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令和３年１月１日（金）

サポートホームわらびでは、元旦からお正月の余暇活動として書初めを行いました♪

今年やりたい事、食べたい物等を思い思いに書いておられました(≧▽≦)

また、職員も一緒に今年の抱負を書きました！！目標達成に向けて、頑張ります(*^^*)

令和2年度菊愛会フォーラム

令和2年度感染症対策WEB研修会

【特集①】クリスマス会＆望年会

【特集②】正月＆豆まき

書 初 め



令和2年度菊愛会フォーラム「明日を覗くワークショップ」を開催しました！

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、初めての試みとしてハイブリッド型（現地

参加＆オンライン参加）での研修会となりました！

講師の皆様とご参加いただいた方々へ感謝申し上げますm(__)m

研修内容としては、障害福祉サービスの「明日を見据える」ことをテーマとして、こ

れからの障害福祉に求められるものや令和3年度障害福祉サービス等報酬改定のポイン

ト等について理解を深めることが出来ました(^^)

これからも地域社会における障害者福祉サービスの更なる充実に向けて取り組みを進

めていきます♪

令和2年度 菊愛会フォーラム

「明日を覗くワークショップ」

令和2年12月12日（土） 13時30分〜17時30分
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【 第１部 】講 演「 今後の障害福祉に求められるもの 」

厚生労働省 社会･援護局 障害保健福祉部 精神・障害保健課 課長補佐 奥山 晃正 様

【 第２部 】シンポジウム「 令和3年度報酬改定の論点を探る」

日本知的障害者福祉協会地域支援部会長 ／ 社福）菊愛会 理事長 最上 太一郎

日本知的障害者福祉協会政策委員会 委員 ／ 社福）海邦福祉会 理事長 知念 隆生 様

厚生労働省 社会･援護局 障害保健福祉部 精神・障害保健課 課長補佐 奥山 晃正 様

第１部 講演

第２部 シンポジウム

当法人も時代の波に乗り遅れることなくオンライン

技術を積極的に活用していきます(^^)

法人として初めてオンライン配信を行いましたが、

大きなトラブルもなく終えることができました♪

令和2年度感染症対策WEB研修会を開催しました。

講師に医療法人信岡会 菊池中央病院感染管理認定看護師の 奥田 美良 様をお迎えして、

新型コロナウイルス（COVID-19）の概要 ・予防対策方法 ・手指衛生 ・ゾーニングの方法やPPEの着脱演習
を主な内容として学ぶことが出来ました。

ご講演頂きました奥田様、ご多用の中に丁寧なご説明と法人スタッフから挙がった多数の質疑へご回答いただき感謝申し上げます。

今回のお話しをこれからの取組みと日常の生活にも実践して参ります。

令和2年度 感染症対策WEB研修会

令和2年12月23日（水） 19時00分〜20時30分



2

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

輝なっせ 手作りカルタ＆カルタ大会

令和3年1月7日（木）

養護老人ホームふじのわ荘で働く職員が成人を迎え、一足先に
利用者様と共にふじのわ荘にて成人式を執り行いました😊

人生の先輩である御利用者様からお祝いの言葉を頂き、永田施
設長からも記念品が贈られました。また、二十歳になった思い
を御利用者様へ述べられ、温かな雰囲気に包まれたまま無事に
成人式を終えることが出来ました。

出逢いから2年の月日が経ちますが、何事にも意欲的に取組み、
今では生活支援員そして訪問介護員としても大活躍…‼

これからも自分の可能性を信じて大きく羽ばたいてください。

令和3年1月27日(水)

水曜日、金曜日のいろいろクラスでカルタ作成とカルタ取り大会を行い
ました！
カルタ取り大会では、パーテーションを使用したり、バスタオルを敷

いて座るエリアを視覚的に提示したりして、子ども達が活動に集中でき
るように工夫をしています。また、作成から本番まで頑張った子ども達
にメダルと賞状を渡しました。順位に関係なく取り組んだ事に対しての
子ども達が「よかった！」と感じて貰えるように内容を1つずつ変えた
賞状は、子ども達の頑張る姿を思い出し、作っているスタッフがジーン
としてしまいました（笑）賞状とメダルを手にした子ども達はとても嬉
しそうで、皆の前で頑張りを認められる経験が次のチャレンジのモチ
ベーションに繋がればと思っています。

ふじのわ荘 成人式

ほほえみ 勉強会

令和2年11月13日（木）20日（木）27日（木）

11月13日・20日・27日の3回にわたって職員の知識向上の為、
勉強会を行いました。
3グループに分かれ、設定されたお題を解決すべく頭を悩ませな
がら3日間頑張りました‼

令和2年11月18日（水）

みんなが待ちに待った運動会😊
新型コロナウイルス感染症予防の目的で、今年は密を避け、すまいる
所内で午前午後の2部制で運動会を行いました😊
プログラム数は少なかったものの、玉入れ、パン食い競争、技巧走、
紅白対抗リレーなど、皆さんの一生懸命な表情や楽しそうな笑顔…た
くさんの表情を見せてくださいました✨
休憩タイムに行ったボール回しでは曲が止まった時にボールを持って
いる利用者さんや職員が自己紹介と好きな食べ物発表をし、「お肉、
魚、スイカ、パン…」などたくさんの好きなものを教えてくださり新
たな発見もありました😀
パン食い競争は毎年の事ですが、おいしいきるんのパンを食べる為に
皆さん目がキラキラ✨
今年は皆んなで揃っての運動会はできませんでしが、少しでも皆さん
の思い出に残ったならば嬉しいです😊
来年は体育館での運動会ができますように✨

✨すまいる運動会✨

成人 おめでとうございます！
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ネットショップが始まったのが去年の10月。もともとは菊池農業高校とのコラボとして話が進んでおりましたが、
このコロナ禍でなかなか集まることができず、ネットショップ開店の目処が立たないままプロジェクトを進めていた
3年生が卒業してしまい、とうとう開店するところまでいくことが出来なくなりました。

生徒たちが頑張って残した落花生などの収穫の写真。それらが残され途中で終わるのはもったいないとういことで、
かもん・ゆ～すで収穫している農作物を使用しネットショップを立ち上げることにしました。

最初にできたのが黒大豆。これは小粒扁平黒大豆と言い、品種改良をしていない昔ながらの黒大豆で農業遺産資源
としても登録されており全国でも珍しい大豆です。この商品は、じっくり煎ってあるので４～６粒コップに入れお湯
を注ぎ２～3分そのままにしておくと大豆茶として飲むことができます。

次に畑の耕運から収穫まで全て利用者と作り上げたお米。収穫したときに皆でおにぎりにして食べたのは良い思い
出です。ちなみに、ショップのトップ絵は収穫したときに撮った写真を使用しました。

最後に落花生。こちらも煎ってあるので、買ってすぐに食べることができます。菊池道の駅にも置いていただいて
いますが、1週間ほどで完売した実績を持つ看板商品です。

現在は3商品の登録ですが、今後も新しい商品を増やしていこうと思っています。長い目で見守っていただけると
嬉しいです。

こちらのネットショップ、菊愛会のホームページにも直接リンクが貼られていますので、是非みていただきたいと
思います。

就労支援センター かもん・ゆ〜す

2月よりポイントカードを始めました。
200円（税込）でスタンプ１個です。
２０個たまると３００円の商品券になります。
パン屋きるんでお待ちしております。

菊愛会ヤフーショップ → https://store.shopping.yahoo.co.jp/kirun/

菊愛会ヤフーショップ

＼ こちらから ／
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令和2年12月4日（金）
サポートホームわらび

毎年恒例となった望年会を開催しました。

これまでは旅館で温泉に入って宴会でしたが、今年は新型コロナ
ウイルス感染拡大予防の観点から、午前・午後の2部に分けて施設
内で行いました。
午前は職員の出し物や各担当職員・利用者ごとに分かれて“来年の
抱負“を一言！( ・∇・)
その後の昼食では釜飯や鉄板焼き、お造り、天ぷらといった豪華
な懐石御膳に舌鼓を打たれ、皆さんひと口食べるや否や、
「美味しか〜〜☆*:.｡. o(≧▽≦)o .｡.:*☆」と満面の笑顔で食べ
ておられました。又、今年は昼間の望年会ということもあり、ジ
ュースでの乾杯でした。来年はお酒で乾杯が出来ることを願って
います。♪(*^^)o∀*∀o(^^*)♪
午後からはプレゼント交換会を行いました。今年は可愛らしい女
性サンタさんに異様に恰幅が良いトナカイさんからプレゼントを
貰い、皆さん大喜びでした( ^ω^ )

各事業所でクリスマス＆望年会が行われました♪
今年度はコロナウイルス感染予防の観点から密を避け、午前の部・午後の部と時間を分けたり、
人数を分けるなど、各事業所で感染症対策を行いながら開催され、ご利用者様の楽しそうな表情
をたくさん見せて頂きました(^^)

令和2年12月24日（木）
こすもす荘

今年もクリスマス会＆忘年会を開催しました😊🎄
コロナの影響もあり少し縮小した形ではありましたが…
「サンタが街にやってくる」に合わせた振り付け等の職員
の出し物やゲームなどを楽しまれました♪その後はクリス
マスのお食事にも舌鼓を打ち笑顔で過ごされました😄

令和2年12月2日（水）
みちのうえ

今年も２日にわたってクリスマス会を行いました。
マジックショーや動物園の寸劇など職員の出し物
を楽しんで頂きました。多分・・・
一番盛り上がったのは大抽選会！サンタクロース
から一人ひとりに商品をお渡ししました。
来年も、皆さんが楽しんでいただけるよう、職員
一同、体を張って頑張ります。
「お・た・の・し・み」

◇ 特 集 ① ◇ クリスマス会 ＆ 望年会

令和2年12月23日（水）
あおぞら

各グループホームで分かれて、クリスマス会＆望年
会を開催しました！ サンタさんからのプレゼントに
皆さん喜ばれていました(^^)
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令和2年12月23日（水） ほほえみ

令和3年2月2日（火） 輝なっせ・りとる♡まむ

令和3年2月2日（火） こすもす荘
令和3年2月2日（火）

ほほえみ

👹退治頑張りました😅
毎年鬼さんの準備が大変😆
鬼もコロナも退治できて

いればいいのにな～😄

感染対策ということで段ボールの鬼目

掛け豆まきして頂きました😊皆さん
で鬼のお面👹を作り“ガオー”と思い
思いのポーズで楽しまれていました♪

令和3年1月1日（金） サポートホームわらび

各事業所毎に門松やおせち料理、お屠蘇で新年をお祝いしました♬
豆まきもコロナ禍ということもあり今年は見送らざるを得ない事業所もありましたが、感染対策
をしっかり行いながらそれぞれ工夫を凝らし…皆様の感情豊かな表情をみる事ができました。
本年も気持ちも新たに希望を胸に支援させていただきたいと思います。

◇ 特 集 ② ◇ 正月 ＆ 豆まき

🎍門松作りをしました🎍
みんなで力を合わせ、悪戦苦闘しながら頑張りました😅
今年は良い年が迎えられますよう願っています🌅

令和3年1月1日（金） ふじのわ荘

令和3年2月2日（火） わらび

書初め

令和3年1月1日（金） こすもす荘

今年のテーマは
”コロナ鬼を追い払お
う！！”(^^♪
コロナ鬼と記念撮影も
皆さん楽しまれていま
した(*^▽^*)

鬼の姿に涙ながらに戦おう
とする姿がとても可愛らしく、

倒した後に喜ぶ姿が印象的でした😊
みんな一生懸命に鬼をやっつけていました

😊
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◇一問一答◇ 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
新年の定番です‼

☆☆☆ 今年の抱負を教えてください ☆☆☆

【 広報委員会 】規矩 利英、稲田誉久、安藤 さゆみ、木村明日香、芹川大輔、松元 聖伽

菊愛会広報誌“ぽっとまむvol.26 2021.2月号”をご覧いただきありがとうございます。

今年はコロナ禍で迎える新年となりました。いつもの年であれば年末年始は、忘年会、カウントダウンイベント、帰省、旅行、初詣、新

年会など…いくつものイベントが続いていくのですが、今年は、カウントダウンイベントの中止、帰省や会食の自粛など、多くの方が楽し

みにされていたことが叶わない年越し、年明けになりました。熊本県でも県独自の緊急事態宣言が発令され、なかなか収束の気配が見えま

せん。菊愛会内でも、行事の中止や面会の制限等が継続中であり、利用者様もストレスが溜まっていくばかりです。しかし、そのような中

でも利用者様に楽しんでいただけるような事を職員一同試行錯誤しながら、日々支援させていただいています。

表紙にも載せておりますが、「一年の計は元旦にあり」といわれている年初に、サポートホームわらびでは、書初めを行っています。

皆さんの今年の抱負は何ですか？？令和3年の干支である丑は、先を急がず一歩一歩着実に物事を進めるとも言われています。ワクチンの開

発が進むなど、わずかながら明るい兆しも見えています。菊愛会も新型コロナウイルスの収束を願い、私たち一人ひとりにできる感染予防

対策をきちんと行い、利用者様の生活がより安全で、過ごしやすいものになるように“ワンチーム（ワン・キクアイカイ）”で頑張っていき

たいと思います。利用者様の日々の様子や行事での楽しいひとときをfacebookでもお届けしています。是非ご覧ください♪

本年もよろしくお願いいたします。

稲田 誉久
生活介護事業所 すまいる

一歩前進

牛のようにゆっくりと
でも確実な歩みで大きな成長に向けて
努力・経験を積み重ねる年にしたい

芹川 大輔
地域生活支援事業所 イズム(兼)
地域生活支援事業所 あおぞら(兼)

ダイエット

スタイリッシュになります!(^^)!

松元 聖伽
児童発達支援センター 輝なっせ

①感謝の気持ちをきちんと示す
②暴飲暴食しない

仕事も私生活も
充実した1年に (*^-^*)

規矩 利英
障がい者サポートホームわらび

笑門来福

笑顔を絶やさず、
幸せを掴みます‼

安藤 さゆみ
在宅支援センター へるぷねっと

一笑懸命

丑のように力強く
一歩一歩、前へ♪

1日に3回は笑うこと😄

木村 明日香
養護老人ホーム こすもす荘

悠々自適

ゆるりゆるりと
心穏やかに

過ごしたいです😊



【 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 】法人広報委員会 【 発行日 】令和３年２月２５日（木）

※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。

事 業 所 一 覧
住 所 電 話 番 号 ＦＡＸ番号

法 人 本 部 法人本部事務局 〒861-1308  熊本県菊池市亘字道ノ上359番地2
（0968）

41-7805
（0968）

41-7020

総 務 部
総務課

人材確保・企画推進対策室

防災・防犯対策室

〒861-1308  熊本県菊池市亘字道ノ上359番地2
（0968）

41-7050
（0968）

41-7020

● 障害者支援施設事業部 実 施 事 業 住 所 電 話 番 号 ＦＡＸ番号

障がい者サポートホーム わらび 施設入所支援事業・生活介護事業・

短期入所事業・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

● 地域生活支援事業部 実 施 事 業 住 所 電 話 番 号 ＦＡＸ番号

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 実 施 事 業 住 所 電 話 番 号 ＦＡＸ番号

生活介護事業所 ほほえみ 生活介護事業

強度行動障害支援者養成研修事業事務局
〒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 〒861-1308  熊本県菊池市亘字道ノ上359番地2
（0968）

41-5851
（0968）

41-5853

地域活動支援センター つどい
日中一時支援事業所 ふる〜る

地域活動支援センターⅢ型事業

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 実 施 事 業 住 所 電 話 番 号 ＦＡＸ番号

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

放課後等デイサービス事業所 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
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

〒861-1331  熊本県菊池市隈府497番2
（0968）

25-7688
（0968）

41-8002

ジョイスタ ／ 翼

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・生活支援事業）

熊本地震対策分（子どもの学習・生活

支援事業）

（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

（県南事務所携帯）

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）

41-8100
（0968）

41-8101

● 在宅支援事業部 実 施 事 業 住 所 電 話 番 号 ＦＡＸ番号

在宅支援センター へるぷねっと 居宅介護事業･重度訪問介護事業･行動

援護事業･同行援護事業･移動支援事業
〒861-1305 熊本県菊池市北宮字北田337-6

（0968）
24-3152

（0968）
41-3336

● 就労支援事業部 実 施 事 業 住 所 電 話 番 号 ＦＡＸ番号

就労支援センター かもん・ゆ〜す 就労継続支援B型事業 〒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 実 施 事 業 住 所 電 話 番 号 ＦＡＸ番号

相談支援事業所

コミュニティはうす明日

指定特定相談支援・指定一般相談支援・

障害児相談支援・障害者相談支援・自立

生活援助・障がい者虐待防止センター

〒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】

生活支援等事業【県】
〒861-1331  熊本県菊池市隈府469-10

（0968）
25-1899

（0968）
25-6602

ソーシャルライフサポートセンター

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）

八代市被保護者・生活困窮者就労

準備支援事業

（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

（県南事務所携帯）

080-8350-8813

（県北事務所）

（0968）
41-7577

（県南事務所）

（0965）
45-9267

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 実 施 事 業 住 所 電 話 番 号 ＦＡＸ番号

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

養護老人ホーム ふじのわ荘
短期入所事業所 みなくる

養護老人ホーム

短期入所事業
〒861-1308  熊本県菊池市亘91

（0968）
25-2500

（0968）
25-2245

居宅介護支援事業所 ゆめぷらん 居宅介護支援事業 〒861-1308  熊本県菊池市亘字道ノ上359番地2
（0968）

36-9150
（0968）

36-9169

訪問介護事業所 たまゆら 訪問介護事業

介護予防・日常生活支援総合事業
〒861-1308  熊本県菊池市亘字道ノ上359番地2

（0968）
36-9168

（0968）
36-9169

デイサービスセンター みちのうえ 地域密着型通所介護事業 〒861-1308  熊本県菊池市亘字道ノ上359番地2
（0968）

25-6000
0968）

36-9169

【 令和２年（2020年）9月１日現在 】


