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      ① ３月３日(金）～４日(土）は、一泊研修旅行です。３日(金）は開所しますので、         旅行に参加されない方は、ご利用ください。金曜日ですが、土曜市も行いますので         よろしくお願いいたします。           ②  来年度の入職者は、B型に４名 生活介護に２名の計６名の予定です。４月１日(土）に          入社式を兼ねた辞令交付式とお花見を予定しています。ぜひご参加ください。                           

  こんにちは、昨年は吹かなかった春一番が先日吹 

き、まるで春を告げるように厳しかった寒波も去って、 

春らしい陽気を感じる日が増えてきました。 

 さて、3月3～4日は皆さんお楽しみの一泊研修旅行 

です。今回は、春の大牟田 博多方面が行き先です。 

 一日目は、お弁当の配食サービスをなんと一日400 

食も行っている大牟田の「たんぽぽ」さんの見学と皆 

さんからの希望の多かった大牟田動物園に行きます。 

ここには、ホワイトタイガー カピバラなどの珍し 

い動物も多く、楽しみです。宿泊は、グリーンピア 

八女です。温泉施設などが充実の宿です。もちろん 

皆さんの大好きなカラオケも準備してます。 

 二日目は福岡と言えば、明太子！ということで、明 

太子の手作り体験のできる博多ハクハクという食と文 

化の博物館に行きます。みなさん初体験なのでは？ 

と思いますので、どんな明太子ができあがるかな。 

楽しみですね。帰りは午後3時頃の予定です。 

 春とはいえ、まだ寒暖の差が激しく、体調を崩しや 

すいので、くれぐれもお体にお気を付けください。 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

   

   

  

   

 

  

  

       「ぐらりときたら？」                                     「机の下に入ります。」                            

 避難訓練を行いました。 
 
  ２月２２日（水）午前１０時より避難訓練を行い 

ました。当日は、どんよりとくもって今にも雨がふり 

そうなあいにくの天気でした。 

 今年は熊本地震がありましたので、地震が起こって 

火災が発生したという設定で避難訓練を行いました。 

10時になった頃、突然事務室から「震度７の地震が 

発生しました」とアナウンスがありました。突然の事 

にびっくりしてポカンと椅子に座っている人やしっ 

かりと机の下に入る人など、いろいろです。 

 しばらくすると「厨房より火災が発生しました。指 

示に従って避難してください。」とのアナウンスが入 

りました。これにはハンカチを口に当てながら避難を 

する方も多く見られました。 

 「備えあれば憂いなし！」訓練は、繰り返し行うこ 

とが大切です。被害が大きくならないためには、初期 

消火がとても重要だそうです。お疲れ様でした。 

 

 

 2月9日（木）は、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 

いつもの南熊本ワンダーボールで開かれました。 

 例年6月の開催ですが、今年は全国大会の開 

催などで2月に時期をずらしての開催となりま 

した。にもかかわらず、熊本県各地から12   

事業所212名の方が集まって例年にも増して 

にぎやか大会となりました。 

 ふれあいワークからも  36名の方が参加さ 

れました。当日は冬型が強まり、今年一番の寒 

波が来て、雪の降るあいにくの天気でしたが、 

JRと徒歩で会場まで移動しました。 

 さて気になる順位ですが、いつもふれあいワ 

ークは賞とは無縁なことが多いのですが、今年 

は支部長賞と2位を受賞しました。副賞は晩白 

柚でした。寒い中ごくろうさまでした。 

  

                                                                                                                             

  

  

 

  

    

  

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

                               

  

   

  

 

  
 
 
 
 
 

 
         
   晴れたらいいな～ ♪ 
 
 
    楽しみましょうね ♪ 

「行方はボールに聞いとくれ。」   
 
 
    
      

 お知らせです！   

  
ボーリング大会に行ってきました！  

「私達の仕事とはなんだろう？」 

          

 

 

 法人研修を行いました。   
 2月18日（土）午後２時より法人全体の職員 

研修会をふれあいワーク食堂にて開きました。 

 昨年より年２回、６月と２月に開催して、今 

会で第４回となります。６月は今年度の方針説 

明やそれに基づいたスローガンなどを決め、法 

人全体のめざすものを確認するような研修を行 

っています。それに対して２月は、職員全体の 

スキルアップを図る研修を行っています。 

 今回は、丸山常務理事より『親の思い』と 

いうお話しと小笠原理事長より『私達の役割って 

何だろう』と題した講演を聞く機会としました。 

 また新人職員さんから、一月に「てんかん学 

講座」に参加して学んだ報告などを行いました。 

  

  

                                                                                                                             

  

  

 

  

    

  

 

 

 

 



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 回・／回・清 昼食 岩田 製菓

2 木
くまモンスクエア　龍田支所

販売
室内 清／清 昼食 岩田 製菓

3 金 一泊研修旅行　土曜市

4 土

5 日

6 月 火の国支援学校販売 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

7 火 ルーテル学院販売 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

8 水
ルート回収　龍田小中学校

販売
室内 回／回 昼食 岩田 製菓

9 木
ルート回収　リデルライト　く
まモンスクエア　熊本支援学

室内 回／回 昼食 岩田 製菓

10 金
熊大附属支援学校販売
期末手当支給日

室内 清／清 昼食 岩田 製菓

11 土

12 日

13 月 県立大学販売 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

14 火 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

15 水
ルート回収　ソロプチミスト

熊本さくら販売
室内 回・清／回・清 昼食 岩田 製菓

16 木 くまスクエア販売 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

17 金
お給料日　ルート回収
清水総合出張所販売

室内 回／回 昼食 岩田 製菓

18 土

19 日

20 月

21 火 菊池支援学校販売 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

22 水 ルート回収　西原中販売 室内 回・清／回・清 昼食 岩田 製菓

23 木
大津支援学校　くまモンスク

エア販売　理事会
室内 清／清 昼食 岩田 製菓

24 金 室内 回／回 昼食 岩田 製菓

25 土

26 日

27 月 消防局販売 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

28 火 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

29 水 ルート回収 室内 回・清／回・清 昼食 岩田 製菓

30 木 　くまモンスクエア販売 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

31 金 ささえりあ販売 室内 回／回 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　　

 

　

　

3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

      4月 1日 （土）  辞令交付式 なかま会総会 お花見             ４月 2日 （日）  さくらまつり         ４月23日 （日）  きょうされん熊本支部総会                                                  

 3月の行事（予定） 研修 連絡事項 
     3月3～4日    一泊研修旅行            ３月17日（金）  署名運動        ３月28日（火）  代表者会議                                                                                                                                                                                    

４月の行事  研修予定  


