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      ① 今年の成人さんは4名です。江藤幸浩さん 田中陽子さん 光石宏太さん 福留妃夏里さん         です。おめでとうございます。           ②  2月24日(金）はゆめタウン光の森にて熊本県障がい者施設販売会が開かれます。          熊本県内の福祉施設の自主製品が一同に展示、即売されます。どうぞお越しください。                     ③ 皆さんお楽しみの一泊研修旅行は、3月3日（金）～3月4日（土） 福岡方面の予定です。               

  あけましておめでとうございます。今年もよろし 

くお願いいたします。年末年始はおだやかで良い日和 

が続き、初詣や年始のごあいさつに出掛ける足取りも 

軽かったのですが、中旬頃に襲来した寒波は、今シー 

ズン最強で最長でした。各地で大雪となり、熊本でも 

積雪まではいきませんでしたが、一時かなり激しく 

降りました。とにかく寒かったですね。 

 さて、2月は久しぶりのカレンダー通りのスケジュ 

ールです。休日出勤日はありませんので、みなさんお 

休みをゆっくり楽しんでください。 

 楽しむと言えば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が南熊本ワンダーボールに 

て行われます。熊本県内の事業所が一同に会しますの 

でとても賑やかです。毎年1回開かれ、年々参加者が 

増えています。 

 きょうされん熊本支部の中には、各事業所を代表し 

た利用者さんで作られたつばさ会という利用者部会が 

あります。今回のボーリング大会はつばさ会の皆さん 

が企画や準備、当日の進行などを担当されています。 

 冬は、どうしても運動不足になりがちですのでボー 

リングで体を動かしたいと思っています。ぜひ皆さん 

ご参加下さい。 

   

 

 

  

 

 

   

   

  

   

 

  

  

 

   

  

 

      「一年健康で             過ごせますように・・・」                            
 
 

  

どうか良い年に・・・・ 
 

 １月14日（土）は、龍田中学校と楠小学校で開か 

れたどんどやに参加しました。 

 会場までは20分ほど歩いて迎いました。会場に着 

くと大きな竹のやぐらが組まれ、迫力満点です。火が 

着くと、パチパチと音を立てて燃え上がります。炎は 

高くあがり、モクモクとした黒煙が立ち昇ります。 

 どんどやは、火にあたったり、残り火で鏡餅を焼い 

て食べれば、その１年間は健康に過ごせるとのの 言い 

伝えもあり、 無病息災を願って行う行事です。 

 . 熊本では「どんどや」と呼ぶのが多いようですが、 

全国各地 の呼称には「とんど焼き」「とんど」など 

様々な呼称があるようです。 

 ぜんざいをいただいて帰路に着きました。 

   

 1月28日(土）毎年恒例の新年会がふれあい 

ワークの食堂にて開かれました。 

 前日までは、寒波の襲来で寒かったのですが 

当日は、暖かく穏やかな日和に恵まれました。 

 お陰様で、去年の参加人数を上回る75名の方 

が参加していただき、にぎやかに開催すること 

ができました。 

 午前中の班毎の出し物は、今年は歌とダンス 

クイズと様々でした。演目は、清掃班「PPAP」 

製菓班「恋するフォーチュンクッキー」昼食班 

「世界に一つだけの花」生活班「くまモン体操」 

室内岩田班「ふるさと」グループホーム「ジェ 

スチャーゲーム」と続きました。 

 今年も審査員には岩川家族会長 ソロプチミト 

熊本さくらさんから3名 相談支援員の金子さん 

にお願いして審査をしていただきました。 

 審査の結果、室内班の連覇を阻み、会場を巻き 

込んで盛り上がった製菓班が最優秀賞を受賞しま 

した。 

  午後は個人の部でした。今年は5人の方がエン 

トリーされました。手品ありリコーダーの演奏 

あり、ダンスや歌ありバラエティに富んだ出し 

物でしたが、MVPはトランプマジックをされた 

室内班の井上俊樹さんが選ばれました。次点の 

製菓班の瀬戸口幹さんのコントも高評価で、特 

別賞を受賞されました。 

   演芸大会の後は、ソロプチミスト熊本さくら 

さんによるじゃんけんゲームや風船ゲームで盛 

り上がりました。 

 そして小笠原理事長の閉会あいさつで「今年 

は酉年！みんなではばたく一年にしよう」と 

締めくくられました。 

  

  

  

 

  

    

  

 

 

 

 

 

  

 
         
   点数なんて気にしない‼ 
 
 
    楽しみましょう‼ 

会場一杯のもりあがりでした。   
 
 
    
      

 お知らせです！   

  
新年会！  

今年のMVP! と個人賞の皆さん 

          

 

 



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・清／回・清 昼食 岩田 製菓

2 木
リデルライト　くまモンスクエ

ア販売
室内 清／清 昼食 岩田 製菓

3 金 熊大附属支援学校販売 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

4 土

5 日

6 月 県立大学販売 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　火の国支援学

校販売
室内 回・清／回・清 昼食 岩田 製菓

9 木
ボーリング大会　ルート回収
くまモンスクエア販売

室内 清／清 昼食 岩田 製菓

10 金 びぷれす　清水支所販売 室内 回／回 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／清 昼食 岩田 製菓

15 水 ルート回収 室内 回・清／回・清 昼食 岩田 製菓

16 木 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

17 金
ルート回収　くまモンスクエ

ア販売
室内 回／回 昼食 岩田 製菓

18 土

19 日

20 月 消防局販売 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

21 火
龍田支所　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　熊本支援学校

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
室内 清／清 昼食 岩田 製菓

24 金 ささえりあ　光の森販売 室内 回／回 昼食 岩田 製菓

25 土

26 日

27 月 西原中販売 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

28 火 龍田小中販売 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　　

 

　

製菓：ケーキ　クッキ－製造　昼食　：昼食づくり

2月の行事予定表 班別作業

      2月 9日 （木）  ボーリング大会             ２月11日 （土）  熊福連研修会         2月17～１８日   安居楽居研修           2月18日 （土）  法人研修            2月24～26日   熊本県障がい施設販売会 光の森                     避難訓練                    家族会茶話会     

 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24日（金）  県説明会        ３月28日（火）  代表者会議                                                                                                                                                                                     

２月の行事  研修予定  


