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 お知らせです！    
① ７月１８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 7月24日（金）リデルライトホームふれあいフェスタに参加します。詳細は後日。 
 
③ 7月17日（金）は、夏期のボーナス支給日です。お楽しみに！ 
 
④ 毎年お中元用にの物品販売に取り組んでいます。昨年はそうめんでしたが、今年は牛タンと 
 
笹かまぼこをご用意しようと考えています。詳細は後日チラシを配布します。ご協力お願い致します。
 

  

ボーリング大会に行ってきました。 

 こんにちは。今年の梅雨前線は活発でよく雨が降り 

ますね。先月種まきしたひまわりもお日様を仰ぐ機会 

が少ないためか？ヒョロヒョロとしてなんとなく頼り 

なく思えてしまいます。これからの夏の強い日差しを 

浴びてぐんぐん伸びていく姿が待たれます。 

 伸びていくと言えば、まさに伸び盛りの特別支援学 

校の高等部２・3年生の方が、現場実習に来られまし 

た。その数は5校、11名でした。これまでの最高人数 

となりました。 

 さて7月は、18日（土）が休日出勤日となります。 

毎月恒例の土曜市では、夏野菜の販売を行います。 

役員会は、8月29日（土）の日帰り旅行の行き先を 

そろそろ決定する時期になりました。どこになるのか 

楽しみですね。ＤＶＤの上映もご期待ください。 

 また24日（金）はリデルライトホームのふれあい 

フェスタに参加します。但し週末は、各班ともお仕事 

が忙しく、通常の出勤時間の方と午後からの出勤の方 

とに分かれて参加をします。詳細は連絡帳にてお知ら 

せ致しますので、よろしくお願いします。 

 6月は職員も、フレシュマン研修やてんかん学講座、 

九州ブロック役員研修など学びの機会の多い月でした。 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
  
  
 

 

 6月25日（木）きょうされん熊本支部主催のボー 

リング大会に参加しました。場所は南熊本のワンダー 

ボールで開かれました。今年は、熊本県内各地から    

13事業所151名の方が集まって 例年にも増してに 

ぎやかな大会となりました。 

 ふれあいワークからも３０名の方が参加をされまし 

た。当日は大雨が予想され心配しましたが、何とか小 

雨がぱらつく程度で済みました。ボーリング大会は、 

会場までＪＲと徒歩で移動するので、天候はとても気 

になります。あの平成24年7月の九州北部豪雨の時に 

ちょうどボーリング大会が重なり、参加できなかった 

ことがあるので・・・ 

 さて気になるふれあいワークの結果は？ 「一番参 

加人数が多かったで賞」をいただきました。副賞は顧 

問賞でピースナインコーヒー3袋でした。お疲れ様でした。 

 

 皆さんは、「つばさ会」ってご存知ですか？ 

きょうされん熊本支部の利用者部会の名前の事 

です。先に書いたボーリング大会や秋のつばさ 

会まつりの企画や運営を行っています。  

 その様子をつばさ会運営委員でふれあいワーク 

代表の市川さんに報告してもらいました。 

  『つばさ会の最近の様子』 市川康博 

 つばさ会運営委員会では、ボーリング大会も 

無事に終わり、次は県との要望こん談会のアンケ 

ート用紙作りや、今年は新しい取り組みで八代の 

南部つばさ会と合同運営委員会を7月16日(木） 

に予定していたり、荒尾でも開きたいと考えて 

います。 

 またつばさ会祭り実行委員会も、一回目の集ま 

りを6月24日(水）に行いました。去年の教訓を生 

かせる様に、18時から始める様にしました。終わるのは 

21時ぐらいです。今行っていることは、つばさ会まつり 

の主旨決めやテーマなどです。外の事業所さんと作業を 

分けて行うのでみんなが集合しないと話が進みません。 

 後、原画やパンフ製作と色々あるので回数を分けて 

行う予定にしています。皆さんお楽しみにしてくださいね。 

 
 

  
 

  
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 今月の生活班の絵は、題して「明日天気にな～れ！」 

です。うっとしい梅雨が早くあけますようにとの願い 

を込めて製作しました。 

 てるてる坊主は、それぞれが絵を描いてデザインさ 

れた服をまとっています。花柄あり、ハートあり、 

顔ありと華やかです。 

 それを折り紙で作った3色の紫陽花の花がそれを引き 

立てています。そして横には、その様子を大きなアマガ 

エルが葉っぱの傘をさして、楽しそうに眺めています。 

 恒例の職員の今回の絵のイメージはとたずねると 

「ドリカムの”晴れたらいいね。”♪ です。なかまの 

Ｍさんのカラオケの18番です。耳を澄ますと聞こえま 

せんか？」と話してくれました。 

 
 

  
 

  
 
   
 
 
  

生活班の今月の絵は？ 

  

つばさ会の活動って？ 
 

「やりますね！」 
       

「いえいえ それほどでも。」 
 
 

昨年のつばさ会祭りの様子 
 

山に行こう 

 次の日曜 ・・・♫ 
 
 『晴れたらいいね』 
 
       ｓｏｎｇｂｙ ドリカム 

      虹の向こうは 
              晴れなのかしら・・・ 
 
      『虹をわたって♪』 
                       song by 天地真理 



日 曜日 行事予定 室内 清掃 昼食 岩田 製菓

1 水 ルート回収 室内 ル／ル 昼食 岩田 製菓

2 木 スクエア 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

3 金 附属販売 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

4 土

5 日

6 月 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

7 火 はません販売 室内 清／草 昼食 岩田 製菓

8 水 ルート回収 室内 ル／ル 昼食 岩田 製菓

9 木 ルート回収 スクエア 室内 ル／缶 昼食 岩田 製菓

10 金
お給料日　あいこう販売

龍田小・龍田中販売
室内 草／草 昼食 岩田 製菓

11 土

12 日

13 月 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

14 火 室内 清／草 昼食 岩田 製菓

15 水
ルート回収　ソロプチ販

売
室内 ル／ル 昼食 岩田 製菓

16 木
　スクエア　　龍田支所販

売
室内 清／草 昼食 岩田 製菓

17 金
ルート回収　ボーナス支

給日　清水支所販売
室内 ル／ル 昼食 岩田 製菓

18 土 出勤日

19 日

20 月 海の日

21 火 ルーテル販売 室内 清／草 昼食 岩田 製菓

22 水 ルート回収　消防局販売 室内 ル／ル 昼食 岩田 製菓

23 木 スクエア 室内 清／草 昼食 岩田 製菓

24 金
リデルライトふれあいフェス

タ参加

25 土

26 月

27 月 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

28 火 菊池支援学校販売 室内 清／草 昼食 岩田 製菓

29 水
ルート回収　熊本支援学

校販売
室内 ル／ル 昼食 岩田 製菓

30 木 スクエア 室内 清／草 昼食 岩田 製菓

31 金 大津支援学校販売 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　　

 

通常出勤と午後出勤（ふれあいフェスタ参加）に分かれます。

7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

土曜市　役員会　ＤＶＤに分かれます。

    8月１日（土）   出勤日                                        8月14日～16日 お盆休み           8月23日（日）   出勤日 くるみ幼稚園夏祭り参加                                         8月29日（土）   日帰り旅行                                      

 8月の行事（予定） 研修 連絡事項 

 ７月１７日１８日  きょうされん職員一泊研修      7月18日（土）  出勤日 土曜市                         ７月2４日（金） リデルライトホーム ふれあいフェスタ                                                              

7月の行事 研修予定  


