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 お知らせです！    
① 5月30日（土）は土曜市を開催します。新鮮野菜や冷たいラムネをご用意してお待ち 
 
  しています。 
  
② 6月18日（木）10時よりふれあいワークにて歯科検診を行います。つばさハロー歯科より 
 
  来所されます。 
 
③ 6月21日（日）てんかん学講座が開催されます。受講希望の方はご連絡下さい。 
 
④ 6月25日（木）きょうされん熊本支部主催 ボーリング大会に参加します。詳細は後日。 
 

  

目標宣言式をおこないました。 

 こんにちは。5月も終わりに近づきました。このところ 

は、真夏を思わすような30度を超える日が続き、なかま 

の皆さんの服装もTシャツや半袖に変わりました。 

 変わったと言えば、冬場から春にかけて目を楽しませて 

くれた花壇のパンジーが、気温の上昇と共にそろそろお役ごめ 

んの時期を迎えようとしています。そこで生活班の皆さんで 

夏に強いポーチェラカの苗の植え付けをしていただきました。 

去年も夏の暑さに負けず、大きくしこって秋まで花壇を彩って 

くれたので、今年も楽しみです。 

 また先日生活班の皆さんが、種まきをしたひまわりも芽吹き 

ました。こちらはまだひょろひょろと頼りなげですが、きっと 

大輪の花を咲かせてくれると期待しています。 

 さて、6月は久しぶりの暦どおりのスケジュール月です。した 

がって休日の出勤はありません。5月が土日の出勤日が多かった 

ので、少しゆっくり過ごせるのではと思います。 

 6月25日（木）はきょうされん熊本支部の毎年恒例のボーリ 

ング大会に参加します。熊本県内の事業所が集まって行う大会 

です。詳細については後日お知らせいたしますので、お楽しみに 

 先日沖縄が梅雨入りしたニュースを聞きました。九州北部の 

梅雨入り予想は6月5日頃という事でした。季節が春から初夏に 

移って行きますね。風邪など召しませんようにお気を下さい。 

  
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
  
  
 

 
  
 
 

 5月23日（土）なかまの目標宣言式を行いました。 

土曜日にも関わらず、なかま、家族 職員などで総勢 

50名の参加があり、にぎやかな会となりました。 

 初めになかま会会長の濵田麻美さんより開会の挨拶が 

ありました。予行練習では完璧でしたが、本番となると 

勝手が違うものなのでしょうね。緊張のあまり声が出ま 

せんでした。でも、さすがは会長さんです。 

閉会のあいさつは、ばっちり上手に決まられていました。 

 他の方の目標宣言はどうだったか？ 気になりますよ 

ね。堂々と発表される方、恥ずかしそうに言われる方 

アドリブをいれて話される方、お一人お一人様々でした。 

 たくさんの人の前でマイクを持って話をする機会は 

なかなかないので、いい経験になるのではと感じました。 

今回は、日頃の様子や年間の計画など知っていただく機会 

を持ちたいと思い、企画をして見ました。ご意見ご感想など 

ぜひお聞かせください。 

 

 5月２3日（土）27年度家族会総会が室内 

作業室にて午後一時より行われました。 

 林会長のあいさつの後、城戸副会長を議長に 

選出して議事を進行しました。 

 ２６年度の活動報告 会計報告 会計監査 

報告と進み、27年度案の報告の際に執行部より 

提案があり、規約の改正と会費の引き下げにつ 

いての質疑となりました。 

 規約の改正は書記の新設と文言の一部修正、 

会費の引き下げは、会員が多くなり繰り越しが 

増えたので、現在毎月1000円を500円に引き下 

げ、会計の負担を減らすために2か月に一度の納 

入に変更してはどうかというものでした。 

 どちらも賛成多数で承認となりました。また 

役員報酬やTシャツの購入などの話が上がりました 

が、役員に一任となりました。 

 27年度の役員さんは次の通りです。 

会長 林みほ子（留任）副会長 城戸敏子（留任） 

会計 濵田志麻子（留任） 書記 丸山光代（新任） 

会計監査 本田みち子（新任） 

一年間よろしくお願いします。 
 

  
 

  
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5月11日（日）は、休日出勤日でした。 

役員会 DVD鑑賞 健康まつりにわかれて 

の出勤でした。役員会では、目標宣言式の 

打ち合わせや準備 DVD鑑賞では、「女子 

ーズ」の上映を行いました。 

 江津湖で行われた健康まつりに参加した 

班は、毎年恒例のミニ運動会に参加したり 

販売コーナーを回って、食事や飲み物を買 

ったりして楽しみました。もちろん肝心の 

販売もがんばりましたよ。当日は好天に恵まれ 

て、飲み物が飛ぶように売れました。お茶は 

午前中に無くなってしまうほどの売れ行きで 

した。五月晴れの江津湖を楽しんだ一日でした。 
 
 

  
 

  
 
   
 
 
  

健康まつりに行ってきました。 

  

家族会総会がひらかれました。 
 

 

 

 「緊張するわ・・・」 

 

茶話会などで家族が 

 

繋がりをもてると良いですね。 

 
 

あ～あ 

 エプロン姿が良く似合う。♪ 

 

ｂｙ 中条きよし（古い？） 
 

 ひまわりのような 

 まっすぐなその優しさを♪ 
 

      ｂｙ 秦基博 

 



日 曜日 行事予定 室内 清掃 昼食 岩田 製菓

1 月 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

2 火 室内 清／草 昼食 岩田 製菓

3 水 ルート回収 室内 ル／ル 昼食 岩田 製菓

4 木 スクエア 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

5 金 附属販売 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

6 土 フレシュマン研修

7 日

8 月 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

9 火 室内 清／草 昼食 岩田 製菓

10 水 お給料日　ルート回収 室内 ル／ル 昼食 岩田 製菓

11 木 ルート回収　スクエア 室内 ル／缶 昼食 岩田 製菓

12 金 あいこう 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

13 土

14 日

15 月 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

16 火 ルーテル販売 室内 清／草 昼食 岩田 製菓

17 水 ルート回収 室内 ル／ル 昼食 岩田 製菓

18 木 スクエア 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

19 金
清水　龍田中販売 ルート

回収
室内 ル／缶 昼食 岩田 製菓

20 土

21 日
てんかん学講座　　きょうさ
れん九州ブロック役員会議

22 月 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

23 火 菊池支援学校 室内 清／草 昼食 岩田 製菓

24 水
ルート回収　消防局　熊本

支援学校
室内 ル／ル 昼食 岩田 製菓

25 木 ボーリング大会　スクエア

26 金 大津支援学校 室内 清／回 昼食 岩田 製菓

27 土

28 日

29 月 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

30 火 室内 清／草 昼食 岩田 製菓

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　　

 

製菓：ケーキ　クッキ－製造　昼食　：昼食づくり

6月の行事予定表 班別作業

希望により　ボーリング大会に行く方とふれあいに残る方に分かれます。

　参加者　里﨑　河内　石本

てんかん学　樋口　河内　矢田　きょうされん　牛島　里崎

  6月6日（土）   フレッシュマン研修（新入職員対象）                     歯科検診   ６月１８日（木）         6月２１日（日）  てんかん学講座                     ６月２５日（木）  ボーリング大会                                      

 7月の行事（予定） 研修 連絡事項 

 ７月１７日１８日  きょうされん一泊研修      7月18日（土）  出勤日 土曜市 新町地蔵祭り                        ７月2４日（金） リデルライトホーム ふれあいフェスタ                                                              

6月の行事 研修予定  


