『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。

企画推進室長 兼 人事担当室長

木原 雄二
4月から企画推進室長兼人事担当室長となり、法人の経営会議、管
理者会議への参画、行政とのネットワークづくり及び人材確保を担当します
木原です。
一つ目の重要な位置を占めますのが、法人内の各事業所との連携にな
ります。各事業所が取り組んでいる様々な事業等に対し、一緒に課題を見
つけ、解決に向けてのスケジュール案及び対策案を作成することにより、問
題可決を見いだせればと思います。そのことが新たな事業所間の連携の強
化に繋がるのではないでしょうか。
二つ目は、人材確保です。安定した法人運営のためには、菊愛会の将
来を担う優れた人材を確保することが重要です。新規採用はもちろん重要
案件ですが、現職員の資質の向上のためのキャリアパス制度の活用により、
職員の意識改革を行うことも重要な部分です。
そして法人として、生まれてから人生を終わるまでのそれぞれのステージに寄り
添うような福祉的な支援ができるように努めたいと思います。
明るく家庭的な雰囲気を提供できるような運営を行うことにより、利用者が
日常生活の中で身体的・精神的・社会的に満足できるような支援体制の
充実・強化を図ると共に、利用者と家族の皆様のニーズや必要に応じた
支援が可能となります。
また日本は今後ますます高齢社会となります。それに伴い、障がい者の高
齢化問題や介護する方の高齢化問題など、今後新たに様々な課題が発
生し、私たちを取り巻く状況は日々変化しています。
これに即応できるような柔軟な仕組みづくりにより、皆様が安心して利用で
きるような、笑顔と希望にあふれる未来を笑顔でつなぐ法人組織を築き上
げていきたいと思います。

１

■ 特集1 【 感謝状贈呈式 】
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平成28年11月16日（水） ホテル熊本テルサ 3階

「たい樹」

昨年4月に発生した平成28年熊本地震における被災地や避難所等での支援活動に
尽力した団体等に対して感謝状贈呈式が執り行われました。
当法人の相談支援事業所 コミュニティはうす明日 管理者である 後藤 政己 が
会長を務めております「熊本県障がい者相談支援事業連絡協議会」にも、その迅速
かつ懸命な支援活動に対して、熊本県より感謝状が贈呈され、当日は協議会を代表し
後藤会長が感謝状を拝受してきました。

今回多くの方々からのご指導や助言をいただき、支援のあり方を
導いてくれたことに深く感謝いたします。
この4月で震災から1年を迎えるわけですが、「関係者との気持ち
の共有が大きな力になる」ことをあらためて実感いたしました。
熊本県障がい者相談支援事業連絡協議会 会長
（ 相談支援事業所 コミュニティはうす明日 管理者 ）

後藤 政己
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■ 特集２【 輝なっせ 落成式 】

落成式
児童発達支援センター輝なっせ
管理者 桐 有子
平成29年3月25日（土）に、児童発達支援センター輝なっせ 落成式及び内覧会を執
り行いました。ご多忙中にも関わらず、ご臨席を賜りました方々に厚く御礼申し上げます。
また、沢山の心温まるお祝いの品をいただき、重ねて御礼申し上げます。

さて、かねてより建設中でありました平成27年度熊本県障がい者福祉施設整備補助
金事業による児童発達支援センター輝なっせ新築工事が無事に竣工し、平成29年1月1
日より事業開始の運びとなりました。これもひとえに、計画当初から竣工に至るまで、設
計を担当くださいましたエムケイプラン1級建築士事務所 管理建築士 江里口善久様、
工事を担当してくださいました三和建設株式会社 代表取締役 川瀬和洋様をはじめ、
各関係者の皆様のお力添えの賜り物と深く感謝いたしております。
今回の落成式では、輝なっせをご利用している子どもさん・ご家族の方にもご協力いた
だき、手形ペイントで看板を作成しました。また、会場内も職員間で工夫を凝らし、子ども
さん一人ひとりの個性が花開くという想いを込めて会場を設営しました。

当事業所は、平成15年の支援費制度から地域の療育拠点事業として事業展開を進
め、今年で14年目を迎えました。これまで、支援費制度・障がい者自立支援法・児童福
祉法と目まぐるしく根拠法が変化するなかで、現在では菊池圏域において40ヶ所の指定
障がい児通所支援事業所があります。これまで以上に、菊池圏域に於いて連携した支
援の統一が図れるよう、菊池圏域の核となり支援体制を構築していきます。
また、開設当初からの職員が少なくなって職員の入れ替わりがあるなか、現在の職員
でこれまでの想いと歩みを継承し、将来の展望を見出し、次世代へ襷をつないでいきま
す。
この落成式をひとつの節目として、これまでの歩みに感謝し、この日を迎えることがで
きた想いを忘れることなく、これからも地域社会へ貢献できるよう職員一丸となり一層の
努力を重ねて参ります。
今後ともご指導ご鞭撻等賜りますようお願い申し上げます。

３

■ お知らせ
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訪問看護とは訪問看護ステーションから、病気や障害を持った人が住み慣れた地域
やご家庭で、その人らしく療養生活を送れるように、看護師等が生活の場へ訪問し、
看護ケアを提供し、自立への援助を促し、療養生活を支援するサービスです。
訪問看護の対象は小児から老人まで幅広く、ご利用いただけます。現在４歳から９
３歳までと幅広くご利用されています。訪問看護のご利用にあたっては各種保険適用
で、重度心身障がい者医療費助成制度、自立支援医療費助成制度、難病法などでのご
利用も可能です。
しかし、訪問看護の仕組みについては知らない方が多いのが現状です。私たちのス
テーションでも実際にご利用されている方が「こんな制度があるなら早く利用してお
けば良かった」等の意見をいただいております。
訪問看護について制度や仕組み利用方法など興味のある方はまずは相談していただ
ければと思っております。
NPO法人 創源
訪問看護ステーション
TEL 0968-41-5966

そうげん

社会福祉法人 菊愛会のホームページが新しくなりました！
より見やすく、より伝わりやすいようにサイト構成を一新し、
菊愛会の魅力が存分に感じられるものとなっています☺
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■ 事業所行事・活動紹介
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平成29年度の重点的な取組み
① 施設整備中長期計画（移設）への取り組み
“わたしが住みたい「家」づくり”を設計コンセプトとして、現在の施設が老
朽化していることにより、熊本県障がい者福祉施設整備費補助金における事前
協議書の提出が行えるよう、設計士を含め勉強会や検討に取り組み､将来を見
越した「住まいの場」を検討していく。特に高齢の方々に特化したユニット型
で利用者が満足して安全に暮せるような施設にしたいと考えています。
② 重度・強度・高齢化に伴う対応の強化への取り組み
高齢者に対する支援から介護へのアセスメントや、自閉症等の強度行動障害
を有する方への個別的、統一支援のアセスメントを重点的に行い、平成30年
の報酬改定を見越した取り組みとして、「事業所独自の支援手順書兼記録用
紙」を作成することで、より個別的な支援の構築に取り組んでいきます。

平成29年1月～３月の行事・イベント
1月 初詣

2月

節分

2月 植木市見学

３月 ＢＢＱ

1月

どんどや
季 節の行 事を 体
験 して四 季を 感
じ ていた だき ま
した。

平成29年5月～9月の予定表
日程

５

予定

9月3日

納涼祭

9月9日

きらめき大会

３月 ひな祭り着付け

年度納めにお
いしい物を食
べて利用者及
び支援員間の
交流を深めま
した。

■ 事業所行事・活動紹介
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平成29年度事業計画 《重点的な取り組み》
・Ｌ＆Ｓプラン及びソーシャルアクションの推進
現在の状況の課題分析・地域のニーズの拾いだしを行う事で、

入居者・地域の方々・スタッフが、
（ ive a useful

ife）を送り、

（ afe and ecure）に暮らすことが出来る事業所を目指し
たいと考えています。

行 事 予 定

《4月》
あおぞらＢＢＱ（家族へのお誘い）
《5月》
《6月》
調理実習
日帰り旅行
６

■ 事業所行事・活動紹介
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平成29年度事業計画について
すまいる支援テーマ

＊わ＊
「 笑顔・和・輪・コミニケーション・楽しく 」を中心に支援を行います。
今までの活動を見直し、利用さんに楽しいと評価される活動の提供を行います。

今年度の事業所重点目標
１、職員のスキルアップ
２、無駄な消費を徹底して節約
３、平成30年の報酬改定や共生型サービスに向けての取り組み
４、認定調査への取り組み

行事・活動紹介
法人内他事業所からも多くの方々が参加され、
燃える櫓を見ながら豚汁を味わいました。

鬼に豆を投げた後、今年1年が健康で
過ごせるように豆を食べました。

日ごろお世話になっている方々へプレゼントしました。
季節のいちごを使っていちご大福を作りました。

10月から3月生まれの方の誕生日会を開きました。

行
４月
７

日帰り旅行（天草）

５月

事 予 定
バーベキュー大会

６月

ボーリング大会

■ 事業所行事・活動紹介
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平成29年度事業計画について
重点的な取り組みについて
・利用者の高齢・重度化に伴い支援内容や活動の充実として研修会に
参加し、知識の向上や支援技術の向上に努めます。
・輝なっせ、かもんゆ～す、すまいる等の法人内の各事業所と連携し
合同会議や体験実習の提供を行います。

みんなでどんど
やに行きました。
寒かったけれど、
楽しかったです。

平成29年4月～6月の予定表
日程

行事予定

4月12日

杖立鯉のぼり

5月17日

天草旅行

6月

創作

七城メロンドームの裏手
にある七樂の郷にいちご
狩りに行きました。甘い
いちごをたくさん食べて
美味しかったです。

８

■ 事業所行事・活動紹介
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・情緒の安定・ストレス解消に繋がるよう利用者の意見を尊重し、
活動の意欲が高まるような活動内容を計画し適切な支援を行います。
・安心して利用できる環境づくりを行います。
・利用率の向上を図ります。

赤くてあま～いイチ
ゴを口いっぱいに
頬張って食べられ
ていました。

９

日程

行事・イベント

4月

花見

5月

こいのぼり見学

6月

スポーツ体験

■ 事業所行事・活動紹介
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平成29年度事業計画について
コミュニティはうす明日では、将来を見据えた取り
組みとして、障がい福祉サービスから介護保険サービ
スへの移行に柔軟な対応をすることが出来るよう、高

齢者支援事業部との合同研修会を開催します。
また、スキルアップにつながる研修会への積極的な
参加と、情報の共有も継続して行い、スーパーバイ
ザー的役割を担うために活動を行っていきます。

「平成28年度第2回行動援護従業者養成研修」 を開催しました♪
日

会

時：【第１日目】平成２９年３月１２日（日） ９時３０分～１８時３０分
【第２日目】平成２９年３月１８日（土） ９時３０分～１８時３０分
【第３日目】平成２９年３月１９日（日） ９時００分～１８時００分
場： 菊池市泗水公民館「有朋の館」 大研修室

熊本県内外より４２名の方に受講していただき、３日間で合計２４時間のタイトなスケジュールの中、
本研修を無事に終えることができました。
受講していただいた方々には、研修で学んだことを今後の支援に活かしていただければ幸いです。
平成２９年度は「強度行動障害支援者養成研修」の開催を予定しております♪
詳細が決まり次第、菊愛会ホームページや広報誌などでお知らせいたします。

１０

■ 事業所行事・活動紹介
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大津町地域支え合い生活自立支援事業【大津町福祉サポートセンター】
昨年の10月から熊本地震で被災した方々が、生活再建に向けて安心した日常生活を送れるよう、
見守りや健康・生活支援、地域交流の促進などの総合的な支援を行う「地域支え合いセンター」
が発足し、その一部として「生活自立支援事業」が発足致しました。
平成29年度は熊本地震から1年が経過し、仮設住宅やみなし仮設の入居期限が1年を切ります。
生活再建事業として、1人でも多くの方と伴走的に課題に向かい合い、早期での本当の意味での復興が
できる様に尽力し、又、被災者が抱える日常生活の課題等も一緒に解決できればと思います。
大津町地域包括支援センターと大津町地域支え合いセンターに１名ずつ職員を配置しています。

◆ 2月と3月の活動について◆
実施日

名称

内容

2月2日(木)、3日(金)

住宅ローン相談会

3月25日(土)

無料職業相談会

仮設住宅の集会所で被災者の方向けの住宅ローン相談会を実施
キャリアカウンセラーと臨床心理士を招き、無料職業相談会を実施

◆ 今後の予定 ◆
予定日

名称

内容

4月11日(火)

事業説明

関係機関への周知として、ケアマネ倶楽部おおづと
包括支援センターに改めて事業説明を行います。

5月13日(土)
19日(金)
27日(土)

住宅建築の為の相談会

1級建築士を招き、住宅建築の為の相談会を行います。
4月11日（火）
中山相談支援員による事業説明の様子

就労準備支援事業
【熊本県生活困窮者自立支援プラン推進事業・八代市被保護者及び生活困窮者就労準備支援事業】

就労準備支援事業では「働くために自信を付けたい」「就労への一歩を踏み出すきっかけがほしい」といった方へ
様々な支援を行っています。面談や体験活動を通して一人でも多くの方が就労へと繋がるように支援員一同頑張ってまいります！

◆ 2月と3月の活動について◆
実施日

名称

2月21日(火)

自立相談支援事業従事者養成研修

2月27日(月)

ひきこもり支援者連絡協議会

3月17日(金)

第2回生活困窮者等自立相談支援
事業相談支援員研修会

内容
就労準備支援事業について、
事業説明と事例発表
精神保健福祉センターにおいて、
ひきこもり対象者の事例発表
就労準備支援事業について、
事業説明と事例発表

2月21日（火）
杉山就労支援員による発表の様子

◆ 平成29年度の取り組み（予定）◆

合宿（就労体験＋宿泊体験）
１１

牧場での作業体験活動

ビジネスマナーや就労に関するセミナー
※写真は平成28年度の様子

■ 事業所行事・活動紹介
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平成29年度がまだす事業計画
○ 職場定着率の向上
・アセスメントから就労定着までを複数人で行い様々な視点から職業マッチングを図ります。
・主任職場定着支援担当者との連携をはかり、障害者及び会社への助言、指導を行います。
・職場訪問回数を増やし問題が起きる前の対応を行います。

○ 支援学校との連携
・卒業後の定着支援及び生活支援を希望される生徒との面談を学校と連携し行います。
・在学中の課題点など学校からの情報提供をお願いを行います。

○ 主任職場定着支援担当者の周知徹底
・パンフレット等を作成し企業へ周知を行います。
・研修会等を開催し障害者雇用について学ぶ機会を作ります。

今年度数値目標
○支援対象障害者数 ・・ 550件
○就職件数 ・・・・・・ 50件
○定着率
・・・・・・ 70％

○相談支援件数 ・・ 5500件
○職場実習件数 ・・ 30件

平成28年度がまだす連絡会議
3月3日(金)泗水公民館にてがまだす連絡会議を開催しまし
た。がまだすの平成28年度実施状況報告、主任職場定着支援
担当者事業の報告、ハローワーク菊池より障がいのある方の雇
用状況及び制度についての話をしていただきました。
また実際に障害者雇用をされている熊本シール工業株式会社
より、業務課 課長 石山真紀様にお越しいただき、現在の取
り組みや現状、支援機関への要望等お話しいただきました。

日程

予定

6月

在職者交流会
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■ 事業所行事・活動紹介

（福）菊愛会 広報誌「ぽっとまむ」 Vol.1３

事業計画の重点的な取り組みについて
農福連携
近年、農福連携が政府の後押しもあり、全国的に広がりを見せている。農業分野への障がい者の参入によ
り、それぞれの障がいの特性にあった働き方、工賃アップを図り農家の高齢化による担い手不足の解消、耕
作放棄地の有効活用などを目的としています。
これまでも、かもん・ゆ～すでは、米、大豆、蕎麦を中心に農業に取り組んできました。これまでの経験
を生かし、安心、安全な作物つくりを目指すとともに、障がい者の社会参入により理解を深めていきます。
農福連携に取り組んでいく中で、農地の拡大に伴い作業の機械化や大規模化が考えられます。そのため、
融資等の優遇措置がある農業法人、認定農業者等の取得も視野に入れ、地元農家と連携し地域おこし、地域
作りに貢献していきます。また、６次化や農産加工品の直売所との連携を図り、地域の方々と利用者さんが
共に働く場所を提供し、地域に密着した農業が出来るような仕組み作りを模索していきます。

米粉パン屋

きるん

利用者さんとの共同作業で美味しいパンの製造、販売の展開を図り、障がいの特性を生かし、その方に
あった作業工程に着目し、その方らしい作業の提供を行います。また、販売や納品の安定を図る為にも、商
品の新規開拓や地域に密着した販売を展開していきます。

今後の予定

・田植え（６月）
・すいか収穫（7月末）
・余暇活動（毎週金曜日）
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・軽トラ朝市（毎月第４日曜日）

■ 事業所行事・活動紹介

（福）菊愛会 広報誌「ぽっとまむ」 Vol.1３

平成２９年度「清流荘」事業計画 重点的な取り組み
・新しいプランを提供させていただき、既存のお客様のリピー
トはもちろんのこと、新規のお客様にも気軽に来館していた
だけるよう工夫致します。
・これまで以上に５Ｓ（整理・整頓・清潔・清掃・習慣）を心掛け、
快適にお客様に過ごしていただけるような環境を創ります。
・働いておられる利用者の皆さんたち個々のニーズにあった支
援を行います。
平成２９年２月28日（火）に防災訓練を行いました。
・旅館の一室から火災が発生、館内放送、初期消火、駐車場へ避難、消防署
へ通報、一連の避難訓練の様子です。

通 報

初期消火

避 難

中川防災担当
より防災教室

※次回は『水害』に対する訓練を予定しております
１４

■ 事業所行事・活動紹介

（福）菊愛会 広報誌「ぽっとまむ」 Vol.1３

地域生活支援事業所
平成29年度事業計画

重点的な取り組み

『失敗してもいい…だって、自分で決めたこと』
地域生活支援事業所イズムでは、この言葉を大切にしたい…
意思決定支援の重要ポイントは、入居者が生活する中で“色ん
な経験を積み重ねる機会を増やす事”だと考えます。
私達スタッフは「失敗しないため」の支援以上に、「失敗して
からスタート」する支援の取り組みを重点的に行います。
失敗から得る経験が厳しい社会で生きる

☺イズム新年会

生OR最高〜❤
盛り上がった！！！！！

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！！
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行

事

予

定

になると信じて★

☺ORANGERANGEライブの巻

4月
イズム花見会
5月
鯉のぼり見学

6月
日帰り旅行

☺Perfumeライブの巻

踊って♪歌って♪♪
かわいかったぁ～❤
また、行きたい×100！！

■ 事業所行事・活動紹介

（福）菊愛会 広報誌「ぽっとまむ」 Vol.1３

平成29年度事業計画

≪重点的な取り組み≫

施設入所者の地域生活移行が年々増加しており、それに伴って居
宅介護支援の需要も増加しております。その需要に対応する為に、
職員・登録ヘルパーの増員が必要となりますので、収支を見据え
た上で必要な職員の数を割り出し、早い段階から総務部への次年
度の募集人数の報告や、ハローワーク等への各種公共機関での職
員募集を計画しております。

制度見直しにより、平成30年4月1日以降は、行動援護、同行援
護の両事業の従業者要件に各々の従業者養成研修の修了が必要と
なります。これに伴いへるぷねっと内では受講要件を満たしてい
る職員の受講を推進し、平成30年3月31日までに受講可能な職
員全員の研修の修了を目指します。

3/12

武蔵塚公園で
ウォーキング★
公園を3周ほどされ、
とても良い運動に
なりました！

ボウリング場にて。
ストライクやスペア
がどんどん取れて、 1/27
とても爽快でした！

行 事 予 定

《4月》 芝居見学・プロ野球観戦・カラオケ
《5月》 映画・ボウリング・猿回し劇場
《6月》 芝居見学・温泉・カラオケ
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■ 事業所行事・活動紹介

（福）菊愛会 広報誌「ぽっとまむ」 Vol.1３

輝マック

ハンバーガー、ポテト、ジュースを手順書を見
ながら作りました。「輝マック」作り楽しんでくれ
ました！

年長児はお楽しみ
会で電車に乗ったり、
光の森で昼食、文
房具購入体験を行
いました。就学に向
けてバッチリ！

お楽しみ会♪

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
3K（関心・感動・感謝）
①自信に満ちた子どもの目の輝き
・自分を愛し自分を大切にできることで、周囲の人を大切にできる豊かな心を育む。
・できたことを皆で喜び、認め合う心を大切にします。
②夢と希望にあふれた未来への輝き
・色々なもの、ことに興味を持ち、自分の良さや可能性を発見し自分の世界を広げる。
・成功体験を活かし自立に向けた生きる力を育みます。
③笑顔の輪でつなぐ心の輝き
・色々な人との出会いを大切にし、笑顔や感謝の気持ちで人に接することで、つながり
の輪を広げていきます。
・家庭や地域との連携を図り、子どもの支援の輪を広げていきます。

いちご狩り&いちごサンド作り

いちご狩りへ行き沢山のいちご
をお腹いっぱい食べた後は、い
ちごサンド作りをしています。

４〜６月の予定
フラワーアレンジ教室（放デイ）

外食体験
ジョイフルへ行き、メ
ニューを選んだり、注
文、支払いも自分で
できました！

茶話会（放デイ）
サンドウィッチ作り（児発）
大牟田市動物園（日中）
親子味噌作り体験（児発）
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■ 事業所行事・活動紹介

（福）菊愛会 広報誌「ぽっとまむ」 Vol.1３

重点課題
１．将来を見据え、自立に向けた支援に取り組む
・個別支援計画書に基づいた個々のスモールステップを把握し、
それぞれのニーズに応じたプログラムを作成し支援を行います。
2．放課後等デイサービスの改善に向けた取組み
・ガイドラインの遵守と自己評価の公表を行います。（企画や感想
等をホームページに掲示）
・サービスの質の向上を図るために、内部研修等を計画し、職員
のスキルアップを目指します。
3．障がいの有無に関係なく地域の中で過ごしやすい環境や居場
所づくりを設定する
・より家庭に近い環境で支援をしていくが、それがどのように地
域社会に活かしていくかを視点におき、家族支援や地域支援を
重点的に行っていきます。

新幹線見学

◀︎◀︎◀︎

外食体験
▶︎▶︎▶︎

小袖団子汁作り
秋に収穫したサツマイ
モを使い「色・形・匂い・
感触・こねる」を楽しく
経験し、出来あがった
物をみんなで食べまし
た。

買い物体験
▶︎
▶︎
▶︎

笑みっこ外学習では、実際にお金を使い決められた
額の中でお買い物を経験したり、交通ルールや公共
の施設でのマナーなどを勉強しました(^^)/

今後の予定
・5月３日 避難訓練
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■ 事業所行事・活動紹介

（福）菊愛会 広報誌「ぽっとまむ」 Vol.1３

平成２９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きます。
・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きます。
・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きます。

【地域療育センターに求められる７つの役割と支援内容】
① 保護者会、家族教室、育児サークル等の当事者交流の場
② 当事者の場を活用（連携）した個別相談・指導の場
③

療育サービスの提供にあたり関係の調整を行う場

④

個別、グループ療育等を行う療育の場

⑤

地域関係者への巡回支援巡回支援を行う場

⑥

保護者会、ボランティア等との地域交流の場

⑦

こども総合療育センター等の専門療育から地域療育へ移行（つなぎ）の場

～今後の予定（4月-6月）～
12日（水）

子育て茶話会

15日（土）

言語相談

21日（金）

音楽療法

28日（金）

調整会議

12日（金）

療育って？

13日（土）

言語相談

26日（金）

音楽療法

3日（土）

言語相談

24日（土）

お父さんの音楽療法

4月

5月

6月
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■ 事業所行事・活動紹介

（福）菊愛会 広報誌「ぽっとまむ」 Vol.1３

【子どもの学習援助事業】

・ジョイスタ～楽しくスタート、楽しくスタディ～
１、事業概要
生活困窮者及び生活保護の被保護者の子ども等を対象に
①子どもの日常の学習や進学等に関する支援
②引きこもりや不登校の子どもに対する学習支援
③子どもが学習を継続できる日常的な生活習慣を身につけるための支援
これらの支援を行い、子どもの学力向上や将来、自立した生活ができる力を身に付けることを目的としています。

2 、支援対象者
①
②

熊本県内（熊本市、玉名市を除く。）の小学校1年生～満18歳までの子ども
生活困窮者自立支援事業の対象となる方

・翼教室
熊本地震により、仮設住宅等の生活を余儀なくされた家庭の子ども等を対象に
①子どもの日常の学習や進学等に関する支援
②引きこもりや不登校の子どもに対する学習支援
③子どもが学習を継続できる日常的な生活習慣を身につけるための支援
これらの支援を行い、子どもの学力向上や将来、自立した生活ができる力を身に付けることを目的としています。

学習支援
菊愛会
菊池市、合志市、阿蘇市

生活支援
松本学園

ピザづくり体験

荒尾市、山鹿市
玉名郡

菊池郡、阿蘇郡

職場体験
菊愛会
（八代事務所）

作業体験

松本学園
（宇城事務所）
宇城市、宇土市

水俣市、八代市
人吉市、芦北郡
八代郡、球磨郡

天草市、上益城郡
下益城郡、天草郡
上天草市

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。

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２８年度は、中学３年生29名が進学に向けて頑張り、
それぞれ新たな道を歩み始めました。

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。

行事予定（夏休み）
作業体験

職場体験
２０

■ 事業所行事・活動紹介

（福）菊愛会 広報誌「ぽっとまむ」 Vol.1３

○自分の思いや欲求を出し、安心して過ごす。
○生活に必要な身の回りのことを自分でしようとする。
○生活や遊びを通して、言葉のやり取りや表現する楽しさを味わう。
○室内や戸外で体を動かして遊ぶことを楽しむ。
○個々の育ちや気持ちを大切に、丁寧な関わりをする。
○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。
○言葉かけを見直し、子どもを尊重した保育の実践を行う。
○年齢に必要な経験を保障し、保育内容の継続を大事にする。
○保育環境を整え、事故防止に努める。

１月にはトンネルごっこ、
２月は節分の日で豆まきをしたり、
３月には桃の節句で雛人形を作ったよ。

にっこり笑
顔で
ハイ、チー
ズ！

４月から保育園に行くお友達

今後の予定♪

かりんちゃん、はるとくん
保育園でも頑張ってね！
２１

４月 春の遠足 誕生会 避難訓練
５月 こどもの日 お楽しみ会
避難訓練
６月 防犯訓練

（福）菊愛会 広報誌「ぽっとまむ」 Vol.1３

■ 事業所行事・活動紹介

〒861-1201
熊本県菊池市
泗水町吉富2900

～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

以下の重点目標・具体的取り組み内容のもと、ご利用者様の支援、サービスの提供を行っていきます。
①利用者一人ひとりの状態に応じた個別支援計画の実践(ＰＤＣＡサイクルの実践)
②個別契約による適切な介護サービスの提供
③利用者の状況にあった生活環境の改善
車椅子、歩行器利用者への安心、安全な生活環境を整えます居室、浴室のバリアフリー化をさらにすすめます
④介護予防へ向けた取り組み強化と個々の生活の活性化
介護予防（体操・レクレーション）・出前講座やボランティアを活用・職員のレクレーション講座等の参加・認知症予防のための音楽
療法や学習療法

日常業務を遂行するなかでの問題や課題について情報共有を図り、問題解決に向け、チームとして取り組んでいく体
制を強化していきます。
○事業部合同委員会の人材育成部において計画および実施
・利用者支援に係るテーマを設定した研修会 ・外部講師を招いての勉強会
・外部研修参加者の内容報告会
①施設機能を地域へ発信していく取り組みとして
地域で進めるサロン活動への参加とこすもす荘での開催を実施していきます。また、３回目となる地域との合同防
災訓練につ いて今後は地区主導で継続実施し、さらなる充実を図ります。
②家族との交流・連携の推進
・各担当者から画像を取り込んだ家庭通信で近況報告を行ないます。・墓参り等ふるさとの町への外出を計画実施
し情緒安定につなげます。
①定員の充足を図り、安定した収入確保に努める
入所者の確保、掘り起しを目指し、医療機関および地域の民生委員との情報交換、連携強化していきます。また、
ホームページ・fecebook等の活用により地域や家族とのつながりのため、積極的な情報発信を行っていきます。
②今後の養護老人ホームとしての役割や事業展開についての検討
介護度の重度化に伴い、より支援の充実を図ること、および運営の安定確保のため、養護にて介護保険サービスを提
供する一般型の施設移行へ向けた検討を行っていきます

１月～４月の行事・イベント

5月

6月

7月

春季スポーツ大会

室内オリンピック

七夕

地域交流サロン

盆供養

農園芸活動

農園芸活動
２２

■ 事業所行事・活動紹介

（福）菊愛会 広報誌「ぽっとまむ」 Vol.1３

〒861-1308
熊本県菊池市亘91

～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

平成２９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. 専門性のある質の高いケアの実践
〇認知症実践者研修修了者を中心とした認知症ケアの実践
○経験年齢に応じた（施設内・外）研修の充実と専門職としての資質向上
〇回想法への取り組み
2. 豊かさを感じる日々の生活の実現
〇ご利用者のニーズに応じた生活支援の提供（外出支援への取り組み強化）
〇近隣公園への散歩、施設内での野菜栽培への取り組み強化。
〇お楽しみツアーの開催
3. 家族との連携・職員一体支援体制の構築
〇「個人アルバムの作成」
ご家族の方の中には、面会に来たくても来れないご家族の方も多い状況で
す。そこで、思い出として外出時やレク等の活動写真を各利用者ごとにア
ルバムを作成し、アルバムとして保管していきます。アルバムを誕生月に
お手紙と一緒にご家族の方へお送していきます。

日付
４月

今後の主な行事予定
華祭り（ひかり保育園来荘）
山菜取り（天ぷら会）

５月

春季スポーツ大会
１日旅行（前期）

２３

６月

１日旅行（後期） ページ ○○

7月

七夕まつり
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■ 事業所行事・活動紹介

〒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。

平成2９年度事業計画について

平成29年度は、4月1日より菊池市介護予防・日常生活支援総合事業（訪問型A・通所型サービス
A）が開始となります。菊池市の動向をみながら要支援認定者の受け入れは基より、要介護（1・
2・3・4・5）認定の方への対応にも重点を置いていきたいと思います。
～今年度の重点テーマ～
①コンプライアンスの順守
居宅会議支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者・家族に対しサービスの提供方法について、理解しやすいよ
うに説明を行います。
②ケアマネジャー1人当たりの標準担当件数毎月、介護保険利用者39件を確保します。
③運営基準減産に該当しないよう、毎月利用者の居宅訪問・モニタリング・担当者会議・評価を確実に責任を持って行います。
④専門職としての業務を的確に行えるよう内外的な研修会に参加し、資質向上に努めます。さらに、人材の育成や教育機能の
強化を図り、選ばれる事業所となるよう努めます。
⑤関係機関との連携強化について
在宅相談（医療機関から在宅へ退院される方の紹介や相談をして頂ける様に近隣の医療機関地域連携室）を昨年同様、継続
的に定期訪問し、地域に根ざした事業所の展開を図ります。

〒861-1305
熊本県菊池市北宮
字北田337-6

～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。

平成2９年度事業計画について

～今年度の重点テーマ～
居宅介護（在宅者及び老人福祉法に規定される老人ホーム等）において介護を受ける要介護者・要支援者に対して介
護福祉士または訪問介護員がその居宅を訪問して行う入浴・排泄・食事等の介護及び日常生活上の支援を行い安心・
安全な生活をサポート致します。
①事業運営・品質管理能力の向上
・介護予防・日常生活支援総合事業への対応（訪問型サービスAへの対応）
・会議の定期的開催（訪問介護員への技術指導者等の会議 事業所レベル）
・文章等による指示及びサービス提供に当たっての留意事項のマニュアル化（サービス提供責任者のご利用者様・支援
の指示及び訪問介護員からの支援終了後の利用者状況の報告の集約）
・緊急時における対応方法の明示（重説等にて利用者・家族への提示）
②関係機関との連携強化について
・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、地域に根ざした事業所の
展開を図ります。
③利用者様との信頼関係の強化
利用者様の日々の訪問の中から、小さな変化にも気付き細やかな対応を行い、「訪問介護計画書」による共通認識の
上での信頼のおけるサービスの提供を行います。

急 募！！
❀訪問介護員（ヘルパー大募集）
❀資格要件：ヘルパー2級
❀時給：１１００円
❀働き方に関してはご相談受けます

２４
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■ 特集３【 新人職員紹介 】

今年度４月採用者１２名、平成２８年度中途採用者
１０名が入職いたしました。よろしくお願いします。
ふじのわ荘

こすもす荘

こすもす荘

支援員

看護師

支援員

田村 亜紀
趣味：音楽鑑賞

利用者の方々との信頼関係を構築し、
日頃のふれあいを通じて自身が成長で
きるように努力し頑張ります。

輝なっせ

徳永 冨美子
趣味：映画鑑賞
ドライブ

これまでの経験を活かし頑張りたいと思
います。

輝なっせ

山部 心
趣味：写真を撮ること

早く色々なことができるようになることと、
資格取得を目標に頑張りたいと思いま
す。

輝なっせ

（りとる♡まむ担当）

保育士

調理員兼支援員

青木 有美

徳丸 仁美

田中 彩香

趣味：ウォーキング

趣味：散歩

趣味：家庭菜園
料理

子供たちと‘毎日楽しく’をモットーに頑張
りたいと思います。よろしくお願いします。

輝なっせ
指導員

笑顔を忘れず、明るく楽しく頑張ります。
宜しくお願い致します。

笑みっこ
保育士

託児所の給食を主に担当させていただ
きます。育児と仕事の両立、頑張ります。

清流荘
職業指導員

村上 美穂

森田 彩花

山之内 佳純

趣味：ミニバレー

趣味賞:スポーツ

趣味：温泉めぐり

笑顔で子供さんたちと一緒に楽しく過ご
せたらいいなと思っています。

すまいる
生活支援員

舩瀬 美佐子
趣味：休日はダラダ
ラ過ごすのが好き

歳はとっていますが新人です！皆さまよ
ろしくお願いします。

２５

保育士

子供たちと元気に、日々笑顔を忘れず、
頑張りたいと思います。

へるぷねっと
支援員

清流荘に笑顔を届けに来ました。よろし
くお願いします。

あおぞら
生活支援員

大島 朋巳

井尾 千景

趣味：
友達と遊ぶこと
猫と遊ぶこと

趣味：園芸

まずは人見知りを治して、利用者の方と
楽しくお話しできたらいいなと思います。

ハートでつながる明日の為に今日を精
一杯私らしく生き抜きたい。
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■ 特集３【 新人職員紹介 】

サポートホーム
わらび

サポートホーム
わらび
看護師

企画推進室長 兼
人事担当室長

木原 雄二

八代市被保護者・生活
困窮就労準備支援事業

覚えることが多いと思いますが頑張りま
す。

（がまだす 兼務）

がまだす
就業支援員

桐原 亜由美

上野 翠

11月に入職し、勉強の毎日ですが知識・
技術を身につけ相談者に信頼していた
だける相談員を目指し、精進してまいり
ます。

明るく笑顔で頑張ります

熊本県生活困窮者
支援事業（就労準備）

菊池市生活困窮者
自立支援事業

相談員

井上 依子

コミュニティはうす明日

就業・生活支援センター

相談員

相談員

相談者の思いを受け止め、ストレングス
視点に立ち柔軟に支援をして参ります。

向上心を持ち、業務に励んでいきたいで
す。

山鹿市生活困窮者
自立相談支援事業

沢田 俊則

大津町地域支え合い
生活自立支援事業

河津 尋子

趣味：掃除

就労支援員

生活保護者の就労準備支援を行ってい
ますが、支援者の要望を聞きながら適切
な支援を行い一人でも多く就労につなげ
ていけるように頑張ります。

相談員

池邊 美幸

趣味：ウォーキング

安定的な法人運営が出来る様、人材確
保と各事業所との連携に努めます。

コミュニティはうす
明日

相談員

白石 峻

高木 圭介

長年精神科の看護師として勤務し、相談
者は精神に問題を持った方が少なから
ずおり、これまでの経験が役に立てばと
願うところです。どうぞよろしくお願い致し
ます。

平成29年2月10日に入職いたしました。
宜しくお願い致します。

広報委員会より

新メンバー紹介

これまで活動してきた６名のうち３名が入れ替わりましたので、新メンバーを紹介いたします。

相談員兼支援ワーカー

坂口 和美
趣味：箱根駅伝観戦

俣山 敏晴
人と人とのつながりを大切に仕事も子育
ても頑張ります。

甲斐 いづみ

丸山 栞

【編集後記】
昨年度は広報委員会の活動として、法人紹介パンフレットの作成および、法人ホー
ムページのリニューアルの作業が中心となり、今回久しぶりの「ぽっとまむ」発行となり
ました。今号から広報メンバー新体制となり、新しい感覚で記事を作成し、これまで以
上に菊愛会の旬な情報を伝えていきます。今後も「ぽっとまむ」をよろしくお願いいたし
ます。
（広報委員会） 佐藤 秀実 稲田 誉久 規矩 利英 甲斐 いづみ 丸山 栞 俣山 敏晴
２６
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〒861-1682 熊本県菊池市重味2380-7

地域生活支援事業所 イズム

共同生活援助事業

〒861-1331 熊本県菊池市隈府315

地域生活支援事業所 あおぞら

共同生活援助事業

〒861-1324 熊本県菊池市野間口488-13

短期入所・日中一時支援事業

生活介護事業
生活介護事業

地域活動支援センター つどい
日中一時支援事業 ふる～る

地域活動支援センターⅢ型
日中一時支援事業

〒861-1331 熊本県菊池市隈府497番2

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業所 輝なっせ

放課後等デイサービス事業

〒861-1331 熊本県菊池市隈府497番2

多機能型支援事業所 笑みっこ

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

菊池圏域地域療育センター

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

〒861-1331 熊本県菊池市隈府497番2

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）

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】

八代市被保護者・生活困窮者
就労準備支援事業

菊池市くらしサポートセンター

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】

山鹿市生活自立相談

山鹿市生活困窮者自立相談
支援事業【公益事業】

大津町地域支え合いセンター

大津町地域支え合い生活自立
支援事業【公益事業】

生計困難者レスキュー事業

生計困難者レスキュー事業
（社会福祉法人の地域貢献事業）

養護老人ホーム ふじのわ荘
養護老人ホーム こすもす荘
居宅介護支援事業所 ゆめぷらん
訪問介護事業所 たまゆら

【発

行 】社会福祉法人

菊愛会

養護老人ホーム

【 発行責任者 】理事長

最上

（0968）

（0968）

（0968）

（0968）

（0968）

（096）

（096）

（0968）

（0968）

24-5667
24-5667

232-8325
25-7688

36-9084
41-5853
36-9752
36-9752
24-5181
24-5181

232-8325
41-8002

（県北事務所）
（0968）

（0968）

（0968）

（0968）

（0968）

（0968）

（0968）

（0968）

（0968）

25-7688

41-8003

080-8371-1312

41-7050
24-3152
25-1817
24-2155

〒861-1331 熊本県菊池市隈府469-10

25-6601

〒861-1331 熊本県菊池市隈府469-10

25-1899

45-9267
41-7020
41-3336
25-1875
24-2157
41-7577
25-6602

（県北事務所）
（0968）

（県北事務所）
〒861-1331 熊本県菊池市隈府469-10

（県北事務所）
（0968）

（県南事務所）
〒866-0051 八代市麦島東町9-7-3-C

（県南担当携帯）

（県南事務所）
（0965）

（担当携帯）

（0965）

（0968）

（0968）

（0968）

（0968）

（0968）

（0968）

（0968）

（0968）

（0968）

（0968）

（0968）

（0968）

（0968）

（0968）

（0968）

（0968）

41-7151

〒866-0051 八代市麦島東町9-7-3-C
菊池市役所
山鹿市役所
大津町役場

080-8350-8813

健康福祉部 福祉課 窓口

41-7151

福祉課 窓口

41-7151

福祉課 窓口

41-7151

〒861-1331 熊本県菊池市隈府469-10

41-7151
25-2500

〒861-1305 熊本県菊池市北宮字北田337-6
太一郎

【編

※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。

集 】広報委員会

41-7577

080-8350-8813

〒861-1305 熊本県菊池市北宮字北田337-6

訪問介護・予防訪問介護事業

（0968）

36-9750

〒861-1201 熊本県菊池市泗水町吉富2900

居宅介護支援事業

（0968）

36-9750

〒861-1308 熊本県菊池市亘91

養護老人ホーム

（0968）

41-5851

〒861-1331 熊本県菊池市隈府1587-17

八代市被保護者・生活困窮者
就労準備支援事業

（0968）

24-9080

（0968）

〒861-1331 熊本県菊池市隈府469-10

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】

（0968）

25-3812

（0968）

就労継続支援B型事業
就労移行支援事業

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）

（0968）

（0968）

就労支援センター かもん・ゆ～す

雇用安定等事業【国：公益事業】
生活支援等事業【県：公益事業】

（0968）

（0968）

〒861-1331 熊本県菊池市隈府494-16

がまだす

（0968）

（県南事務所）
（0965）

居宅介護･重度訪問介護･
行動援護･同行援護･移動支援

熊本県北部障害者就業・生活支援センター

（0968）

41-4778

（県南担当携帯）

在宅支援センター へるぷねっと

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

（0968）

27-1461

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

短期入所事業

（0968）

41-7020

（県北事務所）
（0968）

企業内託児所

清 流 荘 就労継続支援A型事業

（0968）

41-7020

（県北事務所）
〒861-1331 熊本県菊池市隈府497番2

りとる♡まむ

就労継続支援A型事業所
短期入所事業所

（0968）

25-3811

〒861-1324 熊本県菊池市野間口488-13

児童発達支援センター 輝なっせ

（0968）

41-4777

〒861-1331 熊本県菊池市隈府295

児童発達支援
保育所等訪問支援事業
日中一時支援事業

（0968）

27-1381

〒861-1306 熊本県菊池市大琳寺288-2

地域ふれあいホーム つどいなっせ 地域の縁がわ彩り事業

（0968）

41-7050

〒861-1331 熊本県菊池市隈府473-15

生活介護事業所 すまいる

ＦＡＸ

（0968）

41-7805

〒861-1331 熊本県菊池市隈府469-10

障がい者サポートホーム わらび 施設入所支援・生活介護・

生活介護事業所 ほほえみ

電 話 番 号

〒861-1331 熊本県菊池市隈府469-10

部（ 電 算 室 ）

コミュニティはうす明日

高
齢
者
支
援
事
業
部

業

本 部

相談支援事業所

相
談
支
援
事
業
部

施 事

メールアドレス info@kikuaikai.org

38-2902
36-9150
36-9168

45-9267
45-9267
41-7577
41-7577
41-7577
41-7577
25-2245
38-6290
36-9169
36-9169

【 発行日 】平成29年5月31日（水）

※本誌はエコ活動推進の為、再生紙を使用しております。

