Potmum
ぽっとまむ

2019.10月号
HOMEPAGE

facebook

＼ こちらから ／

＼ こちらから ／

vol.22

【特集】納涼祭・夏祭り
そうめん流し
輝く職員に密着！！ Report⑦
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タッカルビぱん

～ “ きるん ” のイチオシ！～ シリーズ ⑥

中にタッカルビのペーストが入っていて、
チーズが上にのっています。
タッカルビとチーズの相性は最高～♬
最後に、白ごまを可愛くパラパラ～(*^^*)
ちょっとピリ辛なので、
残暑厳しい日にはおすすめです！！
是非、きるんの“タッカルビぱん”を
ご賞味ください♪

パン屋 きるん
ご予約も承っております。お気軽にご連絡ください。

〒861-1331 熊本県菊池市隈府469-10
TEL：0968-25-1817 FAX：0968-25-1875

名誉長寿証・お祝い授与

江頭菊池市長来荘

令和元年7月4日（木）
養護老人ホームこすもす荘の入所者 村上ハジメ様が今年度
100歳を迎えられました。それにあたり、江頭菊池市長が来
荘され名誉長寿証・記念品の授与が行われました。
お孫様も同席する中、入所以前の生活についてや最近の楽
しみなど江頭市長と笑顔で談笑されていました😊
江頭市長もご多忙の中、このような機会を持っていただき、
本人様も「市長さんが来らすては思わんだったけど良かっ
た」と照れ笑いで喜ばれていました。
まだまだご自分のことはご自分でするという意欲をお持ち
の村上様。これからも元気に笑顔で過ごしていただきたいで
す。また、他ご利用者様もご長寿に過ごしていただけるよう
私たちも支援していけたらと思います。
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介護技術研修
令和元年8月9日（金）
高齢者支援事業部において介護技術研修を開催しました。
熊本リハビリテーション病院の講師の先生2名をお招きし実践
的な介護の方法を学びました。
研修の中では、車椅子の移乗の仕方・ベッド上での体位交
換の仕方など普段の支援においてすぐにでも役立つ介助方法
を一つひとつ丁寧にレクチャーして頂きました。先生のお手
本の後には職員それぞれで実際に体験し、利用者様・介助者
の視点で見ることができ、大変有意義な研修となりました。
今後もこの研修で学んだ介護技術を活用し、利用者様が不
安を感じないような支援を目指していきたいと思います。

◇ KIKUAIKAI NEWS ◇

菊愛会のHOTなニュースを
お届けします♪

特定処遇改善加算説明会

第20回菊池ふれあいレガッタ大会

令和元年8月26日（月）

令和元年9月1日（日）

（株）エステル総合研究所の澤田所長をお招きし、特定処遇
改善加算についての説明会を開催しました。

「第20回菊池ふれあいレガッタ大会」が開催され、菊愛会か
らは2チームが参加してきました♪
男性チームの「チーム菊愛会」は昨年に引き続きの出場で、
上位入賞を狙っていましたが、日頃の運動不足＆練習不足に
よりレース終盤でスタミナ切れ…笑
女性チームの「すまいるガールズ」は初めての出場で、
のぼり旗をひっくり返しに作ってしまったり、ボートが何か
に引っかかって進めなかったり、おもしろアクシデント連発
でした！
大会には菊池市内外から40チームが参加され、どのチーム
も笑顔で楽しまれており、とても充実した1日でした♪
来年はもっと上位を目指して頑張るぞ～‼

新しく始まる特定処遇改善加算とは何なのか？「勤続年数1
0年以上の介護福祉士に月額8万円相当の処遇改善を行う」と
は本当なのか？と、皆さんが気にしている内容について、法
人の取り組みを振り返りながら、ご説明していただきました。
処遇改善加算及び特定処遇改善加算が自分の処遇にどう反
映されるのか、法人職員ひとりひとりが理解を深めました♬
介護業界の処遇改善を図る取り組みに応えるためにも、
キャリアアップしていき、地域に貢献していきたいと思いま
す。

中学生の職場体験

イズムキャンプ in 長崎

令和元年9月18日（水）～19日（木）

令和元年9月29日（日）～30日（月）

2日間、菊池北中学校から4名の職場体験が行われました。
児童発達支援の子どもたちと一緒に遊びや歯磨きに取り組ん
でいます。
また、職場体験の為に用意してくれていたパネルシアター
に大型絵本!!子どもたちは、お兄さん・お姉さんの読んでく
れる大型絵本に釘付けで楽しんでいました♪
中学生に1日の感想を尋ねると、「楽しかったです。」と笑
顔で答えてくれました(^^)
今後の福祉の担い手になる中学生が、実際に福祉に触れ、
楽しいと感じてくれた事を嬉しく思います。今回の経験が地
域での支え合いや、中学生の将来に繋がって行くように願っ
ています。

毎年恒例のイズムキャンプで今年は長崎県に行きました。
キャンプ中に社会福祉法人ゆうわ会さんで行われていた運動会に
参加させてもらいパン食い競争や玉入れなど皆さん楽しんでい
らっしゃいました。

夕方からは、キャンプ場でBBQを行い美味しいお肉と入居者さ
んが作られたおにぎり、焼きそば、美味しいお酒やジュースを飲
み色々な話をしながらおなか一杯になるまで食べました(≧▽≦)
そして、おなか一杯になった後はカラオケが始まり歌いたい歌を
心ゆくまで歌われ、それに合わせて踊りを披露される方もおられ、
笑いの絶えないBBQになりました。

2日目には西海橋に行き海を見ながら遊歩道を歩いて渡ったり、
針尾送信所に行き見学を行い帰ってきました。帰るころにはみん
な疲れてバスの中で眠られていました(-_-)zzz
沢山笑い、いろいろな経験をすることができた楽しいキャンプ
でした!(^^)!
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◇ 【特集】納涼祭・夏祭り ◇
令和元年9月15日(日)

ふじのわ荘

納涼祭

ふじのわ荘恒例の納涼祭を開催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、子供会・出演にご協力をいただいた団体様本当
にありがとうございました！

令和元年8月12日(月)

輝なっせ

夏祭り

第1回輝なっせ夏祭りを開催しました。
児童発達支援・放課後等デイサービス・日中一時支援事業と、3事業
合同での開催に加え、途中、りとる♡まむや笑みっこの子どもたち
の参加もあり、お祭りは大盛り上がり！
ヤマメのつかみ取りでは、プールに逃げる魚と追いかけっこをし、
子どももスタッフも一緒にずぶ濡れで楽しみました(^^)
また、ヤマメ以外の焼き鳥やおにぎりも大盛況！締めの抽選会では、
ドキドキとワクワクの表情で抽選番号と景品を眺める子どもたちが
印象的でした。
沢山遊んで、沢山食べて…夏の暑さに負けない笑顔あふれるお祭り
になりました！

令和元年9月21日(土)

わらび

納涼祭～笑～

「わらび納涼祭～笑～」を開催しました。今年は台風接近という事もあり、例
年より早めに作業棟にて開催しました。
ご家族参加型のアトラクションやカラオケ大会など、参加された方々の笑顔が
多く見られ、皆さん大変楽しまれていました。
また、ボランティアの方々には雨が降る中、屋台や支援に入って頂き、誠にあ
りがとうございました。
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◇ そうめん流し ◇
令和元年7月25日(木)

ふじのわ荘

恒例のそうめん流しを行いました、皆さん流れてくる
そうめんを美味しく食べておられました。

令和元年7月30日(火)

令和元年7月26日(金)

サポートホームわらび

毎年恒例のそうめん流しを開催しました！作業棟内は例年
になく暑かったですが、ひんやりとしたそうめんを特製の
タレにつけて、利用者さんのみならず職員からも「美味し
かった」と大好評でした。事前に地域の方に協力を頂いた
竹を基に流し台を作成しました。時間は要しましたが、皆
さんには夏の季節感を味わって頂けたのかなぁと思います。

こすもす荘
令和元年7月20日(土)

食堂にてそうめん
流しをしました♪
箸を片手に必死に
流れゆく麺を追い
ながらも皆様笑顔
で楽しまれました
😊

♡
お
す
す
め
の
一
品
♡

あおぞら

恒例のそうめん流しを行いま
した。
今年はあいにくの雨により、
室内での流しそうめんになり
ました。
流れて来るそうめんを利用者
の皆さん上手く箸でつかまれ
笑顔で楽しまれました。

【材料・分量】≪アルミカップ２個分≫
●ホットケーキミックス ５０ｇ
●牛乳
５０ｃｃ
●トッピング 粉チーズとちりめん、
マヨネーズとウインナー
などお好きなものを

【作り方】
①ホットケーキミックスと牛乳を混ぜる
②アルミカップに流し、お好きなトッピングをのせます。
③１０００ｗのオーブントースターで５分程焼いてできあがりです。

☺ 休日の朝ごはんや、こどものおやつにも簡単にすぐできておすすめです ☺

リア充なう!?

職員のプライベートを覗き見！！
仕事もプライベートも楽しんでいます♬

令和元年6月25日に、第1子となる3346ｇの元気な男の子、岳（がく）が産まれました。
早いもので生後3か月になって、首がすわり表情も豊かでおしゃべりも上手になり、自
然と自分も笑顔になることが増え日々のエネルギーをもらっています。現在は、日々の成
長と休日の早朝からの散歩が楽しみのひとつです。
人生、登山のように平らな時もあれば山あり谷ありで苦難な時もあるけど、山の頂のよ
うに高い志をもって生きてほしいと思います。
また、8月17日に結婚披露宴を行いました。
理事長をはじめ、多くの法人職員の皆様に囲まれ、とても幸せな時間となりました。本当
に、ありがとうございました。
今年は新しい時代を迎え、息子の岳が誕生し、新居を構え、結婚式と私たち夫婦にとっ
ては印象深く心に残る年となりました。これからも家族と共に、心のアルバムをたくさん
増やしていこうと思います。
生活介護事業所 ほほえみ

主任支援員

仙波

寛
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輝く職員に密着!!

Report⑦

福祉の仕事に携わる職員の密着レポートを通して、
福祉の仕事を紹介していくコーナーです♪

≪1日の流れ≫
※ シフト勤務や曜日によって業務内容は異なります

今回は、「 清流荘 」で

▼

8：30【 出 勤 】

FAXの確認・メールの確認をします

働く渡邉さんに密着しました♪
▼

9：00【 送 迎 】

短期入所の利用者さんを他の事業所に
送ります

就労継続支援A型事業所
短期入居事業所

▼ 10：00【 精 算 】
【 温泉温度確認 】など

清流荘

旅館・家族風呂の売上を確認します

職業指導員

温泉（内湯･露天風呂･家族風呂）の
温度を確認します

渡邉 莞汰 さん
2019年 入職

チェックアウトされるお客様の精算を
行います
利用されるお客様のお出迎え用看板を
記入します

▼ 12：00 【 弁当配達 】
【 食事介助 】
法人内事業所に弁当配達を行います

私は人の為に何かをして喜ばれるお仕事をしたいと思っていました。
母親が福祉関係で働いていて、私が進路で悩んでいた時、母親が働いて
いるところに体験で行ったときに、この仕事だったら人の為に働き喜ば
れる、私自身も成長できる仕事だと思い福祉関係で働こうと思いました。
そして現在は、清流荘で職業指導員として働き、就労継続支援A型事
業と短期入所事業の業務を行っています。

▼ 13：30 【下膳作業】など
お昼のお食事の片付けをします

利用者さんと一緒に作業などをするため難しい事や大変な事もありま

日によって行う作業が変わります

すが、先輩の皆さんに教えてもらいながら、楽しく仕事をすることが出

来ています。
まだまだ分からない事ばかりなので、勉強や研修に参加してこれから
頑張っていこうと思います。
▼ 15：30 【 送 迎 】
短期入所を利用される方をお迎えに
行きます
送迎に出ない日は事務作業を行います

あっと驚きの10代のニューフェイスである

▼ 16：00 【お客様への電話確認】

渡邉君、日々勉強を積み重ね良き社会人＆

予約されているお客様に電話で確認を
します

福祉職員となるように頑張っています。

次の日利用されるお客様のお出迎え用
看板を記入します

清流荘・湯の倉の業務に少しずつ慣れ、
今後の成長が楽しみです。
清流荘
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▼ 17：30【退勤】
賃金向上達成指導員

赤星 智英

◇一問一答◇
お題

植田

佳代子

相談支援事業所
コミュニティはうす明日

倫太郎がしゃべっている
言葉を理解したい♡♡♡
「わん」以外もしゃべって♡

宮川

リエ

菊愛会で働くスタッフに聞きました！
あの人の意外な素顔が見れるかも！？

☆☆☆もし魔法が1つ使えるなら・・・☆☆☆
いったい何を願いますか？？

迫

愛梨

菊本

珠生

宮本

寛子

生活介護事業所 すまいる

障がい者サポートホームわらび

企業主導型保育所 りとる♡まむ

お金持ちになる！

瞬間移動をしてみたい☺

お金持ちになって
なんでもしたい！

時間とお金を使わずに
旅行がしたい^_^

子ども達が楽しく遊べる
運動場と遊具をお願いします。

三浦

勇也

小林

りとる♡まむの子どもたちの為に、
一緒に遊べる園庭と遊具が
欲しいです

拓麻

大島

優香

就労支援センター かもん・ゆ～す

地域生活支援事業所 イズム

地域生活支援事業所 あおぞら

訪問介護事業所 たまゆら

五十肩とバネ指を治す

空を飛びたい

旅行に行きたい

空を飛んで
風を感じたい

世界中
旅行をしてみたい

分身の術を使い、ヘルパーを
増やし、収入額を2倍にする

老体にムチうって頑張ってます!!
皆さん、除草作業手伝って～

事業所拡大に向けての貯蓄！

広報誌「ぽっとまむ」をご覧頂きありがとうございます。
皆さんはラグビーワールドカップをご覧になりましたか？
ラグビーの世界一を決定する大会として、1987年に初めてラグビーワールドカップが開催されました。今ではオリンピック、サッカーの
ワールドカップと並び「世界3大スポーツ大会」の一つに数えられています。今回の日本開催は第9回大会でアジアでは初めてとなります。
日本ではこれまでにない関心がラグビーに向けられているといわれ、10月13日のスコットランド戦では53.7％という今年最高の瞬間最高
視聴率を記録したそうです。この試合で日本はスコットランドを破り、初の決勝トーナメント進出を果たしています。
日本の攻撃力については、“ジョセフ監督やブラウンコーチがマスコミに大きく讃えられるだろうが、両氏の采配の下で最も成長著しいの
がスクラム”と言われていました。じわじわと効く低いタックルで、1人のスーパースターによる勝利ではなく、チーム全員で泥臭く戦う姿
が印象的でした。国籍が違っても考え方が違っても同じ目標に向かいチーム一丸となって戦う。そんな「組織力」を見習いながら、菊愛会
という組織の中で自身が誇らしく思えるように組織の一員ということを忘れずにいるべきだと改めて感じたラグビーWCでした。
【 広報委員会 】稲田 誉久、規矩 利英、安藤 さゆみ、木村 明日香、芹川 大輔、松元 聖伽
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ホームページ

事 業 所 一 覧
法人本部

法人本部事務局

総務部

総務課
人材確保・企画推進対策室
防災・防犯対策室

● 障害者支援施設事業部
障がい者サポートホーム わらび
● 地域生活支援事業部

住

所

〒861-1308 熊本県菊池市亘字道ノ上359番地2

実施事業

住

施設入所支援・生活介護・
短期入所・日中一時支援事業

所

実施事業

住

〒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

実施事業

住

所

〒861-1308 熊本県菊池市亘字道ノ上359番地2

地域活動支援センター つどい
日中一時支援事業所 ふる～る

地域活動支援センターⅢ型
日中一時支援事業

児童発達支援センター 輝なっせ

多機能型支援事業所 笑みっこ

〒869-1115 熊本県菊池郡菊陽町
沖野4丁目18-48

菊池圏域地域療育センター ゆうず

障がい児等療育支援事業
児童発達支援ｾﾝﾀｰ等機能強化事業
巡回支援専門員整備事業

ジョイスタ ／ 翼

熊本県生活困窮者自立支援プラン推進 〒861-1331 熊本県菊池市隈府497番2
事業（子どもの学習・生活支援事業）
（県南事務所）
【公益事業】

● 在宅支援事業部
在宅支援センター へるぷねっと
● 就労支援事業部

〒861-1331 熊本県菊池市隈府497番2

住

〒861-1331 熊本県菊池市隈府469-10

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

実施事業

住

コミュニティはうす明日

障害者相談支援・自立生活援助・

熊本県北部障害者就業・生活支援センター

雇用安定等事業【国：公益事業】
生活支援等事業【県：公益事業】

がまだす

（096）

（0968）

（0968）

24-5181

232-8325
41-8002

（県北事務所）

（0968）

41-8003

（県南事務所）

（0965）

電話番号

（0968）

24-3152

45-9267

（0968）

41-8101
ＦＡＸ番号

（0968）

41-3336

電話番号

ＦＡＸ番号

（0968）

（0968）

（0968）

（0968）

25-1817
24-2155

25-1875
24-2157

電話番号

ＦＡＸ番号

（0968）

（0968）

（0968）

（0968）

25-6601
25-1899

41-7577
25-6602

（県北事務所）
（0968）

（担当携帯）

（0965）

（0968）

（0968）

（0968）

（0968）

（0968）

（0968）

大津町役場

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

41-7151

山鹿市役所

080-8350-8813

福祉課 窓口

41-7151

福祉課 窓口

住

41-7151
41-7151

所

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

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

電話番号

〒861-1308 熊本県菊池市亘字道ノ上359番地2
【編

集 】法人広報委員会

※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。

45-9267
41-7577
41-7577
41-7577
ＦＡＸ番号

（0968）

（0968）

（0968）

（0968）

（0968）

（0968）

（0968）

（0968）

0968）

25-2500

〒861-1308 熊本県菊池市亘字道ノ上359番地2

45-9267

（0968）

38-2902

〒861-1308 熊本県菊池市亘字道ノ上359番地2

最上 太一郎

41-7577

080-8350-8813

〒866-0051 八代市麦島東町9-7-3-C

実施事業

【 発行責任者 】理事長

（096）

24-5181

（県南事務所）
（0965）

大津町地域支え合いセンター

行 】社会福祉法人 菊愛会

（0968）

（県南担当携帯）

大津町地域支え合い生活自立
支援事業【公益事業】

【発

（0968）

（県南事務所）
〒866-0051 八代市麦島東町9-7-3-C

山鹿市生活自立相談

地域密着型通所介護

ＦＡＸ番号

（県北事務所）
〒861-1331 熊本県菊池市隈府469-10

山鹿市生活困窮者自立相談
支援事業【公益事業】

デイサービスセンター みちのうえ

36-9752

（県北事務所）
（0968）

八代市被保護者・生活困窮者
就労準備支援事業【公益事業】

訪問介護・予防訪問介護事業

36-9752

（0968）

41-8100

〒861-1331 熊本県菊池市隈府469-10

八代市被保護者・生活困窮者
就労準備支援事業

訪問介護事業所 たまゆら

41-5853

（0968）

（0968）

障がい者虐待防止センター

居宅介護支援事業

36-9084

080-8371-1312

所

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】

居宅介護支援事業所 ゆめぷらん

（0968）

（県南担当携帯）

〒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）

● 高齢者支援事業部

（0968）

25-7688

所

就労継続支援B型事業

指定特定相談・指定一般相談・障害児相談・

（0968）

41-5851

（0968）

〒861-1305 熊本県菊池市北宮字北田337-6

就労継続支援A型事業所
清流荘
短期入所事業所
相談支援事業所

（0968）

25-7688

所

就労支援センター かもん・ゆ～す

● 相談支援事業部

（0968）

（県北事務所）

住

実施事業

（0968）

232-8325

〒861-1331 熊本県菊池市隈府469-10

実施事業
居宅介護･重度訪問介護･
行動援護･同行援護･移動支援

ＦＡＸ番号

（0968）

24-5667

〒866-0051 八代市麦島東町9-7-3-C

企業主導型保育事業

25-3812

（0968）

24-5667

（県北事務所）

企業主導型保育所 りとる♡まむ

41-4778

電話番号

〒861-1331 熊本県菊池市隈府497番2

児童発達支援事業
放課後等デイサービス事業

ＦＡＸ番号

（0968）

36-9750

所

〒861-1331 熊本県菊池市隈府497番2

27-1461

（0968）

36-9750

〒861-1324 熊本県菊池市野間口488-13

放課後等デイサービス事業

ＦＡＸ番号

（0968）

（0968）

24-9080

〒861-1331 熊本県菊池市隈府295-3

放課後等デイサービス事業所 輝なっせ

41-7020

電話番号

生活介護事業

住

41-7020

（0968）

25-3811

生活介護事業所 すまいる

実施事業
児童発達支援
保育所等訪問支援事業
日中一時支援事業

41-7050

41-4777

〒861-1331 熊本県菊池市隈府473-15

● 障害児通所支援事業部

（0968）

41-7805

電話番号

生活介護事業

地域の縁がわ彩り事業

（0968）

27-1381

生活介護事業所 ほほえみ

地域ふれあいホーム つどいなっせ

（0968）

電話番号

所

共同生活援助事業

ＦＡＸ番号

（0968）

（0968）

〒861-1682 熊本県菊池市重味2380-7

地域生活支援事業所 イズム

● 日中活動支援事業部

電話番号

〒861-1308 熊本県菊池市亘字道ノ上359番地2

facebook

36-9150
36-9168
25-6000

38-6290
25-2245
36-9169
36-9169
36-9169

【 発行日 】令和元年10月23日（水）

