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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

～ “きるん”のイチオシ！～ シリーズ②

四角い形をした重箱で味噌をすると、四隅に味噌が残ってしまうということから、
人の性格は様々であり、その人に適した環境条件を整えてあげ細かい点にこだわっ
てでも適材適所を考えることとが必要である。

ややもするとその人の環境条件を整えなくて、やたらと非難することや怒ったり
することは人の上に立つ資格なしと言えよう。

法人職員スキルアップ研修

平成30年3月8日（木）

課長・主任連絡会議、人権管理委員会合同「法人職員スキル
アップ研修～働きやすい職場づくり～」を開催しました♪

講師として、福島 三徳 様（山鹿市総務部人権啓発課）をお
招きし、「人間関係づくり」「ハラスメント予防」を含めた
【働きやすい職場環境】をテーマに、グループディスカッ
ション形式での研修となりました！

分かりやすい説明でハラスメントについての理解を深める事
ができました。また、働きやすい環境とは…？という事を見
つめ直す良い機会になりました…！

今後も法人職員にとって、より働きやすい職場となるように
取り組みを進めて参ります(^^)
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米粉の生地で ” うぐいす “ を

包んで焼き上げました。

ほんのり甘〜い うぐいす と

米粉のもっちりとしたパンが絶妙にマッチング!!

是非、1度お召し上がりください ♬

一度食べたら癖になる、きるんの “ うぐいすパン ”

うぐいすパン

「重箱で味噌を擂る」

菊愛会事業所見学ツアー

平成30年3月17日（土）

平成30年度新入職員と平成29年度中途採用職員を対象とした
『菊愛会事業所見学ツアー」を開催しました！

各事業所を巡りながら、先輩職員からの説明を受け、当法人
が展開している幅広い福祉サービスを実感して頂きました
(^^)

自身の配属先以外の事業所を見て・聞いて・知ることで、各
事業所が実施している福祉サービスについて学び、法人の取
り組みについて理解を深めることができました♪

す



平成30年4月1日（日）

平成30年度入社式・辞令交付式を執り行いました♪

最上理事長よりお祝いの挨拶、各事業所管理者・課長より歓
迎と激励の言葉があり、共に働く仲間を歓迎しました。

新規採用職員一人ひとりに最上理事長から辞令が手渡され、
法人職員としての自覚と責任を感じて頂けたと思います。
新規採用職員代表挨拶では、社会人としての決意や抱負を述
べられ、期待と希望を抱かせてくれる柔らかくも芯のある素
敵な挨拶でした。

また、最上理事長より法人の歩みや理念、基本方針などにつ
いて訓示があり、皆一様に緊張した面持ちの中、真剣に聴い
ていました。

緊張した中にも時より見せる新規職員の皆さんの笑顔に初々
しさを覚え、今日の気持ちをいつまでも忘れずにいて欲しい
と願いながら、今後の大いなる活躍に期待しております。

◇KIKUAIKAI NEWS◇ 菊愛会のHOTなニュースを
お届けします♪

平成30年度入社式・辞令交付式

お楽しみ会

平成30年3月21日（水）

児童発達支援としてのご利用が最後となる年長さんとご家族
の方でお楽しみ会（輝なっせ版の卒園式）を実施しました♪

ご家族の方から子どもさんへお手紙、子どもさんからご家族
の方へプレゼント（手作りヘアーゴム）を渡しました！
ご家族の方からの手紙では、子どもさんの成長を伺えること
ができ、スタッフも涙・涙・涙と感動しました(T_T)

また、退職するスタッフに対して、子どもさんとご家族の方
にもご協力して頂き、サプライズで花束を渡すことができま
した(^^)

子どもさん一人一人の成長をたくさん感じることができまし
た。これも子どもさんの頑張り、ご家族の方のサポートが
あったからだと思います。輝なっせでの経験が子どもさんの
今後の人生において役立てば嬉しい限りです。

4月から新一年生になり、新しい環境の中で健やかな成長を
スタッフ一同、楽しみにしています！

Job Fair～ランチ付き会社説明会～

平成30年5月12日（土）

今年度も「Job Fair～ランチ付き会社説明会～」を開催しまし
た♬

この「Job Fair」は、福祉業界での就職を考えておられる方が、
福祉の仕事や職員の体験談を聞いたりして、福祉業界への就職
の不安や疑問が解消できるようにと昨年度から当法人独自で開
催しております(^^)

ご参加いただいた学生さんも聞きたいこと・知りたいことなど
を積極的に質問されており、有意義な時間になりました♬

また、法人スタッフ（管理栄養士）による手作り料理をビュッ
フェ形式で一緒に食べながら、学生さんたちと職員が和やかに
交流することができました(^^)

第2回目や第3回目も計画しておりますので、詳細が決まりまし
たら、Facebookやホームページなどでお知らせします♬
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平成30年3月28日（水）

法人全体会議を開催しました♪

当法人では、法人全体会議を毎年2回（事業計画、事業報告）
開催しており、今回は平成30年度の法人基本方針と各事業所
の事業計画について、理事長及び各事業所より発表がありま
した！

今回より、限られた発表時間の中で、分かりやすく伝えるに
はどうしたらいいのか、各事業所工夫されていました♪

社会福祉法人菊愛会では平成30年度も将来を見据えた更なる
取り組みを進めていきます！
初心を忘れずに新年度も頑張っていこうと気持ちを新たに決
意することのできた法人全体会議でした♪

平成29年度 3月期 法人全体会議



◇【特集】新入職員紹介 ◇
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春と言えば「お花見」♪ ぽかぽか陽気に皆様の笑顔もほころんでいました(^^)
いつもより良いご飯を食べてちょっぴり贅沢気分を味わいました！！

桜を愛する心は日本人の伝統文化のひとつですね♬

川内 未来美
多機能型支援事業所 笑みっこ

趣味：沢山あります♪

子どもさんと一緒に楽しみ
ながら笑顔で頑張ります！

地域生活支援事業所 イズム

趣味：キックボクシング
バイク

国家試験に合格します！

森本 紗江
児童発達支援センター輝なっせ

趣味：LIVEに行くこと、弓道

仕事とプライベートの
両立が出来る人になりたい！

色々なことに積極的に
取り組みたいです！

松元 聖伽
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業所輝なっせ

特技：着付け、日本髪

子どもたちと一緒に楽しみ、
学び成長したいです！

笑顔と元気で頑張ります！

宮本 寛子
児童発達支援センター輝なっせ

趣味：ドライブ

毎日子どもたちと笑顔で
楽しく過ごせるように

頑張ります！

道添 文彦
生活介護事業所 ほほえみ

趣味：ボウリング

1日でも早く良い仕事が
できるように頑張ります！

中園 裕平
障がい者サポートホームわらび

趣味：ヲタ活

先輩たちに負けないよう
全力で仕事を頑張ります！

永田 美夏
障がい者サポートホームわらび

趣味：犬と猫と一緒にお昼寝

定年まで頑張ります！

横田 有紀
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）

特技：料理･おやつ作り､ネコと遊ぶ

相談者一人一人に合った
支援ができるように

日々精進を重ねていきます！

矢野 当
八代市被保護者・生活困窮者

就労準備支援事業

特技：家庭菜園

対象者の気持ちに寄り添い、
自立・就職に向かえるよう

支援に努めます！

日髙 和美
養護老人ホーム ふじのわ荘

趣味：魚釣り、カラオケ

毎日、入居者の方々と
楽しく過ごせるように
笑顔で頑張ります！

益崎 奈歩
養護老人ホーム ふじのわ荘

趣味：お菓子作り

入居者の方々と仲良くなって
楽しく美味しい食事が

できるように頑張ります！

村上 幸代
養護老人ホーム ふじのわ荘

趣味：ドライブ

1日でも早くご利用者様の
お力になれるように

明るく元気に頑張ります！

工藤 壮太
養護老人ホーム こすもす荘

趣味：読書

1日でも早く仕事に慣れて
人の役に立てるように

努力します！

仲光 美幸
養護老人ホーム こすもす荘

趣味：特になし

大勢の前で話すことが
苦手なので

克服して頑張ります！



◇豆知識コーナー◇
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これだけは知っておいてほしい！
気になる情報を発信していきます♬

【材料】●ベーコン 3枚 ●玉ねぎ 小1/2個 ●なす 1/5本
●かぼちゃ 80ｇ ●トマト 1/2個 ●サラダ油 適量
●塩こしょう 0.3ｇ ●ピザ用チーズ 少々 ●卵 4個

角切りにした材料を炒めて塩コショウで下味をつけます。

卵を溶いて炒めた具と合わせてフライパンに流し蓋をして焼きます。

途中でピザチーズをのせて火が通ったら出来上がりです。

具はほうれん草やきのこ、ウインナーなどいろいろ変えてもおいし

いです。

♡
お
す
す
め
の
一
品
♡

リア充なう!?
平成30年2月1日（木） AM5:30 49cm 2856ｇ
28時間という長い陣痛を越えて…出てきましたᐠ( ´ᐞ` )

東 優愛(ひがし ゆあ)です。

生後2ヶ月にも関わらず、毎日21時頃には寝てくれて約6時間はしっかり寝ます♪

夜泣きは産まれてから1回もしたことなく本当に手のかからない子どもです★
毎日同じ時間を過ごしていますが、大変なことは何ひとつありません！

寝顔は可愛くて癒されるし、しっかりおしゃべりもしてくれるようになり、
目を見て話すと笑顔を見せてくれます。

日々の少しずつの成長が嬉しいですね(^^)

これからは、名前のように、まわりからたくさん愛されて、
どんな人にも優しく接してくれるような子に育って欲しいと思います～♪

障がい者サポートホームわらび 生活支援員 東 歩未

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♬

扇風機の風を当てた洗濯物は、当てなかったものより2倍以上早い時間で乾いている
という実験結果も出ています。

乾いたものを一緒に入れることで、洗濯物の水分をより減らそうという方法です。

洗濯物を早く乾かす為に直接関わるわけではありませんが、洗濯物の下に新聞紙を敷くことで
周囲の湿気を取り、早く乾かす手助けになってくれます。
新聞紙をただ広げるだけよりも、一度クシャクシャにして、再度広げた新聞紙の方が効果は大きいです。

湿っている洗濯物に高温のアイロンがあたることで、水分が蒸発するので乾きやすくなります。
また、部屋干しの匂いを防止するという効果があります。
アイロンを使う際は、洗濯物のタグをお確かめください。

風呂場はもともと湿気をためない作りになっているので、洗濯物が乾きやすいです。



輝く職員に密着!! Report②
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地域生活支援事業所

あおぞら

生活支援員

赤星 海皇さん
平成27年（2015年）入職

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♪

今回は、

「地域生活支援事業所あおぞら」で

働く赤星さんに密着しました♪

生活支援員 中川 かなえ

▼ 8：45【送迎見送り】
利用者さんをお見送りし、各事業所
へ送り出します。

▼ 9：00【引き継ぎ】

前日の夜から何があったのかを次の
勤務者へ引き継ぎます。

▼ 17：30【夕食】

利用者さんの夕食の見守りを行いま
す。

▼ 20：30【就寝誘導】

▼ 7：30 【朝食】

利用者さんの朝食の見守りを行いま
す。

スケジュールに沿って、ねらいに応
じたその日の活動を行います。

「そろそろ寝ましょうか？」と声を
かけ入眠を促します。

▼ 9：30【通院・事務整理等】

病院に通院される利用者さんがい
らっしゃれば通院に行ったり、事務
処理等を行ったりします。

▼ 16：00【お迎え・入浴】

各事業所から利用者さんが帰ってこ
られます。お風呂の時間になるので
入浴の見守り介助を行います。

見回りを行いゆっくり休まれている
か・異常がないか見守ります。

▼ 22：00 ～ 6：00【見回り】

私が今の仕事に関わるようになったきっかけは、父の影響です。私が幼い

ころ父は福祉の仕事をしていて、よく職場に連れて行ってもらった記憶があ

ります。その影響で小さなころから、障がいを持たれる方と接する機会があ

り、自然と福祉関係の仕事に就きたいと思うようになりました。

そして、就職活動の時期になり、ふと「仕事はどうしよう」と考えていく

中で、私は菊池市出身なため菊池で仕事をしたいなと思い、調べて行く中で

菊愛会を見つけ、「ここにしよう!!」と決めました。

私が現在働いているあおぞらでは、障がいを持たれている方の夜間帯の支

援をメインに仕事をしています。初めは福祉の勉強をしてきたつもりが、対

人間となると解らない事ばかりで悩んでいました。ですが、とても優しい先

輩達がいて、教えてもらいながらなんとか現在まで仕事を続けることが出来

ています。それと仕事をしていく日々の中で、入居者の方から色々な事を学

ばせていただいています。

今後も自分なりに頑張ります♪

赤星さんは、あおぞらの支援員の中で1番若い方ですが、

しっかりされていて頼もしい方です。

優しい性格でもあり赤星さんが朝出勤されると入居者の

方々が集まって楽しそうにお話しされている様子をよく

見かけます。

入居者の方からも支援員からも信頼の厚い方です！

“あおぞら” の 1日



◇一問一答◇

福地 理恵
訪問介護事業所 たまゆら

今井美樹の曲

今井美樹大好き！！
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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！？

お 題

岩瀬 さとみ
障がい者サポートホームわらび

ありがとう - いきものがかり

だいぶ歌ってないなぁ～

秋吉 泰資
地域生活支援事業所 あおぞら

Famous Day - Alexandros

アレキサンドロスが好きなので
よく歌います♬

仙波 寛
児童発達支援センター 輝なっせ

め組のひと – 鈴木雅之

走・る・よ、めッ！♫

あと一曲、もう一曲！マイク離したくない！！
今回は「カラオケの十八番」を教えてください（^^）

中原 浩一
在宅支援センター へるぷねっと

大空と大地の中で – 松山千春

プライベートで何年、何十年？
カラオケに行って無いので悩みましたが、
顔と曲が思い浮かんだので選びました。

川上 美幸
熊本県北部障害者

就業・生活支援センター がまだす

ボヘミアン – 葛城ユキ

ストレス発散にはコレ！！

山田 祐子
生活介護事業所 すまいる

Everybody Go – Kis-My-Ft2

大好きなキスマイの
元気になる曲です♬

仲間 敬真
就労支援センター かもん・ゆ～す

情熱の薔薇 – THE BLUE HEARTS

いつも♡ ハートに♡ 情熱を！！

近年、残暑が厳しいためか春に運動会を開催する小学校が増えました。菊池市の小学校でも5月に運動会が開催されています。小学校

の近くを通ると、運動会の練習をする子どもたちの元気な声が聞こえてきます。懐かしい想いをしながら、ふと思い出したことがありま

す。小学校6年生のころ、同じクラスに障がいをもったO君がいました。O君は体に麻痺があり、みんなと同じように走ることは困難でし

た。運動会の種目にクラス対抗の全員リレーがあり、もちろんO君も出場しますが、他クラスに追い抜かれてしまいます。私たちのクラ

スはみんなで作戦会議を開きました。O君のことだけではなく、走ることが得意な子・不得意な子などそれぞれの長所・短所を考慮しな

がら、バトンの受け渡し位置の調整や走者の順番を試行錯誤しながら真剣に考えました。O君も速く走れるように自分なりの走り方を見

つけました。一人一人がみんなのことを考え行動していく姿は、まさに心が一つになっていました。運動会当日のリレーの結果は忘れて

しまいましたが、運動会に挑むあのクラスの姿は忘れることはありません。

一つの目標に向かって一つになれる力。大人になればなるほど、様々なしがらみが邪魔をします。自分のことだけでなくお互いが相

手のことも想いやることができれば、心を一つにすることはそんなに難しいことではないのかもしれません。

【 広報委員会 】稲田 誉久、規矩 利英、丸山 栞、安藤 さゆみ、木村 明日香、芹川 大輔



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295-3
（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 ゆうず
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

企業主導型保育所 りとる♡まむ 企業主導型保育事業 〒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

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30年6月15日（金）

※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。
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