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      ① 12月2日(金）は、家族会茶話会を行います。宇土市にある銀河カレッジさんの施設見学です。        参加される方は、ふれあいワークに午前10時にご集合下さい。        ② 12月5日～8日は、熊福連フェアーが県庁新館ロビーにて行われます。ふれあいワーク        はもちろん、県内20事業所の施設商品の展示即売です。ぜひお越しください。         ③ 12月10日(土）は冬期賞与です。みなさんお楽しみに。        ④  冬期休暇は、12月29日(木）～1月3日(火）です。休日出勤にご注意ください。                        

 こんにちは.。今年も残すところあと一月となりまし 

た。今年は熊本地震があったり、全国大会があったり 

といろいろあった年だったせいか？いつもの年の瀬よ 

りひときわしみじみとしてしまいます。 

 これまで、秋の気配も感じない日が続いていました 

が、関東地方は５４年ぶりの１１月の降雪があったり 

と、急に冬将軍の気配が、近づいてきたような気にな 

ります。 

 さて、12月は3日(土）10日(土）18日(日）23日 

(金/祝)が休日出勤日となります。12月1月はお正月 

休み(12/29～1/3)の関係で休日出勤が多くなります 

のでお気をつけください。 

 この間の休日出勤は、１/２８(土）の新年会の準 

備や出し物の練習などを行っていきます。昨年トリプ 

ルスリーを達成した室内班が、二連覇を達成するのか？ 

他の班が栄冠に輝くのか？など興味はつきません。 

 また、10日(土）は皆さんお楽しみの冬期賞与をお 

配りします。18日(日）ＹＭＣＡのチャリティマラソ 

ンに販売で参加します。マラソンにも出てみたい方は 

お知らせください。 

 季節の変わり目は、体調を崩しやすいようです。風 

邪ひきさんもちらほら増えています。インフルエンザ 

の声も聞こえてきました。お体ご自愛ください。 

 それでは、皆さんメリークリスマス！ 

 

  

 

 

   

   

  

   

 

  

  

 

   

  

 

 
 
     

    
  体調はいかがですか？ 
 
 
    
      
         

  

健康診断 2回目 
 
  11月8日(火）22日(火）は今年2回目の健康診断日 

でした。これまでは前田クリニックに伺って健診を受 

けていましたが、2回目はレントゲンや採血がないた 

め、ふれあいワークで行う事になりました。 

 仕事終わりの3時から、ふれあいワークの保健室で 

行いましたが、一度の健診人数が20名を超えるため 

相当混雑するのでは？と心配していましたが、予想に 

反してとてもスムーズに終わる事ができました。 

 またこれまで病院では、健診できない方も診察を 

受ける事ができました。 

 健診結果は後日お知らせいたします。 

  

 例年秋は、お祭りや学園祭、振興祭など多く 

あり、あちらこちらの販売へと忙しく飛び回る 

日々なのですが・・・ 今年は機会がぐ～んと 

減ってしまっていました・熊本地震の影響はこ 

んなところにも現れていました。 

 しかし11月に入って、少しづづ件数が伸びて 

来ました。6日(日）は、ピネル記念病院のお祭 

りと清水市民センターでの清水市民の集いに、 

12日(土）は北区子ども祭り、20日(日）熊大 

附属支援学校のすずかけ祭と大忙しでした。 

 中でも北区子ども祭りは、昨年に続けて2回目 

の出店です。昨年はあいにくの雨模様で出足も 

少なく、残念な結果でしたので今年こそはと意 

気込んで臨みました。 

 こども祭りの名前通り、子供さんの参加が多 

いのでいつもの販売に加えて、新町のおもちゃ 

問屋さんにて仕入れたくじ引きを試してみよう 

ということになり、初めて試みてみました。 

 結果は大変好評で、完売までもう一歩だった 

ようです。かなり手ごたえを感じたようで、次 

はヨーヨー釣りやスーパーボールすくいもイイ 

んじゃない？などと新しいチャレンジ案も候補 

に上がり、今後の楽しみが増しています。 

 お祭り販売は、毎回対象者が違い、天候にも 

大きく左右されるので、頭を悩ませます。 

 しかし販売でけではなく、外部の方とのふれ 

あいの機会はとても貴重なのでは？と思ってい 

ます。来月もびぷれす販売など多数ありますの 

で、お楽しみに！ 

  みなさん大変お疲れ様でした。 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

  
 

 

                                                                                         

♫ クーリスマスが 
   今年もやってくる・・・ ♫ 
    
 
    
      

    

『当たりは、どれかな？』 

     

 

 お知らせです！   

  
販売の季節です・・・・  



日 曜日 行事予定 室内 清掃 昼食 岩田 製菓

1 木 龍田支所　くまモンスクエア販売 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

2 金 熊大附属支援学校販売 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

3 土 出勤日

4 日

5 月 熊福連フェアー 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

6 火 県立大学販売 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

7 水 ルート回収 室内 回・清／回・清 昼食 岩田 製菓

8 木
ルート回収　びぷれす
くまモンスクエア販売

室内 清／清 昼食 岩田 製菓

9 金 ささえりあ　西原中販売 室内 回／回 昼食 岩田 製菓

10 土 出勤日　冬期賞与支給日

11 日

12 月 ひのくに支援学校販売 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

13 火 ルーテル学院大学販売 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

14 水
ルート回収　熊本支援学校

贈呈式（松翁会）
室内 回・清／回・清 昼食 岩田 製菓

15 木
くまモンスクエア販売　大津

支援学校販売
室内 清／清 昼食 岩田 製菓

16 金
ルート回収　清水総合出張

所販売
室内 回／回 昼食 岩田 製菓

17 土

18 日 出勤日

19 月 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

20 火 菊池支援学校販売 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

21 水 ルート回収　龍田小中販売 室内 回・清／回・清 昼食 岩田 製菓

22 木
くまモンスクエア　リデルライ

トホーム　販売
室内 清／清 昼食 岩田 製菓

23 金(祝) 出勤日 室内 回／回 昼食 岩田 製菓

24 土

25 日

26 月 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

27 火 消防局販売 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

28 水
仕事納め　くまモンスクエア

販売
室内 回・清／回・清 昼食 岩田 製菓

29 木 冬期休暇

30 金

31 土

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

ＹＭＣＡチャリティ駅伝販売　余暇活動（役員会　ＤＶＤ　ドライブ）

12月の行事予定表 班別作業

土曜市　余暇活動（役員会　ＤＶＤ　ドライブ）　

　余暇活動（役員会　ＤＶＤ　ドライブ）　

    12月2日 （金）  家族会茶話会          12月3日 （土） 出勤日 土曜市 余暇活動 役員会          12月5日(月)～8日(金）  熊福連フェアー 県庁新館ロビー         12月8日 (木）  びぷれす販売   署名活動         12月10日（土） 出勤日  冬期賞与 余暇活動 役員会        12月18日（日） 出勤日 ＹＭＣＡ販売 余暇活動 役員会                12月23日（金） 出勤日      

 12月の行事（予定） 研修 連絡事項 
      1月4日（水）  仕事始め       １月７日（土）   出勤日 役員会 余暇活動（初詣）         1月14日（土）  出勤日 土曜市 役員会 余暇活動        1月15日（日）  全国大会実行委員会 最終        1月21日（土）  出勤日 役員会 余暇活動                       波の会「てんかん学講座」        1月28日（土）  新年会   土曜市                                                                                                                                        

１月の行事 研修予定  


