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 お知らせです！   
 
① 5月6日（水）は祝日ですが、全員出勤日です。昼食もありますのでご利用ください。 
  
 
② ５月１０日（日）１６日（土）２３日（土）３０日（土）も全員出勤日です。 
 
 
③ ５月１１日～２９日の間 個別面談を行います。希望日 希望時間をお知らせください。 
 
 
④ ５月の土曜市は、３０日（土）です。野菜の販売を行いますので、御入り用の方はご連絡下さい。
 
 
 

  

辞令交付式をおこないました。 

 こんにちは。先月のお花見にはちょうど見頃だったさくら 

も すっかり若葉となり、変わって施設の窓か見える花水 

木がきれいです。一年経ち細かった苗木もたくましくなり、 

枝振りもよくなり、華やかさが増したように思います。  

 さて５月は、ゴールデンウィークの大型連休があり、みな 

さん旅行やお出かけの計画などを立てられていることと思い 

ます。 

 ふれあいワークでも5月２日(土）から５月５日(火）の四日 

間はお休みをいただきます。その関係で６日(祝・水）１０日 

(日）１６日(土）２３日(土）３０(土）の５日間が休日出勤と 

なりますので、ご注意ください。 

 先日ご案内を配布しましたが、特に２３日(土）は初企画の 

なかまの目標宣言式や家族会総会が開かれますので、なかまの 

方の参加はもちろんご家族の参加のご協力をお願いします。 

 また １１日(月）～２９日(金）に個別面談を行います。先 

日配布致しましたプリントに面談日と時間をご記入の上ご提出 

下さい。 

 連休中の天気予報を見ると、前半は良い天気が続き、後半は 

雨がふりぐづづくようです。楽しい連休になりますようにお祈 

いたします。 

  
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
  
  
 

 
  
 
 

 ４月１日（水）辞令交付式を行いました。はじめは４月よ 

り６名の方達が新入されることになり、入社式をしようか？と 

いう話があがり、それなら毎年できるように、全員に辞令を渡 

す辞令交付式にしようと話がまとまり、はじめて行うことにな 

りました。 

 当日は新入のなかまのとその家族の方々に、家族会の林会 

長、やなかま会新会長濵田麻美さん 丸山常務理事などから 

あたたかいごあいさつをいただき、花束と作業衣の贈呈があり 

ました。 

 なかまの皆さんの辞令は、担当の職員が顔を思い浮かべなが 

ら作りましたので、お一人づつ渡したかったのですが、時間の 

関係で班の代表の方にお渡ししました。 

 辞令の中にはユーモア溢れるものがあり、読み上げると会場 

が笑いに包まれました。新入や異動のあった職員にも辞令を渡 

しました。 

 年に一度、気持ちを新たにする良い機会だと思いました。 

 

 ３月２８日（土）午前中 なかま会総会が室内作業 

室にて行われました。総会形式ははじめてでしたが、 

役員さんの事前の準備で奮闘されたので、新しくなか 

ま会の規約が承認され、また会がとてもスムーズに進 

行しました。 

２７年度の役員さんは、次のとおりです。 

会 長  濵田麻美さん（室内班） 

副会長  佐藤由香さん（清掃班） 

書 記  馬場 桂さん（生活班） 

書 記  寺川和徳さん（昼食班） 

会 計  平島浩美さん（製菓班） 

会計監査 猪口克己さん（岩田班） 

世話人   坂本忠正 （職員） 

となりました。皆さんよろしくお願いします。 

 午後からは、武蔵塚公園にお花見に出かけました。 

天気もよく、花は５分咲きでしたが、絶好のお花見日和 

でした。 

 おいしいお弁当を食べた後は、宝さがしゲームを楽し 

みました。２６年度の役員さん、イベントや旅行などの 

お世話をしていただき、一年間大変ご苦労様でした。 
 

  
 

  
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 毎月恒例の今月の生活班の絵の紹介です。やはり 

５月と言えばこいのぼりですね。 

 五月晴れの空に、たなびく３匹のこいのぼりが 

勇壮です。隣には金太郎とももちゃんの矢旗も見え 

ます。 

 青空は、紙を細かくちぎって貼り合わせ、５月 

のさわやかな空を表現しました。こいのうろこは 

華やかさと立体感を出すために、色を変えて丸く 

切って重ねて貼っています。 

 今回のテーマは？とたずねると、H主任が「杖立 

温泉にも負けない。龍田一のこいのぼり！」と語 

っていました。 
 
 

  
 

  
 
 
 
  
  
 
 

生活班の今月の絵は？ 

  

なかま会総会＆お花見 

目に青葉、 
山ホトトギス 
初カツオ。 

 
若葉の季節ですね。 

 ↑こちらは、ふれあい 
  ワークの若葉マークの 
  ６人です。よろしく 

  お願いします。 
 

去年は雨でしたが、今年は

良い天気に恵まれました。

一年経つのは早いですね。 
 

そういえば、矢旗を立てた大きな 
こいのぼりは見かけなくなりまし 
たね。 
 



日 曜日 行事予定 室内 清掃 昼食 岩田 製菓

1 金 附属販売 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

2 土

3 日 憲法記念日

4 月 みどりの日

5 火 こどもの日

6 水 全員出勤日　ルート回収 室内 ル／ル 昼食 岩田 製菓

7 木 ルート回収　 室内 ル／ル 昼食 岩田 製菓

8 金 　　お給料日　あいこう販売 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

9 土

10 日 全員出勤日

11 月 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

12 火 室内 清／畑 昼食 岩田 製菓

13 水 ルート回収 室内 ル／ル 昼食 岩田 製菓

14 木
スクエア　龍田支所　ルート

回収
室内 ル／缶 昼食 岩田 製菓

15 金 ルート回収 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

16 土 全員出勤日　　法人研修日

17 日

18 月 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

19 火 菊池支援学校販売 室内 清／回 昼食 岩田 製菓

20 水
消防局販売　熊本支援学

校　ルート回収
室内 ル／ル 昼食 岩田 製菓

21 木 スクエア　大津支援学校販売 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

22 金 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

23 土 全員出勤日

24 日

25 月 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

26 火 ルーテル販売 室内 清／回 昼食 岩田 製菓

27 水 ルート回収 室内 ル／草 昼食 岩田 製菓

28 木 スクエア　理事会 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

29 金 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

30 土 全員出勤日

31 日

草：草取り　清：清掃　回：回収　ル：ルート回収　畑：畑　缶：かんつぶし

室：室内（自主製品づくり・絵描き・下請け）　缶：缶つぶし　　

 

午前：なかまの目標宣言式　　午後：家族会総会　　昼食はお弁当がでます。

①ドライブ　希望者　②土曜市：岩田・昼食班　DVD上映：①②以外の方　

5月の行事予定表 班別作業

　　

製菓：ケーキ　クッキ－製造　昼食　：昼食づくり

①健康まつり：室内班　②役員会：なかま会役員　DVD上映：①②以外の方

①附属支援学校運動会販売：希望者数名     ②なかまの宣言式予行とDVD上映：
①以外の方

  6月6日（土）   フレッシュマン研修（新入職員対象）                     歯科検診                     ボーリング大会                                                                   

 6月の行事（予定） 研修 連絡事項 

  5月６日（水）  出勤日             5月10日（日） 健康まつり 全員出勤日    5月16日（土） 土曜市   全員出勤日    5月23日（土） 全員出勤日                       なかまの目標宣言式 家族会総会   5月30日（土） 全員出勤日                                    

5月の行事 研修予定  


