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 お知らせです！   
   ① 4月１日より新しいなかまが増えました。父母千明さん 塘岡卓磨さん（室内班）        金木聡哉さん 山下龍則さん（清掃班） 西村友佳さん（生活班）です。          よろしくお願いします。           ② ４月より新しい職員を採用しました。束前 愛栄養士 武田 直子生活支援員（室内班）       を採用しました。よろしくお願いします。        ③   ４月２２日（金）矢田美聡さんが退職いたしました。お世話になりました、      

 こんにちは。４月１４日（木）から２週間が経とう 

としています。みなさんご様子いかがですか？ 

 まだまだ余震が続いていますので落ち着きませんね。 

特に朝方に揺れることが多いので、眠りを妨げてしま 

って睡眠不足の方も多いのでは？と思います。 

 それでも布団で寝れる方は恵まれています。まだお 

家に戻れず、車中泊や避難所暮らしの方もおられます。 

 ふれあいワークでもグループホームの方やお家に戻 

れない方が避難して泊まっておられましたが、少しづ 

つ少なくなり、２９日からはグループホームの方達も 

戻れることになりました。「早くホームに帰りたい。」 

と話されていましたので、大変喜ばれています。 

 地震後はカムさぁの厨房が使えなくなり、食事をふ 

れあいワークで作ってきました。次々に届く支援物資 

に厨房だけでは収まり切れず、製菓班の作業室も使っ 

ていました。 

 カムさぁの厨房も連休明けからは、使える見通しが 

立ち、お休みだった製菓班の作業も開始できそうです。 

 さて、今週末からゴールデンウィークが始まります。 

いつもの楽しいお休みにはならないかもしれませんが、 

まずはこの２週間のお疲れをとるためにゆっくり体を 

休めていただきたいと思います。 

 ふれあいワークは、２日（月）５日（祝/木）は出勤 

です。昼食もご用意できますのでぜひご利用ください。 

また、７日（土）２１日（土）２８日（土）は出勤日 

ですのでご利用下さい。余暇活動や土曜市を予定して 

います。五月晴れの中、レクレーションやドライブな 

どを楽しみたいと思っています。 

 ５月は、個別面談や健康診断 家族会総会などを予 

定しておりましたが今回の地震のため、日程を延期し 

て行う予定にしております。詳細が決まり次第ご連絡 

をいたします。 

毎年参加しておりました５月８日（日）の開催予定で 

した健康まつりも中止となりました。 

 今回多くの方から、励ましのお電話 、メール、物 

資などいただきました。ありがとうございました。 

  

 今月の生活班の絵は、５月と言えば 

やはりこいのぼりですね。 

 五月晴れの空にたなびく勇壮な姿かと 

思いきや、前方からは暗雲が立ち込めて 

雷を慣らしながら近づいてくるではあり 

ませんか？さてこの先はどうなる・・・  

 スリル満点のこの先の展開が気になる 

方は、ぜひ生活班のY職員まで！ 
  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

辞令交付式＆お花見 
 

 
 
     

 ４月２日（土）辞令交付式とお花見が開かれました。 
 今年も新しいなかまを５名迎えることができました。 
特に今年は、支援学校卒業の新卒さんばかりですので 
フレッシュ感があふれています。 
 当日は、家族会の林会長や丸山常務理事よりあたた 
かいごあいさつをいただき、辞令交付式が行われまし 
た。辞令は担当の職員がなかまの皆さんの顔を思い浮 
かべながら、作りましたのでお部屋などに飾って頂け 
ると大変うれしいです。また新入や異動のあった職員 
にも辞令の交付を行いました。 
 辞令交付式の後は、なかま会の総会を行いました。 
新年度の行事や役員の選出などが話し合われました。 
２８年度の役員さんは次の通りです。 
会 長 光石宏太さん （清掃班） 
副会長 野﨑香織さん （昼食班） 
書 記 山園公一朗さん（室内岩田班） 
書 記 東城 愛さん （室内班） 
会 計 馬場 桂さん （生活班） 
会 計 沼田久美さん （製菓班） 
世話人 石本寛自 矢野弘樹 （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。 
前日からの雨も上がり、よいお天気でした。桜の花も 
この日に合わせた様に満開でした。 
 あたらしいなかまやご家族を囲んで、お弁当を食べ 
ました。年に一度気持ちが新たになりました。 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
   
 
 
  
 
 
 

   AAR JAPAN様 より  

 

 

     物資をいただきました。 

  

ふれあいワークのこのごろ・・・ 
 

    
 満開の桜の下で・・・ 
 
    
      

 今月の生活班の絵は！   



日 曜日 行事予定 室内 清掃 昼食 岩田 製菓

1 日

2 月 室内 清／回 昼食 岩田 室内

3 火 憲法記念日

4 水 みどりの日

5 木 出勤日 室内 希望の里 昼食 室内 室内

6 金 室内 希望の里 昼食 岩田 室内

7 土 出勤日

8 日

9 月 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

10 火 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

11 水 ルート回収 室内 回／回 昼食 岩田 製菓

12 木
スクエア販売　龍田支所販

売　ルート回収
室内 回／缶 昼食 岩田 製菓

13 金 西原中販売　 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

14 土

15 日

16 月 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

17 火 熊本県立大学販売 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

18 水 ルート回収　消防局販売 室内 回／回 昼食 岩田 製菓

19 木 理事会　スクエア販売 室内 回／缶 昼食 岩田 製菓

20 金
清水総合出張所販売　ルー

ト回収
室内 草／草 昼食 岩田 製菓

21 土 土曜市

22 日

23 月 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

24 火 菊池支援学校販売 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

25 水
ルート回収　熊本支援学校

販売
室内 回／回 昼食 岩田 製菓

26 木
スクエア販売　大津支援

学校
室内 回／缶 昼食 岩田 製菓

27 金 ささえりあ　龍田小中販売 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

28 土 全員出勤日

29 日

30 月 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

31 火 ルーテル販売 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　　

 

5月の行事予定表 班別作業

余暇活動　　

余暇活動　　

余暇活動　　　　　

製菓：ケーキ　クッキ－製造　昼食　：昼食づくり

        6月4日（土）  フレシュマン研修           ５月予定していました。個別面談を６月      に延期して実施します。                                                                 

 5月の行事（予定） 研修 連絡事項 
                       5月7日（土） 全員出勤日         5月19日（木） 理事会         5月21日（土） 土曜市 全員出勤日          5月28日（土） 全員出勤日                                                                                                                                                           

6月の行事 研修予定  


