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 お知らせです！         ①  室内班の武田直子支援員が、8月31日付けで退職されました。        大変お世話になりました。     ②  グループホームとの兼務の津野喜代子支援員を9月1日より採用しました。        よろしくお願いいたします。                        

 こんにちは.。9月も終わりに近づき、朝晩は随分 

涼しくなりましたね。心配した台風も大過なく通り 

過ぎ、ほっと胸をなでおろしました。 

 先日荒尾に販売に行った際に、店頭に並ぶ梨を 

みて、秋の訪れを感じました。「秋月」という新種 

を試食でいただき、その瑞々しさに思わず買い求め 

てしまいました。味覚の秋を感じました。 

 さて今月は、1日（土）10日（月 祝）30日（日） 

と出勤日があります。1日と30日の土曜日出勤は、 

余暇活動と土曜市や大津ふれあい販売に参加します。 

10日は、通常の出勤日ですので、お間違えないよう 

にお願いします。 

 10月は、いよいよ全国大会の開催月です。全国から 

2千余名の方が、来熊されますので準備などが 

本格化してきて、徐々に多忙になってきました。 

 そこで大変申し訳ございませんが。前日の21日（金） 

は昼食後に帰所とさせていただくことにしました。 

その日は、お迎えやお帰りの時間が早まってしまいま 

すが、ご協力をお願いいたします。 

 また参加の申し込みに、多少余裕がありそうですので 

興味ある方は、ふれあいワークまでお問わせ下さい。 

 

 

   

   

  

   

 

  

  

 

   

  

 

 

  

 

  

  

 
 
     

    
  コーヒーの香りに包まれながら・・・ 
 
 ～ コーヒーの袋詰め作業 ～  
 
 
    
      

  

最近どう・・・？ 
 

  9月はおだやかに過ぎていきました。 

 時々余震がありますが、4月の震災以降なんとなく 

落ち着かない日々が続いていたことから、少しづづ 

元にもどりつつあるのかもしれません。 

 そんなふれあいワークの各班の近況を今号はお伝え 

しようと思います。 

 

＜室内班＞ 

 最近の室内班は、作業の幅や種類が広がっています。 

同時に3～4種類の作業が進行していることが増え、 

作業の受託先も以前より多くなっています。 

 こちらのテーブルでは、コーヒーの袋詰め、あちら 

のテーブルではシールはりと封入作業という具合です。 

作業の依頼お待ちしております。 

 

＜製菓班＞ 

 今月は湖東カレッジの実習生が入ってにぎや 

かに作業を進める様子が印象に残ります。定期 

的に販売や製造の話合いなどをして、班全員で 

目標を定めて、取り組む姿が頼もしく思えます。 

  

＜岩田班＞ 

 仲間3人と職員1人で工場に出向いて作業する 

岩田班は、交代要員が少ないのが悩みの種です。 

作業がちょっと難しいのと時間が少し長いのが、 

なかまが増えない理由でしょうか？ 

はやく救世主があらわれないかなぁ・・・ 

 

＜清掃班＞ 

 4月より始めた希望の里の清掃作業に苦戦 

している清掃班。初めての仕事なので慣れるの 

が大変でした。まして今年の暑さは・・・ 

それでも最近は、ずいぶん自信を持ってとり 

組まれているように見えます。 

  

＜昼食班＞ 

 昼食班は食数が徐々に増え、全部合わせると 

一日百食近くを作る日もあり、忙しそうです。 

それに合わせて昼食班の仲間の数も増えてきま 

した。配膳 洗い物 お弁当の配達 掃除など 

仕事の内容も多岐にわたっています。 

 最近ではデザートづくりをはじめる方が増え 

たりして、活気があります。 

 

＜生活班＞ 

 生活班では、散歩を兼ねて行うご近所の回収 

が、大変好評です。 

 回覧版やご近所にチラシをポスティングして 

お報せして進めています。 

 お陰様で回収の日は、電話での問いあわせが 

多く、散歩のついでに集めるといったペースで 

は間に合わず、車で何度も回収に伺う事もあり、 

うれしい悲鳴をあげています。 

 

 

  

  

 

  
 

 

                                                                                         

   
忙しい時は、互いに手伝って・・・ 
 
～ 希望の里の作業風景 ～ 
 

   
    
♫ うさぎ～うさぎ 
   
   何見て跳ねる～  ♫ 
    

    

～ 岩田班 出発前の一枚 ～      

 

 



日 曜日 行事予定 室内 清掃 昼食 岩田 製菓

1 土 出勤日

2 日

3 月 県立大学販売 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

4 火 龍田支所販売 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

5 水
ひのくに支援学校販売

ルート回収
室内 回・清／回・清 昼食 岩田 製菓

6 木 くまモンスクエア販売 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

7 金 附属販売 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

8 土

9 日

10 月 出勤日 県劇販売 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

11 火 西原中販売 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

12 水 ルート回収 室内 回・清／回・清 昼食 岩田 製菓

13 木
くまモンスクエア販売　ルー

ト回収
室内 清／清 昼食 岩田 製菓

14 金 室内 回／回 昼食 岩田 製菓

15 土

16 日

17 月 消防局販売 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

18 火 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

19 水 ルート回収 室内 回・清／回・清 昼食 岩田 製菓

20 木
お給料日　くまモンスクエア

リデルライト販売
室内 清／清 昼食 岩田 製菓

21 金 ルート回収　清水出張所販売 室内 回／回 昼食 岩田 製菓

22 土
きょうされん全国大会　一日

目

23 日
きょうされん全国大会　一日

目

24 月 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

25 火 菊池支援学校販売 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

26 水 ルート回収　熊本支援学校販売 室内 回・清／回・清 昼食 岩田 製菓

27 木 くまモンスクエア　大津支援学校 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

28 金 ささえりあ　龍田小中販売 室内 回／回 昼食 岩田 製菓

29 土

30 日 出勤日

31 月 室内 清／清 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

　　　

　　　

　　　

　　　

大津支援学校ふれあいサンデー販売　余暇活動　

10月の行事予定表 班別作業

　　　

　余暇活動　土曜市　　　

　　　

　　　

         10月1日 （土） 出勤日 土曜市          10月10日（月 祝） 出勤日            10月22日 23日 きょうされん全国大会IN熊本                     10月30日（日） 出勤日 大津支援学校ふれあいサンデー                   

 11月の行事（予定） 研修 連絡事項 
      11月6日（日） 清水市民のつどい（希望者出勤）                            ピネル記念病院お祭り販売 （希望者出勤）                           １１月12日（土）   出勤日 土曜市 北区こども祭り販売参加          11月20日（日）  出勤日   すずかけ祭り販売参加                                                                                                                                                          

10月の行事 研修予定  


