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 平成29年10月1日をもって、菊愛会入社15年目に突入しました。
また、障がい福祉事業に携わること通算35年目という一つの節目
でもあります。 
 振り返ってみますと、15年前は制度が大幅に改正されたときで
あり、連日のようにパソコンと向き合い、規程・規則の改正、書
式の改正等に追われていたように想います。制度はその後も改正
され今日に至っています。 
 
 私は、この仕事に携わり2つの想いがあります。 
 
 1つ目は「誰もが普通に暮らす」ということです。障害の有無や
年齢に関係なく、普通に暮らすことのできる社会の実現を願って
います。法律が違うからできないという縦割りの考え方では無く、
地域に存在する様々な資源やサービスを誰もが利用することが出
来ないものか・・・と常々思っていました。 
 そんな中、最近、共生型福祉の議論が浮上してきたことに大い
に期待しているところです。 
 
 もう1つは、私自身の職場での在り方として「潤滑油」でありた
いと想っています。15年前は50名程度の職員数でしたが、現在で
は事業も増え240名程になっています。職員構成もバラエティ豊か
ですが、菊愛会で働きたいという思いを持って集まってきた方々
ばかりですので、長く働いていただきたいと願っています。 
 働く上での悩みや苦情、愚痴を聞く相談窓口であるとともに、
労働環境の改善や就業規則、給与規定等の見直しを図り、労使関
係を良好な状態に持っていく役目であり、そのための潤滑油的存
在であると認識しています。 
 
 そうして、菊愛会が、今後も長きに亘り存続していく中で、そ
の歴史の一コマに「そういえば・・・あの時代に、あんな職員が
いたな～」と、記憶の片隅にでも留めていただければ幸いです。 

～「普通に暮らす」と「潤滑油」～ 

ごあいさつ 

 総務部長 

稲田 満春 

1 

■ ごあいさつ （福）菊愛会 広報誌「ぽっとまむ」 Vol.1４  



■ 特集1 【 菊愛会フォーラム】 
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菊愛会フォーラム2017 

これからの障がい者福祉施策とは！！ 
～障害者総合支援法の見直し＆報酬改定のゆくえ～ 

【大会テーマ】 

「 私の生き方をカタチに 」 

  日 時：平成29年6月3日（土） 13：00～17：00 
  場 所：菊池市泗水ホール 

厚生労働省 社会・援護局 障害保健部 

障害福祉課 福祉サービス係 

係 長    原  雄 亮  様 

熊本県 健康福祉部 

子ども・障害福祉局 障がい者支援課 

課 長  奥 山  晃 生  様 

平成30年度の報酬改定を控えた今、すべての人々の「地域共生社会」 

の実現に向けた取り組みのために、最新の情報収集を目的として、 

厚生労働省より 原 雄亮 係長 、熊本県より 奥山 晃生 課長 にお越し 

いただき、講演及び鼎談を行っていただきました♪ 

 

熊本県内外より多くの方々にご来場いただきまして感謝申し上げます♪ 

今回のフォーラムが、すべての人々が笑顔で暮らす「地域共生社会」の

実現に向けての一助となることを願っています♬ 

社会福祉法人 菊愛会 

理 事 長  最 上  太 一 郎 

「 脳活性化運動 」 
サポートホームわらび 内島さん 

陶芸品やパンの販売 



■ 特集２【 就職フェア＆会社説明会 】 
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 特集 ３ 

平成２９年度 ７月期 法人全体会議 
（平成２８年度事業報告）  

 平成２９年７月１２日（水）、菊池市文化会館小ホールにて法人
全体会議が開催し、各事業所などから「平成２８年度事業報告」や
「研修報告」がありました。 
 平成２８年度、各事業所での取り組んだ内容やその結果と成果を
他の事業所に報告することで、横の繋がりを図り、さらに今後の事
業計画に反映できればと実感しました。 

研修報告では４月に実施した先進地視察研修にて沖縄県の取り組みにつ
いて報告がありました。「これからの福祉を考察する研修inOKINAWA」
には理事長を含め、入職５年未満の職員、新人職員、計８名での参加で
した。今回の研修では、以前から交流のある海邦福祉会の知念さんをは
じめ、多くの方々にお世話になりました。研修から帰り「菊愛会をさら
にパワーアップするために」というテーマで意見を交換し、今回の報告
に向けて取り組み、現場で生かしていくことを報告して頂きました。 

 今回の全体会議では時間内に終わりきれない内容の報
告がありました。他の事業所がどんな思いで取り組み、
どのような成果が出て、次回どのように取り組めば良い
のか周知できた全体会議になった事と思います。 
 また、各事業所を代表して報告された職員の皆様、大
変お疲れ様でした。少なくとも菊愛会の職員の皆様の心
に残る発表だったと思います。 
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８月２５日 １９：００～２１：００  （於：コムサール会議室） 
 
「職員（ご利用者）へのコミュニケーション技術について」 
 
講師として九州ルーテル学院大学 心理臨床学科准教授 西 章男先生をお招きして対人援助技術についてバイ
スティックの7原則・傾聴・共感などコミュニケーションの基本的な部分を再確認することができ、演習も交えながら
楽しい雰囲気の中、学習させていただきました。 

  
  

６月１５日 １９：００～２１：００  （於：コムサール会議室） 
 
①「接遇マナーの基本および苦情等への対応について」 
 
 (株)コッコファーム物産館店長・課長 前田 さちよ様を講師としてお招きし、 

 接遇：顧客満足、第一印象の重要性やあいさつなどのマナーの基本について、座学ばかりでなく  

 実践演習も交えながら楽しい雰囲気の中で学習することができました。 

7月27日 19：00～20：30 （於：コムサール会議室） 
 
介護用品メーカー株式会社「ケープ」福岡営業所様によりポジショニング
を中心とした介護技術の講習会を開催いたしました。褥瘡についての知識、
予防、ポジショニングの効果等について実技を交え詳しく説明があり、参
加者の方々は興味深く学習されていました。 

②「感染症(食中毒含む)および 
  熱中症対策について」 
  
 高齢者支援事業部感染症対策委員会より、 
 これから の時期に必要となる対応策に 
 ついて学習し再認識することができました。 

 

高齢者支援事業部ばかりでなく他事業所に
も呼びかけ参加いただきました。 
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■ 事業所行事・活動紹介 

１０月 一泊旅行、わらびスポーツ大会 

１１月 ボウリング、日帰り旅行 

１２月 望年会、クリスマス会 

１０月～１２月の行事予定 

 障がい者サポートホームわらびでは、日中の活動の中で“心理動作法”に力を入
れ取り組んでいます。利用者の方に「気持ちぃ～（リラックス）体験」を感じてい
ただく事で情緒の安定を目的としています。又、動作法キャンプに参加したり勉強
会等も行っています。 

事業所での取り組み 

（福）菊愛会 広報誌「ぽっとまむ」 Vol.1４  
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■ 事業所行事・活動紹介 

行 事 予 定 

《10月》 
 ニュースポーツ大会 

《11月》 
 調理実習 

《12月》 
 望年会 

《7月》そうめん流し 

《9月》馬追い 《9月》秋まつり 

楽しみにしていた
秋祭りは台風接近
の為、中止に、、、 
 

なが～い竹をみんなで囲んで 
流れてくる素麺を一生懸命 
とりました(*^_^*) 

素麺だけでなく 
うどん麺、そばも 
流れてきた！？ 
 

『同心會』の皆さんに来ていただき、 
健康祈願をしていただきました！ 
迫力ある馬に皆さんも喜ばれていました💛 

しかし焼肉を食べ、 
プレゼント、バルーンをもらい 
皆さんの笑顔を見ることが出来ました 

（福）菊愛会 広報誌「ぽっとまむ」 Vol.1４  
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 6月に長崎県へGO 
ジブリ好きのスタッフはテンション
MAXでしたが…みんなは、中華街での
ランチがテンション上がってたかな 

行 事 予 定 
テーマ：「代替＆緊急時世話人の会議開催」 

□開催理由 
  ⇒GHで大切なスタッフの1人『世話人』 
イズムでは、13名の方が働いてます。ホーム担
当の世話人がお休みの時は“代替＆緊急時”の
世話人がサポートしてくれているので365日安
心です！これからも楽しく仕事して頂けるよう
に“代替＆緊急時対応世話人”だけの会議も開
催してます。代替＆緊急時世話人同士だからこ
そわかる事…困り感…何でも話し合ってイズム
を盛り上げて欲しい〜期待してます！！ 

九州初上陸 

ライブin福岡 

 3月にライブへGO 
大大大ファンのきゃりーぱみゅぱみゅ 
に出会えて感激 
「もう一回行きたい❤」叶うといいね☺ 

研修 in宮崎  7月に『地域生活者交流会』参加 
たまには真面目（笑） しっかり、 
遊び…いや、研修してきた！！ 
交流会の名刺交換は緊張したぁ～ 
また、みんなと逢いたいなっ 

10月  
熊本県親善スポーツ大会 

11月  
1泊温泉旅行in別府 

12月  
日帰り旅行（予定） 



事業所での取り組み 
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■ 事業所行事・活動紹介 

行 事 ・ 活 動 紹 介 

行 事 予 定 

10月 
心のネットワークフェア 

でのステージ発表 
11月 

運動会 
木下大サーカス見学会 

12月 クリスマス会 

養護老人ホーム「ふじのわ荘」の永田課長をお招きして、勉強会を行いました。 

         6月勉強会・・・介護保険制度について 
         7月勉強会・・・共生型サービスについて 

制度やこれからの仕組みについて分かりやすく教えて頂き、スキルアップ出来ました。 

（福）菊愛会 広報誌「ぽっとまむ」 Vol.1４  



■ 事業所行事・活動紹介 
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・4月 杖立 鯉のぼり見学  山田日吉神社 藤見学 ・5月 天草旅行 
                            風にたなびく鯉のぼり 

 
 
                           「藤の花きれいでした」 

 
                                        「砂浜に座って海を眺めました」 

・6月 そば打ち体験                    ・7月 高森湧水トンネル見学  

  「初めてのそば打ち体験、難しかったけれど楽しかったです」         「トンネルの中は 

                                                            涼しかったです」 

  
     

 

・8月 ソーメン流し                     ・9月 敬老会   
           「そうめんをいっぱい 
            食べました」 

                     清流荘で地域の高齢者との交流 

                     「踊りやカラオケを楽しみました」                                              

「平成29年4月～9月までの行事」 

 「事業所での取り組み」 

・自分たちで育てた花を押し花にし、色鮮やかな花を使っての小物作 
 りを始めました。他事業所との交流にもなっています。 
 
・おいしいパン作りにチャレンジし、自分で作る楽しみ、食べる楽しみを 
 味わっていただくように支援します。 
 
・今後も利用者の皆様が楽しいと思われる行事を計画していきます。 

「平成29年10月～12月の予定表」 

日程 行事予定 

10月 パン作り・サーカス見学 

11月 ミカン狩り・オーシャンアロー乗船 

12月 忘年会・門松作り 

（福）菊愛会 広報誌「ぽっとまむ」 Vol.1４  



■ 事業所行事・活動紹介 

4月 

6月 

5月 

7月 

9月 
8月 

10月 スポーツ体験・みかん狩り 

11月 天草旅行 

12月 忘年会 

10月～1２月の行事 

事業所の取り組み 
 記憶する力を伸ばすともに認知症予防を目的として、利用者の方に
カードを30秒ほど見て記憶していただき、“同じイラストを選ぶ”と
いう記憶ゲームを提供しています。 

（福）菊愛会 広報誌「ぽっとまむ」 Vol.1４  
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行 事 予 定 

《10月》木下大サーカス・動物園・大衆演劇 

《11月》木下大サーカス・カラオケ・福岡タワー 

《12月》カラオケ・温泉・映画 

日帰りバスツアーで 
天草へGO！！！ 
新鮮なカニや刺身を 
たくさん食べました♪ 

〈８/８〉 

ミルク牧場にて！ 
レース等をして 
楽しまれました。 

〈８/２０〉 

〈８/１２〉 

★大牟田動物園★ 
ヘルパーさんと一緒に 
動物を見て回りました！ 

平成30年度の従業者要件の変更を見据え、行動援護従業者養成研修・同
行援護従業者養成研修の全職員（受講要件を満たしている職員のみ）修了
を目指して取り組んでまいります。 

■ 事業所行事・活動紹介 （福）菊愛会 広報誌「ぽっとまむ」 Vol.1４  
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■ 事業所行事・活動紹介 

♬ 防災功労者防災大臣表彰 ♬ 
～熊本県障がい者相談支援事業連絡協議会～ 

 相談支援事業所「コミュニティはうす明日」の後藤センター長が 
会長を務めている「熊本県障がい者相談支援事業連絡協議会」が、 
この度、「防災功労者防災担当大臣表彰」を ” 内閣府（防災担当）”  
より受賞しました！！ 
 
 熊本県障がい者相談支援事業連絡協議会は、平成28年熊本地震に 
おいて在宅障がい者等に迅速かつ懸命な支援活動を行い、その功績が 
災害時の防災活動に多大な貢献したと認められ、今回の受賞となりました！ 
 
 平成29年9月12日（火）に行われた表彰式には、協議会を代表し後藤会長が 
出席してきました♬ 
 
 これからも相談支援事業者・関係機関等と連携し、更なる活動を行っていきます！ 

「 平成29年度第1回強度行動障害支援者養成研修 」 
を開催しました♪ 

     日 時：平成29年8月19日（土） 9時30分～18時30分 

         平成29年8月20日（日） 9時30分～16時50分 

     会 場：菊池市泗水公民館「友朋の館」大研修室 

 

熊本県の指定を受け、強度行動障害支援者養成研修を開催しました！！ 

熊本県内外より４５名の方に受講していただきました♪ 

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(^○^) 

今後も開催を予定しておりますので、詳細が決まりましたら、 

菊愛会ホームページにてお知らせいたします！！ 
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■ 事業所行事・活動紹介 

日程 予定 

10月 えがおの会 

菊池地域 6月23日(金) 総合福祉センターコムサール  
鹿本地域 8月25日(金) 総合福祉センターコムサール   
 
 熊本県は全国的にA型事業所の数が多く、作業内容や
支援方法についても多岐に渡ります。 
 そこで今回はA型事業所に携わる機関を対象に、A型か
らの一般就労をテーマとして現状の課題やこれまでの支
援について情報の共有を行いました。 

 講師としてプレジャーワーク株式会社より、取締役専務 
吉田 光臣様にお越しいただき、自社で取り組まれている
就労支援や現状と、これからの課題について話をしていた
だきました。 

 各回共に、最後はグループワークを行いました。 
実際にA型支援事業として取り組んでいることや、 
他の関係機関から見たA型支援事業所への意見等
積極的な情報交換ができたように思います。 
 また、がまだすを含めた就業・生活支援セン
ターへの質問、要望等もあり良い意見交換ができ
たのではないかと思います。 

 7月9日(日)にきくちふるさと水源交
流館にて在職者交流会を行いました。 
 午前は菊愛会 防火防災担当 中川
氏に「災害から身を守ろう」という
テーマで、地震や火災時にどのように
行動すればいいのかをお話しいただき
ました。 
 午後からはサポートホームわらび 
主任 岩瀬氏にお越しいただき、  
ストレッチ、柔軟といった体の   
使い方について勉強をしました。 
あいにくの雨で外に出ることは 
できませんでしたが皆さん楽し 
そうに過ごされていました。 
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■ 事業所行事・活動紹介 

◇ 就労準備支援事業の取り組み ◇ 
 

支援の第2～3段階、「社会的能力の形成」と「就労に向けた技法・知識を取得する」支援の中で、南阿蘇村にある
余生馬牧場『オープンセサミ』で就労体験をしてきました★ ※余生馬とは、競走馬等の引退馬や障害馬のことです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
今後も様々な就労体験を通して、命の大切さや働くことの喜びを感じていただき、 

自己理解や就労に結びつけられる様な支援を行っていきます！！ 

私たち生活困窮者事業は、就業場所がコムサール・菊池市役所・山鹿市役所・ 
大津町役場・八代事務所とそれぞれ職員同士顔を合わせることが少ない為、 
祝日の出勤日に合わせて支援のスキルアップや困難事例検討などを行い、 
職員間のコミュニケーション向上も含めた生活困窮ミーティングを行なっています♪ 
7月17日のミーティングでは、菊池市担当宮木による自己分析診断ツールの 
エニアグラムを実施。普段は対象者さんに向けてのツールを今回は相談員が試してみ 
て自分の意外な一面や納得の面など様々な発見があり、とても新鮮で物事を再度 
見つめ直す良いきっかけになりました！ 

仕事を終えて体験の振り返りもしっ
かりと行います 

in道の駅あそ望の郷くぎの 

◇ 大津町福祉サポートセンター窓口移動 ◇ 
     

    地域包括支援センターに常駐していた相談員が、 
    8月から大津町役場仮庁舎福祉課に窓口が移動となりました★ 
    大津町役場と老人福祉センター駐車場内プレハブに2名常駐し、 
    被災者の生活自立支援を頑張っております！！ 

「生活困窮者自立支援制度人材養成研修」に参加してきました！ 
 

●自立相談支援事業従事者養成研修【前期】共通カリキュラム（3日間） 
  菊池市担当高木と山鹿市担当桐原が参加し、生活困窮者支援の基本的な考え方などを学んできました！ 
 
●自立相談支援事業従事者養成研修【後期】主任相談支援員養成研修（3日間） 
  山鹿市担当松下が参加し、スーパービジョンの基本的な考え方や高度な相談支援の手法などを学んできました！ 

おやつ 
ウマ～～ 

大津町役場仮庁舎 

ちょっぴりレベルアップした相談員たち♪ 

ぐん！とパワーアップして
帰ってきた3人です♪ 

担当者から仕事の指示を受け、馬糞
拾いや馬糞踏みを行ないました！！ 

（福）菊愛会 広報誌「ぽっとまむ」 Vol.1４  



【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 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 
② 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。 
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■ 事業所行事・活動紹介 

本田技研熊本製作所見学 
体験活動では、本田技研熊本製作所の工場見学に行ってきました。見学を通じて、世界の人々に向けて

製造を行っている工場が熊本にあり、多くの人が支えているということ、「人々の暮らしを便利にした

い」という思いがものづくりのきっかけとなっていることなどいろいろなことを学ぶことができました。 

学習支援 
 ただ楽しいだけで終わらないのが夏休み。やる
べき課題もたくさん出ます。子どもたちはそれぞ
れ、目標をもって一生懸命頑張りました。 特に
中学3年生は、夏休み明けに行われる第1回共通テ
ストに向けて、学習を進めていきました。 

行事予定 

11月 
実務担当者会議・体験活動（未定） 

12月 

（福）菊愛会 広報誌「ぽっとまむ」 Vol.1４  



■ 事業所行事・活動紹介 

大変だったけど上手に出来ました。 

ビショビショで頑張りました。
稲刈りが楽しみ～。 

スイカはど～こだ。 

（福）菊愛会 広報誌「ぽっとまむ」 Vol.1４  
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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.1４  

大掃除 

節電月間 

今後の予定 

18 
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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.1４  

6月10日、親子味噌つくり教室をしました。山鹿
にある木屋（味噌、麹屋）の井口さん夫婦に講
師に来ていただき、味噌の出来る過程を教え
てもらい、大豆をつぶしたり、麹と混ぜたり子ど
もさん達も興味深々で家族で楽しく取り組めた
様子でした。1か月後出来上がった味噌もとて
もおいしく苦手な野菜も手作り味噌で克服でき
たようです!(^^)! 

埼玉からボランティアで被災地をま
わられており、子ども達に笑顔を届
けてくれています。バルーンアートや
皿回しなど、子ども達にもたくさんの
体験をさせてくださり、みんな自分で
作ったバルーンアートをとても誇らし
そうに、そして嬉しそうに持ち帰って
いました。初めての体験・経験が出
来て良い思い出になりました。 

夏休みは「座・マリア」の方々に来ていただ
いて、絵本の読み聞かせや人形劇をして頂
きました。 

子ども達も話に引き寄せられてとても興味
を持って聞いていました。 

他にも夏休みは産山牧場に乗馬をしに行っ
たり、川遊びやプール、調理など様々な活
動をして、楽しい夏休みになりました。 

子どもさんとの関わり方や身辺自立
に向けての取り組みの勉強会を行い
ました。（講師は桐センター長です）
子どもさんと関わる中で注意しておき
たいことや子どもさんの気持ちになっ
て実践（食事介助）など、とても分か
り易く、今後関わっていくうえで大切
なことを学べました。 

今 後 の 予 定 

10月・心温の日押し花教室（放課後等デイサービス） 
   ・森の子プログラムみかん狩り（日中一時支援） 
11月・できるもん（児童発達） 
   ・リンクデイ（放課後等デイサービス） 
12月・パパママ会（児童発達） 
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■ 事業所行事・活動紹介 

避 難 訓 練 

地震発生時 避難誘導時 避難完了 

通報 初期消火 

平成２９年５月３日（水）に地震、火災の避難訓練を行いました。 
 

放課後等デイサービスで療育を行っている最中、地震警報が鳴ると、子ども達
の表情が強張り、一斉に机の下に潜っていました。また、地震後の火災という
ことで、びっくりする子もいましたが、支援者の指示に従い、避難することが出
来ました。 

バス乗車体験andそうめん流し 

最初は、「取れるか
な？」「難しそう」と、不
安を口にする子もいま
したが、上手にすくい
美味しそうに食べてい

ました(*^-^*) 

 

・１０月６日  関わり方講座② 
・１１月    避難訓練 
・１２月１５日 関わり方講座③ 

今後の予定 

（福）菊愛会 広報誌「ぽっとまむ」 Vol.1４  



平成２９年度菊池圏域地域療育センター事業 
 
《4月から9月までの行事》 
  4月：子育て茶話会 
  5月：学習会「療育って」 
  6月：お父さんと子どもの音楽療法 
  7月：学習会「就学に向けて」 
          「関わり方講座①」 
  9月：学習会「関わり方講座②」 
             先輩お母さんの体験談 
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■ 事業所行事・活動紹介 

 ６月２４日（土）、お父さんと子どもの
音楽療法を開催致しました。 いつも
はお母さんとの参加が殆どですが、こ
の日ばかりはお父さんと子どもさんだ
けの参加ということで、お父さんも子ど
もさんも最初は緊張されていました。
音楽に合わせて体を動かす内に、お
父さんも子どもさんも緊張した顔から
笑顔に変わり、しっかり最後は親子で
仲良く楽しまれていました。 参加され
たお父さん、ありがとうございました。 

     ～今後の予定（１０月-１２月）～ 

  

  

１０月 

１３日（金） 意見交換会   

１４日（土） 言語相談 言語相談のお知らせ 

２０日（金） 発達障がいについて 
  

２７日（金） 音楽療法    月に１回、言語聴覚士による言語相談を行っ 

１１月 

１３日（金） 関わり方講座③  ています。 

１８日（土） 言語相談  言葉に関する相談や発達検査、構音検査、検査 

２４日（金） 音楽療法  結果から見た今後の課題、進級・進学に向けて 

１２月 

８日（金） 中高生の過ごし方  相談されたい方はお問合せ下さい。 

９日（土） 言語相談 （但し予約制です） 

２４日（金） クリスマス会   

（福）菊愛会 広報誌「ぽっとまむ」 Vol.1４  



 
 

22 

■ 事業所行事・活動紹介 

りとる♡まむ
で育てたミニ
トマト。みん
なで水やりし
て収穫を楽し
みにしていま
した。 

健康診断と 
保育参観（音楽
療法）が 
ありました。 

託児所は工事のた
め輝なっせにお引

越しです。 

散歩に出かけて
遊びました。部
屋ではトンネルく
ぐりなど楽しんで

います。 

今後の予定 

10月 ハロウィン 

11月 芋ほり 

12月 クリスマス会 

プール開きが 
ありました。 
みんな水遊び 
を楽しみにし 
ていました。 

（福）菊愛会 広報誌「ぽっとまむ」 Vol.1４  



～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  
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日付 行事予定 

10月 サーカス見学ツアー 

11月 収穫祭 

11月 城北地区演芸交換会 

12月 もちつき 

12月 クリスマス会＆忘年会 

地域との交流活動への取り組み 

 地元富出分区公民館で行われるサロン活動「お達者くらぶ」に参
加させてもらい、地域の高齢者の方々とゲームや歌などで交流を
深めることができ、楽しみの一つとなっています。また、９月１０日
には恒例の「こすもす荘納涼祭」を開催し、今年もたくさんの地域
の方々の参加、協力いただきました。「地域のお祭り」として浸透し
ていると感じております。今後も地域のボランティアの方々にご協
力いただき、様々な活動を通じて交流を深める取り組みを行って
まいります。 

（福）菊愛会 広報誌「ぽっとまむ」 Vol.1４  ■ 事業所行事・活動紹介 



～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   

4月、ひかり保育園の華まつりでかわいい園児たちが来荘されました。
とっても元気な子どもたちの姿を見れて皆さん元気いっぱいになりまし
た。5月、6月は前期、後期と分かれ1日旅行、食事を楽しんで来られま
した。春季スポーツ大会では練習の成果が十分発揮出来、見事準優勝す
ることが出来ました。7月は織姫、彦星に衣装で七夕まつりを皆さんで
楽しまれました、8月は恒例のそうめん流し、皆さん美味しそうに食べ
ておられました。 

ひかり保育園 華まつり 前期1日旅行 鯉のぼり見学/食事会 

後期1日旅行/食事会 
城北養護老人ホーム 
春季スポーツ大会 

七夕まつり そうめん流し 

火の国太鼓踊り 

 ９月３日（日）にふじのわ荘恒例の納涼祭を開催
致する事が出来ました。この日は、晴天に恵まれ、
いつもよりちょっと暑い中でしたが、多くの方々の
ご来場により、とっても盛り上がることが出来まし
た。地域のボランティアの方々や、子ども会・出演
にご協力いただいた団体様本当にありがとうござい
ました。 
  

ページ ○○ 

日付 主な行事予定 

１０月 亘区子ども会神輿来荘 

避難訓練 

１１月 演芸大会 

収穫祭（芋ほり） 

１２月 クリスマス会 

餅つき 

今回の勉強会の内容は、「排泄」！毎日の介助の中で大
切なものの一つです。オムツやリハビリパンツ・パッド
等の適切な使用方法や夜間の尿漏れ対策方法等をメー
カーのアドバイザーよりご指導いただきました。勉強会
を通じて、基本から応用まで学ぶことができ、今後の排
泄介助に役に立てて行きたいと思います。 

避難訓練を実施しました。今回は、夜間にボイラー室か
ら出火を想定し、夜勤者・宿直者による通報~初期消火~
避難までを行いました。いつどこで起こるか分からない
火災です。日頃の点検と安全管理を行いながら、今後も、
防災予防に努めていきます。 

（福）菊愛会 広報誌「ぽっとまむ」 Vol.1４  

24 

■ 事業所行事・活動紹介 



～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 

 

 

  

日付 行事予定 

10月13日 菊池支部ケアマネ勉強会 

10月16日 障がい相談事業所合同勉強会 

12月 事業所内消火訓練・救急法 

  平成29年3月末に松川紀子ケアマネが定年退職されました。 
  4月より池田和久ケアマネが新しく配属となり、今までと変わらぬ様に頑張って参ります。 
  介護保険サービスの事で相談したい事がありましたら、お気軽にご相談ください!(^^)! 

今村 志乃舞 
管理者 
介護支援専門員 
趣味：炭水化物を
モリモリ食べる事
です(^_-)-☆ 

池田 和久 
介護支援専門員 
趣味：剣道 

ス タ ッ フ 紹 介 

4月より 職員が新しくなりました 

日付 行事予定 

10月13日 スタッフミーテング 

11月 熊本県ヘルパー協会後期研修 

12月 事業所内消火訓練・救急法 

                     
・4/27法人内スキルアップ研修 
・6/15接遇マナーの基本及び苦情等の対応について：感染症と熱中症対策 

・7/27ポジショニングを中心とした介護技術 
・コミュニケーション技術            

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 

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。 

25 

（福）菊愛会 広報誌「ぽっとまむ」 Vol.1４  ■ 事業所行事・活動紹介 



■ 特集5【 菊愛会ミニバレー大会 】 

第10回目となりました事業所対抗ミニバレーボール大会が6月25日に、菊池市

総合体育館にて開催されました。今回もたくさんのチームの参加があり、和気あ
いあいとした雰囲気の中、白熱した試合が繰り広げられました。 

優勝 輝なっせAチーム 準優勝 輝なっせBチーム ３位 こすもす荘チーム 
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（福）菊愛会 広報誌「ぽっとまむ」 Vol.1４  

～編集後記～ 
 すっかり秋めいてまいりました。読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋、皆さんはどのような秋を堪能されていますか？（笑）
今号では納涼祭やそうめん流しなど各事業所で行われた夏のイベントの様子を中心に掲載いたしました。また、特集で掲載した
『菊愛会ジョブフェア』単独での会社説明会を初めて開催しました。「人材の確保」を目的に今後も取り組んでまいります。菊
愛会ホームページ等で随時お知らせしていきますので、こちらの方もよろしくお願い致します。 
 

【菊愛会広報委員会】 佐藤秀実  稲田誉久  規矩利英  俣山敏晴  丸山 栞  甲斐いづみ 



ホームページ https://kikuaikai.org/     メールアドレス info@kikuaikai.org 

事業部 事  業  所  実 施 事 業 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 

障がい者サポートホーム わらび 施設入所支援・生活介護・ 
短期入所・日中一時支援事業 

〒861-1682  熊本県菊池市重味2380-7 
（0968） 

27-1381 
（0968） 

27-1461 

事
業
部 

地
域
生
活
支
援 

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 
（0968） 

41-4777 
（0968） 

41-4778 

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 
（0968） 

25-3811 
（0968） 

25-3812 

日
中
活
動
支
援
事
業
部 

生活介護事業所 ほほえみ 生活介護事業 〒861-1331  熊本県菊池市隈府473-15 
（0968） 

24-9080 
（0968） 

36-9084 

生活介護事業所 すまいる 生活介護事業 〒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 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295 
（0968） 

36-9750 
（0968） 

36-9752 

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 〒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 輝なっせ 
児童発達支援 
保育所等訪問支援事業 
日中一時支援事業 

〒861-1331  熊本県菊池市隈府497番2 
（0968） 

24-5667 
（0968） 

24-5181 

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 
（0968） 

24-5667 
（0968） 

24-5181 

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 

（096） 
232-8325 

（096） 
232-8325 

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 
（0968） 

25-7688 
（0968） 

41-8002 

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】 

（県北事務所） 
〒861-1331  熊本県菊池市隈府497番2 
 
（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） 

41-8003 
（県南事務所） 
（0965） 

45-9267 

りとる♡まむ 企業内託児所 〒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 

在宅支援センター へるぷねっと 居宅介護･重度訪問介護･ 
行動援護･同行援護･移動支援 

〒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 

就労支援センター かもん・ゆ～す 就労継続支援B型事業 
就労移行支援事業 

〒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型事業所 
短期入所事業所 

清 流 荘 就労継続支援A型事業 
短期入所事業 

〒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 

相談支援事業所 

コミュニティはうす明日 
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 

〒861-1331  熊本県菊池市隈府469-10 
（0968） 

25-6601 
（0968） 

41-7577 

熊本県北部障害者就業・生活支援センター 

がまだす 
雇用安定等事業【国：公益事業】 
生活支援等事業【県：公益事業】 

〒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） 

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】 

（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・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【公益事業】 

〒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】 

菊池市役所 健康福祉部 福祉課 窓口 
（0968） 

41-7151 
（0968） 

41-7577 

山鹿市生活自立相談 山鹿市生活困窮者自立相談 
支援事業【公益事業】 

山鹿市役所 福祉課 窓口 
（0968） 

41-7151 
（0968） 

41-7577 

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】 

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 
（社会福祉法人の地域貢献事業） 

〒861-1331  熊本県菊池市隈府469-10 
（0968） 

41-7151 
（0968） 

41-7577 

高
齢
者
支
援
事
業
部 

養護老人ホーム ふじのわ荘 養護老人ホーム 〒861-1308  熊本県菊池市亘91 
（0968） 

25-2500 
（0968） 

25-2245 

養護老人ホーム こすもす荘 養護老人ホーム 〒861-1201  熊本県菊池市泗水町吉富2900 
（0968） 

38-2902 
（0968） 

38-6290 

居宅介護支援事業所 ゆめぷらん 居宅介護支援事業 〒861-1305  熊本県菊池市北宮字北田337-6 
（0968） 

36-9150 
（0968） 

36-9169 

訪問介護事業所 たまゆら 訪問介護・予防訪問介護事業 〒861-1305  熊本県菊池市北宮字北田337-6 
（0968） 

36-9168 
（0968） 

36-9169 

【 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29年10月25日（水）   
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