労い”や“今後ますますの貢献を期待するお祝いの言葉”、 
そして“一人一人への思い出話”があり、賞状と記念品が授与されました。 
永年勤続者を代表して生活介護事業所すまいる 赤星管理者（勤続20年以上）と 
在宅支援センターへるぷねっと 上野課長（勤続10年以上）より、喜びの挨拶がありました。 

「勤続20年以上 ８名」 と 「勤続10年以上 ２３名」 
へ永年勤続表彰が行われました。 

平成27年秋の叙勲において、法人職員である防火防災担当の 
中川 一喜 氏が消防本部職員時代からの消防業務等の永年に 
わたる社会に貢献した功績により「瑞宝双光章」受章の栄誉に
浴されました。 
 この輝かしい栄誉はご本人のみならず私ども社会福祉法人  
菊愛会にとりましてもこの上ない喜びであり、その栄誉を讃え
るべく表彰式を行いました。 
最上理事長より表彰状と記念品の贈呈があり、中川氏より 
喜びの言葉をいただきました。 

菊愛会総合福祉センター「コムサール」 避難訓練 

                  平成２７年１２月９日（水） 
 

菊愛会総合福祉センター「コムサール」内には、 
 

 1階に “就労支援センター かもん・ゆ～す” 
 2階に “相談支援事業部” “法人本部” “総務部” “企業内託児所” 
 3階に “グループホーム” があり、合同で避難訓練を行いました。 
 
今回は、グループホームの利用者様が逃げ遅れた場合を想定して、 
長さ３０ｍのはしご車による救出活動を行いました。 
 
普段はなかなか見ることのできないはしご車による救出活動を間近で 
見ることができ、利用者様には良い避難訓練になったと感じています。 
 
菊池広域連合北消防署の隊員の皆様、ありがとうございました！！ 

■ 特集１【 瑞宝双光章受章表彰・永年勤続者表彰 】 (福)菊愛会 広報誌「ぽっとまむ」 Vol.1１ 平成2８年新春号 
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職員スキルアップ研修 

■ 特集２【 職員スキルアップ研修会 】 

平成27年11月27日  
議題：午前の部 

    『サービス提供のプロセスと管理』 
    午後の部 

    『障害福祉制度の課題と今後の方向性について』 
 
  講師：河原雄一 様 

      NPO法人かながわ障がいケアマネジメント従事者ネットワーク副理事長 

      日本知的障害者福祉協会製作委員会委員長 
      （社福）藤沢育成会湘南だいち施設長 相談支援プラザ所長 
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■ 特集３【 第11回 輝なっせフォーラム 】  
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平成２７年11月７日（土）に、江東区こども発達センターＣＯＣＯ園長の光真坊浩史氏をお招
きし、『支援を必要とする子どもと家族へのかかわり』について、講演して頂きました。 
 
 熊本県内の事業所、保育園、幼稚園の先生方から多数の申し込みがあり、約１４０名の
方々が参加されました。また、講演をいただいた中で “子どもにとって良いことを、自由な
発想で” “地域と一緒に子どもを育てる” という光真坊様の想いに感銘しましたというご
意見も頂きました。私たち支援者も、子ども達やご家族の想いに寄り添い関わっていきたい
と、改めて考えることが出来た講演となりました。 
  
 今後も、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内容になるよう、 
アンケートで頂いたご意見を大切にし、思考していきたいと思います。 
  
                     第１１回輝なっせフォーラム実行委員長 ： 山口  薫 
 

『 ～支援を必要とする 
 子どもと家族へのかかわり～ 』 

社会福祉法人 菊愛会 

第１１回 輝なっせフォーラム 

講師：光
こう

真坊
しんぼう

 浩史
ひ ろ し

氏 
江東区こども発達センターＣＯＣＯ 園長 

光真坊浩史氏は、厚生労働省で障害児専門官として児童
福祉に携わられ、様々な福祉サービスの現状と課題につ
いて取り組まれておられます。家族としてのお子様との
関わり方や、関係機関を含めたお子様との関わり方等、
わかりやすく講演されます。家族、関係機関との連携が
お子様の支援にとても重要な課題となります。 

 

（ 受 付 ） （ 米粉ぱん 販売 ） （ 陶器 アロマキャンドル販売 ） 
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菊愛会各委員会・各部会 活動報告 

■ 将来構想委員会 

■ 委員会・部会【 活動報告 】 

■ 苦情解決委員会 
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【活動報告】 
・10月1日   アンケートの調査状況を確認・集計 
・10月15日 アンケート集計 
・10月30日 アンケート集計・今後の取り組みに関する協議 
・11月5日   アンケート全事業所終了・まとめ、提案事項の確認 
・11月9日   アンケート集計 
・11月25日 アンケートの集計結果をグラフ化・パワーポイントに打ち込み 
・12月3日   アンケート集計完了・分析、提案に入る 
・12月10日 アンケートの各項目の分析・提案 
・12月17日 アンケートの各項目の分析・提案  

【実施内容】 
    中長期ビジョンアンケート実施 集計・分析 分析結果・課題提案 
  
 将来構想委員会では、前回に引き続き社会福祉法人菊愛会の中長期ビジョンについて

のアンケートを実施し、11月5日に職員全員分のアンケートが終了いたしました。業務

の忙しい中、ご協力頂きありがとうございました。11月中には集計・分析（グラフ化）

が終了し、現在はアンケートの分析結果・課題等の提案を事業所毎に将来構想委員全員

で行っております。 

このアンケート結果は決して悪い部分を指摘するものではなく、現状を知っていただ

くためのものでありますので、この結果を基に事業所の強み・弱みを知っていただき、

次年度への取り組みに反映していただけたらと思います。  

社会福祉法人 菊愛会 

 平成27年11月16日に第4回目の
苦情解決委員会を開催しました。 
議題としては、苦情に対する各事業
所での取り組みや対応について共通
理解のもとに協議しています。 
 その事を踏まえて、菊愛会として
の苦情解決マニュアルを作成するこ
とに決定しました。その事で職員の
意識を変え、苦情への理解を深める
と考えています。 
 次回の会議で委員会メンバー各自
がマニュアルのたたき台を提出する
ように求め、第4回目の会議を終了
しています。 
 

（案） 

  福祉サービス事業者のための 

（事故発生時・緊急時の対応マニュアル） 
  苦情・相談は、 
   サービス利用者を守るため、 
      福祉サービスの向上への第一歩 

 

地域に根差し信頼される事業所を目指して 
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■ 福利厚生部会 

■ 研修企画委員会 

(福)菊愛会 広報誌「ぽっとまむ」 Vol.1１ 平成2８年新春号 ■ 委員会・部会【 活動報告 】 
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１０月２４日に開催されました、七城コスモスウォークに参加しました。 

当日の天気は快晴で、絶好のウォークラリー日和になりました。 

 

各事業所よりお忙しい中、たくさんの職員のみなさんにご参加いただき 
ありがとうございました！！ 

ウォークラリー終了後は、抽選会等があり最後まで楽しんで参加できました。 
次回は、２月にミニバレー大会を予定しています。皆さんのご参加お待ちしています。 

また、「こんな事がやってみたい」等の希望がございましたら、各事業所の福利厚生部
会委員までよろしくお願い致します！！ 

 研修企画委員会では、９月から１２月にかけて「介護福祉士取得に向けた勉強会」を、 
１２月２日には「中堅職員研修」を行いました。 
 

 「介護福祉士資格取得の勉強会」では、介護福祉士の資格取得に向けて、試験内容に 
沿った座学及び介護実習を行いました。参加された方の中には、資格を持っているけども 
再度復習という形で参加された方もおられ、多くの方に参加していただけました。 
 

 「中堅職員研修」では、生田 恵子 様を講師としてお招きして、基本的なビジネスマナーや 
身だしなみ、挨拶の仕方、コミュニケーション技法の習得などの講習をしていただけました。 
新人職員研修を行った時とはまた違う研修となり、参加された方へのアンケートでも好評をい
ただきまして、有意義な研修になった充実したものと感じました。 
 

本年度の締めくくりとして、2月には「最上塾」を計画しておりますので、また多くのご参加
をお待ちしています。 
 

今年度もあと少しとなりましたが、来年度に向けて職員のスキルアップのため、 
任期までしっかりと研修企画及び研修活動を充実させたものにしていきます。 



■ 医務担当部会 

■ 委員会・部会【 活動報告 】 

■ 食事担当部会 
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 H27年１１月４日（水）にコムサール２Fにて、高齢支援事業部と医務部会合同研修会

を実施いたしました。 
今回は冬期における感染症対策として、「インフルエンザ対策・吐物処理について」 
ふじのわ荘・こすもす荘看護師による講義と吐物処理の実践を行いました。 
法人事業所より４０名程の参加があり、積極的な勉強会となりました。誠にありがとう
ございました。 

 寒い冬はお鍋が一番美味しいですが、たまには蒸し野菜であったまりませんか。 
今回は蒸し野菜料理を紹介します。 
最近は蒸し専用のルクエとかタジン鍋など出ていますがフライパンや土鍋でも簡単にできます。フライパン
や土鍋を使用する場合は少量の水を入れて蒸し焼きにすれば出来ます。 
材料は旬の野菜でなんでもできますので、家にある物をどんどん入れてください。 
ブロッコリーはビタミンＣが豊富で風邪予防 老化防止などでお勧めです。 
牛蒡 里芋 長芋 さつま芋 白菜 人参  カリフラワー きのこ類 かぶ 小松菜 ほうれん草 など
旬で美味しい野菜が沢山出ています。 
豚バラや鶏肉などを一緒に蒸せばメインディッシュになりますので一度お試しを。 
たれはポン酢や胡麻だれなどお好きなものをつけて食べてください。 
（たれのレシピを紹介します）①ゆずみそたれ       ②韓国風タレ 

             みそ 大さじ３       テンメンジャン 大さじ２ 
             砂糖 小さじ２       コチュジャン  大さじ３ 
             薄口 小さじ１       にんにく 生姜 おろし各小さじ２分の１ 
             酒  大さじ１       胡麻油     大さじ１と２分の１ 
             柚子            白胡麻     小さじ１ 
  

※写真はイメージ 
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■ 虐待防止委員会 

■ 特集４【 虐待防止研修会 】／ 委員会・部会【 活動報告 】 
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 平成27年度 社会福祉法人菊愛会 虐待防止研修会 

 
 平成27年11月27日（金） 

社会福祉法人 玉医会 統括施設長 金和 史岐子氏を講師に招き、 

「虐待を起こさない為に～心と仕組みを考える」という内容で82名が参加しました。
  

 障害者虐待防止法のことや、現場での具体的事例を出して話をして頂きました。 
 

 事例の中で「女性への異性介助をやめると宣言した時の利用者の言葉で『忘れていました。
そう言えば最初は死ぬほど嫌でした。施設に入るということはこういうことかと思いました。
一生懸命に介助してくれる男性職員を見てきたので、それでいいと思うようになってしまった。
同じ思いの人を作らないでください。』と言われました」と話された事がとても印象的でした。 

 

 虐待と思われる行為が日常の支援の中で当たり前になってしまう怖さを再確認しました。対
策として、利用者の方、スタッフがいつでも目につく所に虐待防止となるポスターを作成して、
常に意識を高める工夫をされていることを紹介されました。私たちも目に見える形で虐待防止
啓発を実践していく必要があると考えさせられる研修となりました。 

【活動報告】 
 

第4回委員会：平成27年11月20日（金）１６：００～ 
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 
 

【成果】 
 

今回まで、雛形をもとに、入所、通所、訪問系とグループ討議を重ねてきました。 

事業所形態ごとの内容の把握を図ることができ、グループごとの（事業所ごとの）マニュアル作成へ
の協議ができたことで、次回の委員会での最終のマニュアル作成までの見通しができ、法人全体とし
ての利用者の権利利益の擁護を図ることを目的とする規程の作成にも反映できると考えます。 
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～施設入所支援とは～ 
   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 

  

■ 事業所行事・活動紹介 

８ 

障がい者サポートホーム わらび では、創作活動・調理実習・運動・歩行訓練・農作業・音楽・３B体操・口
腔体操など実習や活動を通して楽しみながら活動をしています。動作法による四肢や関節のリハビリをして
重度高齢化に備え、アセスメントによる個々の対応を行っております。 

取り組みや活動の紹介として 

  行事・イベントの紹介  平成27年10月～12月 

その他 
・運動 
・農作業 
・音楽 
・口腔体操等 

創作活動 調理実習 

動作法 

一泊旅行 ハロウィンパーティー 

日付 行事予定 

1月 初詣・どんどや 

2月3日 豆まき 

2月 ビリーブ班旅行 

年間を通して毎月イベントを実施しています。季節折々の行事やイ
ベントは、利用者の皆さんに好評で毎回楽しみにされているようで
す。本年度の支援計画に重度高齢化の対応を視野に入れて動作
法を取り入れました。また、マッサージや体操を取り入れ身体の硬
化を防ぎ健康な身体と健全な精神面を保つことが目標です。 

ラーメンDAY 

１２月２日 味千ラーメンさんがボランティアで
ラーメンを作りにきてくれました。サポートホー
ムわらびの利用者の方と職員 ほほえみ、す
まいるの利用者さんと職員、数約１１０名分の
ラーメンを目の前で作っていただきました。 
何杯もおかわりする方もいてみなさん喜んで
頂きました。 

避難訓練 稲刈り 
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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。 

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 

1月 初詣 

2月 調理実習 
（アンケートにより実施） 

3月 花見 

 

■ 事業所行事・活動紹介 

１０ 

「事業所の活動や取り組み｣について 
 
あおぞら では、事業計画にて立案した行事や計画を着実に成果あるもの
にする事、その為に計画されたOJT（職場内研修）を実施して豊かな生活の
観点からイベントや行事の実施をする事です。各業務に於いてより深い知
識と視野を持ち、職員のスキルアップを実施しています。さらに、法人の
キャリアパス制度とリンクして詳細なカリキュラムになりました。又、熊
本県福祉サービス第三者評価を終了しました。見直しと気づきにて学びが
ありました。内容につきましては、熊本県のＨＰをご覧ください。 

10月 ニュースポーツ 

11月調理実習 

12月望年会 

活動・イベント紹介 

スポーツの秋にて地域の体育館をお借りしてニュースポーツを行いました。カーリングやペタンクなど
真剣になって参加されました。１１月は、あったか鍋にて楽しみました。１２月は恒例の望年会です。お
いしい料理とスライドショーでの一年を振り返り、カラオケや職員のショーなど楽しさ満載の一日でした。 
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１２月 「熊本県知的障がい者施設協会福祉大会」 
    熊本県立劇場演劇ホールで開催され、利用者の皆さんと参加しました。 
    生演奏による音楽に皆さんノリノリで楽しまれました。 
 
    「すまいるクリスマス会」 
    職員による歌や様々なゲームを行い、盛り上がりました。 
    クリスマスの飾り付けは創作活動で製作しました。 
    サンタさんからのプレゼントをもらい、 
    皆さんとても喜ばれていました。 

“生活介護事業所すまいる” では職員のスキルアップのため、定期的に「事業所内勉強会」を行っています。 
 

 
 
  1．スケジュール 2．視覚的構造化 3．物理的構造化 4．ワークシステム 5．ルーティーン 
  といった内容で特に自閉症の方への支援に的を絞って勉強しました。 
  ※利用者様にお皿洗いをして頂く際に分かり易く提示する為、 
   視覚的構造化を実践した写真を活用し、日々の支援に役立てています。 
 
 
 

  アルツハイマー認知症の症状で必ず出てくる中核症状 
  ・忘れてしまう ・できなくなる ・わからなくなる など 
  利用者様の重度・高齢化への取り組みとして、これからに活かせる内容でした。 
 
 
 

  「ニーズ」とは何か、私たちは間違ったニーズの捉え方をしていないかなど「自立支援」・ 
  「ICF(国際生活機能分類)」も合わせ、｢意思決定支援｣を基本に個別支援計画書に十分に反映させ、 
   普段の支援に活かすよう心がける事を学びました。 

～ 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。 

 
 

〒861-1306  
熊本県菊池市隈府大琳寺288-2 

行 事 予 定 

1月 どんどや 2月 豆まき 3月 誕生日会 

行 事 ・ 活 動 紹 介 

■ 事業所行事・活動紹介 

１１ 

※まだまだ色々な事を学び、これからの支援に活かすための勉強会を積極的に行っていきます。 

事業所での取り組み紹介 

１０月 「すまいる旅行」 
    心身のリフレッシュと気分転換を目的に開催しました。 
    阿蘇市の｢はな阿蘇美｣で昼食(バイキング)をいただき、 
    皆さん好きな食べ物をお腹いっぱい食べられました。 
    ｢カドリードミニオン｣では、動物と触れ合ったり 
    “猿まわし”を観て笑ったり、とても楽しまれていました。 

１１月 「すまいる運動会」 
    健康維持・増進を目的に開催しました。 
    “輪投げ“ ”パン食い競争“ ”玉入れ“ ”チーム対抗リレー“ 
    ”チョコ食い競争“を行い、皆さん楽しまれていました。 
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＜１０月＞ テーマ：「構造化」について 

＜１１月＞ テーマ：「認知症」について 

＜１２月＞ テーマ：「真のニーズ」について 



行 事 予 定 

1月 どんどや・ぜんざい会 2月 節分・ラーメンの日 

～ 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 

行 事 ・ 活 動 紹 介 

１２ 

「生活介護事業所ほほえみ」では、“ブラシを正しく歯に当てる事ができない” “ブラシを噛む” 

“同じ箇所だけしか磨けない ” という方が多いため、来所後や昼食後に「 口腔ケア(歯磨き支援)」 

に取り組んでいます。 

 

１．機能的口腔ケア 

  “ 口腔機能（笑う・話す・食べる・表情を作る・呼吸する）を維持・増進させること “ が目的です。 

  舌体操や顔面体操、唾液腺のマッサージなどを行っています。 

  舌を動かすことで口の周りの筋肉トレーニングになり摂食・嚥下障害の予防になります。 

 

２．器質的口腔ケア 

  “ 歯磨きや歯垢清掃によって虫歯や歯周病（歯槽膿漏）などの歯科疾患の予防 “ と 

  ” 口の中をきれいにすることで、誤嚥性肺炎や呼吸器感染症を防ぐこと “ が目的です。 

 

「汚れはどこにたまるのか、歯ブラシの持ち方・選び方、歯磨き粉の使用、磨く力と角度、 

歯間ブラシとフロス、歯磨きポイント、ブクブクうがい、出血、グラグラしている歯の対応等」 

について歯科衛生士の資格を持つ職員に指導を仰ぎ、利用者様の口の大きさや歯並びに応じた 

歯ブラシを選択し、朝の来所時と昼食後の１日２回、個々に丁寧なブラッシングを行っています。 

 

生活介護事業所ほほえみ では口腔ケアを行うことで、歯科疾患予防と口腔機能の向上させ、 

健康の維持や増進を行い、生活改善によって食べることの意欲が湧き、最終的に生きることの 

意欲が増してくると考えます。また、口臭予防や義歯不適合による発音障がいを改善することで、 

人とのコミュニケーションを取る機会を増やし、社会生活にも好循環をもたらすと考えます。 

口から影響して起こる様々な健康への悪循環を引き起こさないためにも、口腔ケアを行い 

「QOL（生活の質の向上」を目指します。 

事業所での取り組み紹介 

≪ 口腔ケアの様子 ≫ 

望年会 
皆さん豪華な食事に舌鼓を打たれ、 
カラオケ大会では熱唱され、とても盛り上がりました。 

 

門松作り 
年末の恒例行事である門松作りを地域の老人会の方々と一緒に 
行いました。 
利用者さんには老人会の方々のお手伝いをして頂きました。 

動物園見学 
色々な動物を見たり、様々なアトラクションに乗られ 
楽しそうに過ごされました。 

ほほえみＢＢＱ 
今回のＢＢＱは材料の“準備” “火起こし” “焼き”を 
利用者の方に体験して頂きました。 
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～  口腔ケア  ～ 

【 課題と取り組み 】 
 

・椅子にじっと座っていることが難しいなど歯科通院が出来ない方が多い。 

・将来的に歯を無くすことが考えられるが、入れ歯も難しい。 

・自宅でのケアがどのくらいできるのか（ご家族様の意識）。 

・歯磨きが出来ていないと、細菌を飲み込む事で肺炎や誤嚥性肺炎になりやすい 

などの様々な課題がある為、事業所では継続した歯磨き支援を行い、 

口腔ケアの効力を高めていきます。 



行 事 予 定 

1月 イチゴ狩り・ボウリング 2月 イチゴ狩り・植木市 3月 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。 

 
 

〒861-1331  
熊本県菊池市隈府473-15 

事 業 所 紹 介 

１３ 

「地域活動支援センター つどい」では地域の行事やイベント・文化遺産等に触れる事でその情景に親しんで
いただきたいと考えています。 
また、外出することにより心身のリフレッシュも目的として考えています。普段、地元という事で中々足を
運ばない所にもあえて行く事により地元の良さも感じていただいています。 

※月２回 カラオケ・調理実習 

(福)菊愛会 広報誌「ぽっとまむ」 Vol.1１ 平成2８年新春号 ■ 事業所行事・活動紹介 

調理実習(室内の活動)では、必要な材料・道具を書きだし、あるもの・無いものと全部皆さんで決めていた
だきます。初めは包丁使いも危なっかしい感じでしたが、『どうやったら滑らないのか』や『火が通ってい
るのか』などを一緒に考えて行い、今では何でもパッパと自分たちで行われています。 

～ 万田鉱（荒尾市）～ 

～ 調理実習 ～ 

～ 望年会・クリスマス会 ～ 

≪ 事業所外観 ≫ 

≪ 調理場 ≫ ≪ トイレ ≫ ≪ ふれあい交流室 ≫ 



～ 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 

１４ 

 ８：３０ 朝礼 

      事務処理 

１０：３０ 来所相談 

      （計画作成のための聞き取りをします） 

１２：００ 昼休憩 

１３：００ 事業所見学同行 

      （利用者の方と一緒に事業所の見学にいきます。体験の調整なども行います） 

１５：３０ 利用者の方のご自宅訪問 

      （サービスの利用状況などお話を聞いて必要に応じて調整などを行います） 

１７：００ 事務処理 

      （計画書やケース会議の記録を作成、関係機関・利用者の方と連絡調整を行います） 

１８：３０ 相談支援部会（月１回） 

      （菊池圏域の行政や相談支援事業所が集まり、制度・困難事例について情報交換を行います） 

       

      業務終了（＾＾）/ 
【支援内容】 
計画相談、モニタリング、ケース会議開催、サービス情報提供、 
サービス利用開始までの支援、関係機関との調整、障害年金申請支援など… 

平成２７年１１月１３日（金）に自立支援協議会相談支援部会研修会を開催しました。 
菊池圏域の行政、教育機関、医療機関、サービス提供事業所などから１０２名の参加がありました。 
「自立支援協議会について」「協議会に向けての取組み・相談支援事業の活動」「相談支援事業所とサービス
管理提供責任者との連携」という内容で、協議会への理解を深める研修でした。 
参加者の方からは、「自立支援協議会や各部会での取り組みや進め方を周知するこのような研修を定期的に開
催して欲しい」「サービス管理責任者や相談員が連携しやすい環境の研修を増やして欲しい」などの感想を頂
きました。 
これを踏まえ、多機関での連携をこれまで以上に密にすることを目指し、圏域全体で自立支援協議会を活性化
していけるよう取り組んでいきたいと思いました。 

相談員のある日の1日 
（※毎日のスケジュールは異なります） 

平成２７年度 第１回 菊池圏域自立支援協議会相談支援部会研修会 
～自立支援協議会に求められるもの、地域連携とは～ 

(福)菊愛会 広報誌「ぽっとまむ」 Vol.1１ 平成2８年新春号 ■ 事業所行事・活動紹介 



『生計困難者レスキュー事業』の相談支援のすすめ方 

  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 

１５ 

 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 

 
 

               平成27年12月23日（水・祝）18：00～19：30 
 

 熊本学園大学にて「ソーシャルワーク論Ⅱ」（社会福祉学部Ⅱ部）の講師として 
 生活困窮者事業の統括主任 原川太希志が社会福祉士を目指す学生に対して、 
 特別講義をさせていただきました。 
 また、同事業の相談支援員 中山 聖一が相談支援を行う上での現在の気持ちや、 
 仕事のやりがい等について話をさせていただきました。 
 

 講義内容についての学生アンケートでは、 
 ・「菊愛会にとても興味を持ちました」 
 ・「菊愛会の事業やネットワークの多さに驚きました」 
 ・「相談支援事業の大変さがわかりました」等の意見がありました。 
 

ご清聴いただいた学生の皆様ありがとうございました♪ 

※写真は毎月行なっている生活困窮者事業 
 の全体ミーティングの様子 

熊本学園大学にて特別講義を行いました！！ 

生活困窮者事業における現場の状況や課題等について話をさせていただき、私自身もとても
勉強になりました。また、菊愛会に興味を持っていただいたことを嬉しく思います。 
今後も機会があれば、相談支援の現状を伝えていき、少しでも相談支援に興味を持って 
いただき、目指す学生が増えたらと感じました。 （生活困窮者事業 統括主任 原川） 

市町村 件数 

菊池市 １０件 

大津町  ２件 

菊陽町  １件 

合計 １３件 

菊愛会による支援状況 
（期間：平成27年4月～12月） 

※CSW･･･コミュニティソーシャルワーカー 
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■ 事業所行事・活動紹介 

１６ 

 ～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 
  

 清流荘では食中毒やノロ 
ウイルス対策として手洗い・ 
アルコール消毒を徹底して 
います。配膳前には声を掛 
け合いながら利用者さん・職員全員
で実行しています。 

～～湯の倉１０周年イベント～～    

おかげさまで、イベント期間中盛況を続け、無事に終了致
す事が出来ました。これもひとえに皆様のご協力の賜物と
深く感謝している次第であります。今後とも皆様のご期待
に副えますよう、従業員一同全力を挙げて社業に勤める所
存でございますので何卒末永くご愛顧くださいますようお
願い申し上げます 

お昼の籠膳・ステーキプラン随時受け付けており
ます。前日の午前中までに 
ご予約ください！ 

清流荘 電話番号 
  ホームページ 

0968-24-2155 
www.seiryuusou.com 

 湯の倉では、お客様に気持ち
良く入浴して頂く為に隅々まで 
  各部屋、清掃を行っており 
  ます。 
  清掃漏れが無いようにプ  
  レートを使って全員で確認 
  が出来る様にしています。 
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■ 事業所行事・活動紹介 

１７ 

～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 

 
 

９：００～９：０５ 体  操 

９：０５～９：２０ 清  掃 

９：２０～９：３０ 日誌記入・朝礼 

９：３０～１2：0０ 
作業活動 

（パン・解体作業・農作業・菓子箱折他） 

１２：００～１３：００ 昼    食 

１３：００～１5：3０ 
作業活動 生活・職能訓練等 

(農作業・解体等) (言語・数量的領域・挨拶等) 

１５：３０～１５：４５ 片付け・清掃 

１５：３０～１６：００ 日誌記入・終礼 

かもん・ゆ～す日程表 

基本の日程は上の通りになります。利用者の個別支援
計画等により変わる場合があります。 

 11月に相談支援センター 
菜の花 田中 和美 様 
に来所していただき、ＳＳＴ 
（ソーシャルスキルトレーニ 
ング）の研修を行いました。 
 事例を元に具体的に、 
どのようなやり方をされ 
たのかを教えていただきました。特に私達就労支援
員としては普段行っている作業の中でかしこまった
形を取らず自然に話を聞き出していく事も大事な
ことだと教えていただきました。普段の私たちの
行っている支援をより良くしていくために言葉の投
げかけ方一つ一つに気を配り、利用者の力になれ
ればと感じました。 

※ＳＳＴとは コミュニケーションの改善を目指し、それらを合理的に訓練していく治療的技法 

9月より、新たな内職作業 
として竹箸の検品作業を行う
ことになりました。 
 
 竹の形崩れなどを「ＯＫ」
と「ＮＧ］の札に分別をして 
いただいています。 
 判断基準は難しいのです
が皆さん質問等され、対応
されています。 
 
 また検品した物を200本
ずつ束ねていきます。 
 右図のようなツールを 
使い、数える事が苦手な方
でも、より早く目で見て 
確認できるようにしています。 

菊愛会の他の事業所の方と 
合同で稲刈りを行いました。 
今年は“田植え”と“稲刈り”を 
他事業所の利用者様と合同で行ったで 
とても賑やかな１年でした。 
  
昔ながらの鎌を使っての作業はとても疲れたら
しく、昔の人は凄いなと感じました。 
  
またバインダー（刈取機）と 
いう農機具も使いました。 
右にそれたり勝手に走り出した 
りと大騒ぎでしたが皆さんと 
ても楽しそうにされていました。 
   

 また来年もよろしくお願いします。 

(福)菊愛会 広報誌「ぽっとまむ」 Vol.1１ 平成2８年新春号 



～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 
 

■ 事業所行事・活動紹介 

１８ 

職員Ｂの場合 
  8：25 朝礼 
10：30 年金相談同行 
       （菊池） 
12：00 昼食 
13：30 ハローワーク同行 
        （阿蘇） 
16：00 ケース会議（山鹿） 
18：00 終了  
    

利用者の方、関係機関と連絡をとり面談・
訪問の予定を立てていきます。しかし、相
談内容は個々によって違うので、日々色ん
な場所で色んな対応をしています。 
時には、昼食抜きの日もあります（笑） 

 

阿蘇・菊池・鹿本地域の関係機関に参
加していただく就業支援ネットワーク
会議を年数回開催。さまざまなテーマ
を下に講師をお招きし、グループワー
ク、意見交換等を行ないます。 

在職中の利用者の方を対象と
した交流会を年3回開催。社会
生活に於けるさまざまなこと
をテーマに講師をお招きし勉
強します。 

★第２回菊池地域就業支援ネットワーク会議★ 
 
12月18日(金)泗水公民館にて開催。 
「福祉的就労・訓練の必要性」をテーマに、回収
したアンケートを下にテーマを決め、グループワ
ーク・意見交換を行ないました。 

 
         

 

 

 

   

                      

 

 

 
           

                     

 

★行事予定★ 2月 がまだす会議      3月 在職者交流会 

職員Ａの場合 
  8：25 朝礼 
10：30 面接同行（大津） 
12：00 昼食 
14：00 定着訪問（菊池） 
16：00 来所相談 
     事務処理 
     電話相談 
17：30 終了  

    

がまだすの支援内容 
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がまだすの1日 
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１９ 

～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  

■ 事業所行事・活動紹介 

行 事 予 定 

1月  
イズム 新年会 

2月  
植木市見学 

3月  
日帰り旅行 

   話合い＆相談の大切さ 

 イズムでは、世話人会議や事務所内の喫茶ブース
での相談の時間を大切にしています。事務所で愚
痴って、スッキリ！！ホームにはストレスを持って
帰らないように配慮する事がポイントです(^_-)-☆ 

 10月に沖縄県で開催された、 
『九州地区施設親善球技大会』へ 
熊本県代表として参加してきまし 
た！！ 
 他事業所と合同で創った、 
☆Team熊本☆は予選試合から圧 
倒的な強さっ！ 
 見事、2連覇を達成しました。 
試合以上に、即席Teamで得た仲間 
と過ごした事がかけがえのない思い出に 
なったような気がします… 

九州地区施設親善球技大会（沖縄大会） 

 この感動が冷めない内に… 
次の週末は『熊本県施設親善球技 
大会（上天草市）』に参加！！ 
 宿泊先ホテルの宴会で車エビ＆ 
伊勢エビのＷエビに優勝を誓った 
のですが… 
 残念ながら準優勝…(ー_ー)!! 
 でも、この2大大会の為に7月 
から仕事の後に練習してきた達成 
感で満足笑顔100％です！！ 
 無事に終わって・・・スタッフ 
もホッとしちゃいました❤❤ 
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学習支援 
  
受験生は志望校も決まり、1月末からいよい
よ入学試験が始まります。みんな夢に向かっ
てそれぞれ頑張っています。また、これから
受験を迎える子どもたちもそんなお兄さん、
お姉さんの背中を見ながら、一生懸命頑張っ
ています。 
  
  

～ 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） 
〒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 
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12/25『クリスマス会：音楽療法』 

・今後の予定（1月～3月）
  
1月15日関わり方講座③ 
   22日音楽療法  
       23日言語相談  
       30日アレントメンター事業 

2月  6日第4回圏域内事業所スキルアップ研修 
      12日発達障がいについて  
      19日意見交換会  
      26日音楽療法   
      27日言語相談   

3月18日音楽療法  
       26日言語相談 

冬休みは地域の体験教室に参加して、ミニ門松づくりをしま

した。普段は見ることしかできない日本の文化に直接触れる

ことができ、新年をよい気持ちで迎えることができそうです。 

行事予定 

1月 
私立専願・奨学特待入試 

実務者会議 

2月 
 

公立高校前期入試 

私立一般入試 



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 
日本全国鉄道ひろばin九州 
日奈久温泉 
絢香ライブin崇城大学ホール 

2月 
カラオケ 
阿蘇劇場喜楽座 
温泉 

３月 
ボウリング 
寿楽園 

 

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

■ 事業所行事・活動紹介 

へるぷねっと事業所 支援以外の時間は、事務作業を
しています。 

利用者の方も、よく遊びに来られたり 
相談に来られたりします。 

 事業比率  

移動支援 

居宅介護 

行動援護 

同行援護 

４５％ 

５％ 

２０％ 

３０％ 

１， 移動支援   遠くへ行ったベスト３ 

１． 羽田空港   ２．別府タワー   

飛行機大好きな利用者さん
の要望により、色々な国の
飛行機を見ることが出来る
空港へ。 
離着陸の様子を沢山写真に

撮られていました  

３．門司港レトロ   

１．映画鑑賞    ２．買い物    ３．カラオケ，ボウリング    

2，移動支援 人気ベスト３   
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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 

  

     〒861-1331  
   熊本県菊池市隈府110-4 

日付 行事予定       

 1月 こころんの日 

 ２月 森の子プログラム 

■ 事業所行事・活動紹介 

２２ 

★来所したら・ ・ ・

靴を入れる時に今日の
色を決める！！ 今日のせんせいは・ ・ ・

水筒・ 皿・ コッ プ・ ハブラシ
をかごの中に出す！

バッ クを今日の色の棚に
片付ける！！

日にちの確認を行い
カレンダーにシールを貼る

今日の色の椅子を線に
並べる！

★視覚的・ 聴覚的支援★

遊びの時間や活動の時間を、 時計・ タイマーを

使って提示しています。

スケジュールを視覚的に提示することで、  

見通しがたち、 安心して参加する事が出来ます。

体の使い方、
バランスの取り
方を練習します

順番カード を使用し 、 自分の順番が来るまで待つ練習を行います。
また、 戸外活動では、 写真と同じ遊具を探しながら順番に回る練習も行います。

★感覚統合あそび★

☆散歩・ 戸外活動では・ ・ ・ ☆

ランド セルを背負ったり 、 雨の日は傘をさし交通ルールを
学んでいます.また、 菊池市内にある足湯や公園にも行って

います.

今回の森の子プログラムでは日本一の石段に自分がどこ
まで登れるのか挑戦しました。 
お友達やスタッフとコミュニケーションを図り協力しな
がら登ることで、相手を思いやる気持ち「もう少し頑張
ろう」や共感する気持ち「達成できてよかった」などの
言葉や体での表現やたくさんの笑顔を見ることができま
した。 

輝なっせ職員の勉強会 
がありました＾＾ 

９月11日   PDCAサイクルについて（仙波） 
        身辺自立について（大塚） 
          TEACCHについて（松本） 
９月18日   自閉症スペクトラムについて高機能（山口） 
          自閉症スペクトラムについてADHD（丸山） 
        障害者虐待防止法について（稲田） 
11月13日   専門職について（川内） 
        経験を通して（古田） 
12月11日  放課後等デイサービスについて（秋吉） 
        日中一時支援事業について（西山） 

森の子プログラム 
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 パーソン・センタード・ケアの理念のもとご利用者様の人
権を守り、毎日を明るく豊かに生きがいのある生活を送るこ
とができるよう、個々の事情や意思に即した生活自立度の維
持向上を図る支援の実践を目標にチームとして取り組んでい
ます。ＯＪТを活用し普段の支援の気づきと振り返りにつな
げています。 

～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  

■ 事業所行事・活動紹介 

２３ 

1月 2月 3月 

7・8日 初詣参拝 3日 節分（豆まき） 3日 ひなまつり 

22日 誕生会 誕生会 誕生会 

春の植木まつり見学 春の一日旅行 

今年度の事業計画の重点ポイントに、地域の防災拠点としての役割の構築をあげ、
働きかけをおこなってまいりました。地域の老人会・むつみ会・消防団・子供会
など約８０名の方々にご参加いただき、消火訓練・ＡＥＤ・煙体験・消防車、救
急車説明等の体験など合同防災訓練を行ないました。最後にこすもす荘で採れた
からいもの天ぷらを提供させていただきました。初めての開催でしたが、大変有
意義なものとなり、今後も継続して取り組んでいきたいと思います。 

11月8日 

排泄用品メーカー(株)光洋のア
ドバイザーを招き、勉強会を
行ないました。 
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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   

■ 事業所行事・活動紹介 

２４ 

各ご利用者様の目標実現に向けた取り組みは、
私たちの支援力強化でもあり、日常生活の中で
「出来る事」を増やすことで、生きがい作りや
ADLの維持・認知予防につながってきます。ふ
じのわ荘で生活が送れて「楽しい」「安心」と
ご利用者様からの声がこれからも増えていくよ
う私たち職員の意識レベルの更なる向上と知識
の向上に努めていきたいと思っています。 

ふじのわ荘では、生活・医療・栄養面で様々な職種が一丸となりご利用者
様がその人らしく、安心して楽しく生活を送ることが出来るよう取り組んで
います。 

「排泄」 
基本トイレでの排泄 
オリゴ糖の使用 
排泄状況の把握 

「運動」 
基本歩行を目指す 
体操クラブの実施 
 

「健康」 
毎日のバイタル

チェック 
嘱託医との連携 

 
 

「食事」 
１日１５００kcal 
選択食 

季節感が出る食事
の提供 

 

【自立支援と主な業務の紹介】 

ご利用者様がこれまでに体験されてきた趣味や経験が発揮できる、６つのクラ
ブ活動を開催しています。 
（体操クラブ・書道クラブ・手芸クラブ・園芸クラブ・料理クラブ・カラオケクラブ） 

こすもす見学 

から芋販売 

消防団神輿 

クリスマス会 

1月 2月 3月 

初詣参拝 節分（豆まき） ひなまつり 

誕生会 誕生会 誕生会 
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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、食事の介護その他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 

 

 

■ 事業所行事・活動紹介 

２５ 

介護保険では、認定の更新時や必要に応じて「担当者
会議」を行います。利用者に関わっているご家族、事
業者や担当者が集まり状況報告をしたり、利用者にど
のように関わってサービス提供を行っていくか等を話
し合います。介護保険の中では重要な会議です。 

今年も門松を作りました。 
今年の門松はワイルドな物になりました。 
良き年を迎えられる様に思いを込めて... 

  

   

 

 

 

 

 

バイタル測定 着脱介助 

調理 服薬セット 常勤ミーティング 

研修等参加予定 

1月16日（土） 熊本県老人福祉施設協議会研修大会（熊本テルサ） 

1月20日（水）   「服薬介助するまえに！その薬何の薬？」 （熊本三井生命ビル） 

研修等参加予定 

1月15日（金） 「在宅復帰困難事例への関わり方について」 

   その他研修会は随時参加 

平成27年12月24日（木）に
第１回菊池市地域ケア会議
が開催されました。今回ゆ
めぷらんの事例での検討会
がおこなわれました。今後
の会議開催に繋げていく重
要な会議に選ばれたので、
ご利用者支援に活かせる会
議になるよう努めたいと思
います。  

 在宅生活でのご利用者様の様子や変化
等に一番に気づき、状態把握ができるの
はヘルパーです。毎月の居宅介護事業所
への訪問や関係サービス機関と連携し、
共通の視点でケアができるようにご利用
者様の報告・相談等を行い、より良い
サービスの提供に努めています。また、
お一人おひとりの心身の特性、およびそ
の有する能力に応じて、自立した日常生
活を営むことができるよう支援させてい
ただいています。 
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■ 事業所行事・活動紹介 

２６ 

～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  

託児所の一日の流れ 

おはようございまーす 
おやおや・・・お母さんから 
離れたくないかな～ 

ちゃんと靴箱へ 

おかあさん＾＾ 
健康チェック表記入 体温チェック!! 

荷物も自分で
片付けます 

朝のごあいさつ 

○○ちゃん？ 
はーい!! 

上手に出来ました＾＾ 

絵本が大好きです 

手洗いをしおやつの準備 

今日のおやつ
は何だろう？ 
みなさ～ん。 
おいしいですか 

 AM８：３０ ～  

 AM９：００ ～   AM１１：３０ ～  

 AM９：３０ ～  

お散歩カーでお出かけ 

山羊を見に行ったよ 

おひるごはん 

いただきま～す!! 
ママのご飯、 
おいしいね 
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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 
行動援護従業者養成研修事業事務局 

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 〒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 
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新年明けましておめでとうございます。菊愛会広報誌も11回の発行を迎え皆様に菊愛会の活動や取り組みをお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか。
うまく伝わったのだろうか？参考になる広報誌なのか？何度でも見たくなるような物なのか？等々編集するほどに考えております。本年度は、内容を精
査し、さらに見やすく・わかりやすい広報誌を目指して、抜本的見直しと再構成を行いたいと考えております。今後も菊愛会広報誌をご覧いただいた皆
様のご意見やご感想などを頂戴できればと思います。今後益々のご清栄を祈念いたしまして、新年の挨拶といたします。 


