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地域合同防災訓練
考課者研修
クリスマス会・望年会・餅つき
輝く職員に密着 Report⑧

ＲＵＮ伴

令和元年11月10日(日)
菊池の街中にて「ＲＵＮ伴(ランとも)」が行われました！
ＲＵＮ伴（ランとも）は、今まで認知症の人と接点がなかった地域住民と、
認知症の人や家族、医療福祉関係者が一緒にタスキをつなぎ、
日本全国を縦断するイベントです。

地域合同防災訓練

令和元年11月24日(日)

養護老人ホーム こすもす荘

今年で5回目となる「地域合同防災訓練」を実施しました！
地域の方と共に防災を軸とした防災訓練を行う事で連携を強め、防災意識の確立と相互協力を行うことにより地域福
祉拠点としての役割を果たす事を目的に毎年開催しています。
今回はあいにくの雨天により室内でできる部分の内容となりましたが、約60名の地域住民、消防団の方々に参加いた
だきました。内容は「①広域連合西消防署の方々より防災講話、心肺蘇生法の講習」「②熊本地震の記録DVDの上映
会」「③非常食おにぎりの作り方訓練と試食」「④地域婦人部（むつみ会)による炊き出し（豚汁）と、こすもす荘の
畑で収穫したサツマイモでの芋天を昼食として提供・実食」の4つをメインに行いました。
また今回は、菊池市社協泗水支所の職員さんも参加いただき、模擬的訓練として要介助者の避難を福祉車両にて担当
していただきました。
訓練中、不安な点を消防署の方に積極的に質問されるなど真剣に取り組まれていました。最後は皆さま笑顔で昼食を
楽しまれている様子が見受けられました😊
足元の悪い中、多くの方にご参加頂きありがとうございました。
今後も継続して行い、地域連携および防災意識の向上に努めていきたいと思います。

考課者研修（管理職・指導職）

令和元年10月7日（月）

プラットタウン サンティエ 1階

管理職・指導職を対象に「考課者研修」を開催しました！
株式会社エステル総合研究所の澤田所長にお越しいただき、グループワークを中心に研修を行いました。
人事考課の目的やねらいを再確認すると共に、育成面接でのポイントや効果的なフィードバックについて理解を深め
ることが出来ました(^^)
仕事のやりがいや自己成長を実感することの出来る働きがいのある職場づくりに向けて、より良い人事考課に取り組
んでいきます！
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◇ KIKUAIKAI NEWS ◇

菊愛会のHOTなニュースを
お届けします♪

第14回菊池こころのネットワークフェア

隈府小学校ユニバーサルデザイン体験学習

令和元年11月10日（日）

令和元年11月15日（金）

今回もたくさんの方々にご来場いただきました。各団体様のス
テージイベントや出店コーナー、体験型のブースも大変盛り上
がりました♪

隈府小学校4年生の皆さんが施設内のユニバーサルデザイン
学習のため、ふじのわ荘へ見学にご来荘くださいました😊

少しでも社会福祉の啓発に繋がったらいいなと思います。
また、今後もいろいろなイベントを開催していく予定ですので、
まだ来たことのない方は是非足を運んでみてください。
こころのネットワークフェア実行委員長

金森 裕樹

事前学習も踏まえ、施設のユニバーサルデザインを探されま
した。自動ドアや自動販売機、多機能トイレ、福祉車輛にど
んな工夫があるかを熱心に質問やメモを取っておられました。

また、ユニバーサルデザインフードとして知られるトロミ調
整剤を実際に体験してもらうと驚きの声があがり新鮮でした。
今後も誰もが住み良い・集いやすい場所づくりに向けて研鑽
して参ります！！

法人職員ミニバレーボール大会

ジョブフェア（会社説明会）

令和元年11月29日（金）

令和元年11月30日（土）

今年で12回目を迎える法人職員ミニバレーボール大会を菊池
総合体育館にて開催しました。

当法人単独の会社説明会を今年度も開催しました！

最上管理者の選手宣誓で始まり、会場は大盛り上がり(*^^*)
白熱した試合と共に、日頃の業務で築かれたチームワークの
良さが垣間見えました。
また、事業を超えての職員相互の交流で、各事業所の連帯強
化や、親睦を深める機会になったのではないでしょうか。
法人理念「感・共・和」のもと、和気あいあいとした楽しい
大会になったことと思います(^▽^)/
優勝されたチームほほえみの皆さんおめでとうございました。

今回も “きるん” のパンをはじめ、当法人の管理栄養士が心を
込めてランチを準備しました！
嬉しい飛び入り参加もあり、5名の学生さんが来られました。
法人の紹介だけでなく、学生さんが今悩んでいることや聞き
たいことを中心に座談会形式で盛り上がり、私たち職員もと
ても楽しい時間を過ごすことが出来ました。
ご参加いただいた皆様、ありがとうございました(^^)
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◇ KIKUAIKAI NEWS ◇
祝

社会福祉法人

厄入り

菊愛会のHOTなニュースを
お届けします♪
菊愛会

令和2年

新年会

令和2年1月10日（金）

令和元年12月13日（金）

今年度も、個性の強い3名に対して理事長より人生の先輩とし
て激励の言葉を頂き、身の引き締まる表情が窺えました。
また、一言ずつ抱負を述べられ、記念品贈呈では、代表の
方々と熱い抱擁を交わされ、笑いのある会となりました。

法人新年会が今年も開催され、永年勤続者表彰や成人職員御
祝も一緒に執り行われました。永年勤続者の方には、永年に
渡って法人へ貢献頂いたご功労に感謝し、最上理事長より表
彰状と記念品が贈呈されました。成人職員の方にも希望に満
ちた未来と二十歳という人生の節目を祝し、お祝いの品の贈
呈がありました。

今年度の3名の方々が、飛躍の年になりますよう御祈念申し上
げます。

その他、毎年とても楽しみにしている抽選会があり、大変盛
り上がりました♪

今後もより一層のご活躍を期待しております。

新しい年の始まりをお祝いするとともに、法人職員全体の親
睦も更に深めることが出来ました。

法人職員の厄入りを執り行い、総勢50名で厄を背負いました。

今年もよろしくお願いいたします。

◇ クリスマス会 ◇

令和元年12月25日（水）

すまいるクリスマス会

令和元年12月21日（土）

親子クリスマスケーキ作り（放課後等デイサービス）
令和元年12月24日（火）

クリスマス会（ゆらゆらクラス）

令和元年12月24日（火）

令和元年12月25日（水）

りとる♡まむクリスマス会

クリスマス会（日中一時支援事業）

令和元年12月20日(金)

こすもす荘クリスマス会

ボランティアの方々や職員の出し物など…時には声をあげてニッコリ
笑顔で楽しまれました😊
ミニスカのサンタクロースからプレゼントを貰われ、クリスマス仕様
のお食事でもお腹いっぱい。年末に幸せな時間が過ごせました♪
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◇ 望年会・餅つき ◇
令和元年12月19日(木)

令和元年12月26日(木)

こすもす荘 餅つき

ふじのわ荘 餅つき

毎年恒例の餅つきをしました(^^♪
普段車椅子の方も“この日ばかりは！”と立って杵を持ち…！
ご利用者の皆さまと職員の息のあった餅つきで綺麗なお餅が出来上がり
ました♪

年末恒例の餅つきを行いました。
ご利用者様とスタッフが力を合わせ、掛け声もバッチリ！
皆様最高の笑顔で参加されました。

令和元年12月19日(木)
令和元年12月26日(木)

わらび 望年会
輝なっせ 餅つき

今年度は、放課後等デイサービスに通う水曜日クラスの中高生が、事前準備
として、餅つきのポスターを作り、封書、配布を行いました。
声をかけた、りとる♡まむや日中一時支援事業の子どもたちも一緒に参加し、
餅つきを楽しんでいます♬

清流荘にて「わらび望年会」を開催しました。普段は食べられない
懐石料理に舌鼓を打たれたり、お酒を飲まれたり、歌を歌われたりと
大盛り上がりでした。また、サンタさんからプレゼントを貰い、中身
を出して喜ばれ、普段見ることが出来ない利用者さんの顔を見ること
が出来ました。

令和元年12月26日(木)

ふじのわ荘 望年会
ご利用者、スタッフ互いに1年間を振返り来る年に望みをつなげる会（望年会）
を開催させて頂きました。
職員による余暇も楽しんでいただき、お食事も寿司バイキング、オードブルと
お腹いっぱい食されました。
ご利用者が楽しみにされておられる大抽選会でも景品を受取られ、皆様ご満悦の
ようでした。

リア充なう!?

令和元年12月14日(土)

あおぞら 望年会

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♬

11月22日の「いい夫婦の日」に入籍し、12月22日に結婚披露宴
を行いました♪
理事長をはじめ、法人職員の皆様にもたくさんのお祝いの言葉を
いただき、とても幸せな時間を過ごすことができました！
当日はまさかの大雨で、予定していた演出ができなかったのも
いい思い出です笑
また、利用者さん・職員からのサプライズムービーもいただき、
感謝の気持ちでいっぱいです。この気持ちを忘れず、笑顔溢れる
温かい家庭を築いていきたいと思います♡
これからもよろしくお願いいたします(*^^*)

総 務 部 稲田 誉久
生活介護事業所すまいる 稲田 祐子（旧姓：山田）
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輝く職員に密着!!

Report⑧

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、

▼

8：30【 朝 礼 】

朝の掃除・児童発達支援の準備

「 笑みっこ 」で
働く森本さんに密着しました♪

多機能型支援事業所

笑みっこ
児童指導員

森本 紗江 さん

▼

9：30【 児童発達支援 】

未就学児のお子さんと保護者と一緒に
その日の活動を行います

2018年 入職

こんにちは。多機能型支援事業所笑みっこで児童指導員をしている森本です。
大学では心理学部を専攻し、心理・精神保健福祉について学びました。お世話に
なった教授に菊愛会を勧めていただき、流れに身を任せるまま入職し現在に至ります。
児童分野はまったくの無知状態で入職しましたが、優しい先輩方に恵まれ、子ども
さんの持っている力を引き出すことができる療育者になれるよう、日々スキルアップ
を目指し子どもさんと関わらせていただいています。
また、子どもさんや保護者の方と関わる中での気付きが私自身の学びに繋がり、と

▼ 10：30【 お見送り 】
振り返り、打ち合わせ・事務整理・
課題作り・放課後の準備

▼ 14：30 【 送 迎 】
各学校にお迎えに行きます

▼ 15：30 【放課後等デイサービス】
学童期のお子さんと一緒にその日の活
動を行います

ても勉強になっています。
今後も輝く子どもさんの希望溢れる未来を笑顔でつないでいける支援者を目指し、
更なるスキルアップを重ねていきたいと思います。

森本さんは、いつも明るく、少し天然な一面もあ
り私たちを笑わせてくれる、可愛い後輩です♥
輝なっせから笑みっこへ異動して１０ヶ月、初め
て経験することも多く、大変なこと、難しいこと
もあったと思いますが、子どもたちに何をしてあ
げられるかを一生懸命考え、療育や課題作りに活
かし、日々スキルアップしています。
これからも、成長していく子どもさんと子育てを
するご家族のサポートを一緒に頑張っていきたい
です!(^^)!
多機能型支援事業所笑みっこ 保育士 山口 薫
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▼ 17：00 【 連絡帳記入】
【保護者お迎え】
その日の様子の記録を行います

▼ 17：30 【退 勤】

◇一問一答◇
お題

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！？

☆☆☆『令和』初の新年☆☆☆
今年の抱負を聞いてみました～(^▽^)/

宮木 哲広

漆島 晴香

松延 俊幸

田中 彩香

生活困窮者自立促進支援事業

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

健康第一！

ダイエットをして5㎏痩せる！！

抜歯に耐える

愛する夫と結婚式

健康的に痩せたい♪

親知らずを頑張って抜きます

いつまでもショウジが
大好きです♡

入職して7年目
入院して迷惑をかけない様に
注意します

栗﨑 麗吏

原 まさ子

地域生活支援事業所 あおぞら

地域生活支援事業所 あおぞら

旅行に行く

遊ぶ

オリンピックを見に行く

目指すは介護福祉士

仕事を頑張って
旅行に行くぞ～

夜遊びしたい

東京オリンピックを
見に行きます(^^)

昨年は初任者研修を修了し
今年は介護福祉士の勉強を
頑張ります！

渡邉 莞汰
就労継続支援A型事業所

清流荘

森川 祐至
養護老人ホーム

ふじのわ荘

広報誌「ぽっとまむ」をご覧頂きありがとうございます。
2020年は新しい元号（令和）に代わって初めての年明けとなりました。
皆さんは元号が変わってから迎える初めての年を、どのように過ごされましたか？？
今年は、4年に一度開催される世界的なスポーツの祭典、東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。東京での五輪開催は1964
年（昭和39年）以来56年ぶりの2回目で、アジア初の同一都市による複数開催となります。
大会ビジョンは「スポーツには世界と未来を変える力がある。」であり、その3つの基本コンセプトは「全員が自己ベスト」「多様性と
調和」「未来への継承」です。そのうち「多様性と調和」の理念は「人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治、障がいの有無な
ど、あらゆる面での違いを肯定し、自然に受け入れ、互いに認め合うことで社会は進歩。」だそうです。
菊愛会の法人理念「感・共・和」。その中に、「私たちは、感謝・感動・感激の心を最も大切にします」という大切にしたい価値観があ
ります。
令和２年・２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックでも、たくさんの感動と興奮による様々なドラマが生まれ、特別な１年とし
て記憶に残るのではないでしょうか。私たちもより多くの方々へ、負けないくらいの感動を与えることが出来るようにいろいろなことに
チャレンジしていこうと思います。
【 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

6

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2年2月6日（木）

