
NO 12 
 
 
 

のこのごろ・・ 

2014年7月28日発行 

ふれあいワーク ℡：096‐338‐4213 Fax：096‐284‐7377          

発行元 〒861-8005 熊本市北区龍田9丁目2-21 

         

 お知らせです！   

  7月は、19日（土）20日（日）に休日出勤をお願いしました。 

19日（土）の午前出勤の方はDVD鑑賞とドライブ 19日午後 

出勤の方は新町地蔵祭り参加  20日（日）競輪場販売に 

参加と3つのグループに分かれて参加をしていただきました。 

その時の様子をレポートしていただきました。 

『7月19日のDVD鑑賞』    製菓班 瀬戸口 幹 
  今回のDVDかんしょう会は、氷川きよしのスペシャルコンサ 

ートとAKB４８のプロモーションビデオを見ました。氷川きよし 
のズンドコぶしの前に、ダンサーたちがはしごを使ったパフォ 

ーマンスが、すごかったです。ダンサーたちのおどりと氷川き 
よしをおうえんするところがおもしろかったです。紅白で見た、 
氷川きよしの曲をきいてとてもなつかしく思いました。 

 AKB４８は、おどりがおもしろかった。とくに、エブリデエーカ 
チュシャーが見ていて楽しかったです。 
とても、ざんねんなことは、氷川きよしのDVDの時間が長す 

ぎて、AKB４８のDVDの時間が短すぎて、もうちょっと、AKB４ 
８のDVDがみたかったです。 

ぼくはえびすマスカッツというグループのファンです。メンバ 
ーのさやま愛がすきで、サンバのいしょうがおもしろいです。 
ちなみに好きな曲は、ハニートラップの曲が好きです。 
 
 

 
① ７月１日に生活班に川本真平さん、室内班に井上俊樹がなかま入りされました。 
   よろしくお願いします。 
 
② 生活班で、熊モンタオルとTシャツの販売をしておりますので、ご協力をお願いします。 
   
 
 

 暑中お見舞い申し上げます。九州北部もやっと梅雨明 

け、いよいよ本格的な夏の到来です。とは言えもうすでに 

夏バテしてる方もいらっしゃるのでは、ないでしょうか？ 

かく言う私もその一人です。食欲のない時はやはり麺 

類ですよね。私はそうめんのつけだれに一工夫していま 

す。といっても簡単です。いつものそうめんツユにお酢と 

すりごまを入れるだけです。お酢のさっぱりと胡麻の風味 

で食欲が増します。ぜひお試し下さい。あっそう言えば、 

ふれあいでも島原そうめんを販売していました。(CM CM) 

 さて8月は、14日～17日までお盆休みです。その関係で 

2日 9日 23日 30日の土曜日を出勤日とします。 間近 

に迫った日帰り旅行の話し合いや準備、レク活動を行う 

予定です。レク活動も今月よりドライブが加わりましたの 

でぜひご参加ください。 
 

  
 

  
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 今月の生活班のちぎり絵は、ひまわりです。 

折しも、生活班のみんなで種まきして、育てたひまわり 

が施設の周りを今を盛りと咲き誇っています。 

 そんな様子が、このちぎり絵からとても伝わってきます。 

8月の青い空に伸びやかに咲く、大小様々なひまわりの 

花は、生活班のお一人お一人の顔のように私には思え 

ます。そして眺めていると心が伸びていくような気になり、 

とても元気をもらっています。 

来月の絵もとても楽しみにしています。 

  
 

 

  

夏まつりの販売！ 

瀬戸口さん 沼田さん ご報告ありがとうございました。 

 瀬戸口さんのレポートにあるようにAKB４８の時間が短かったようですね。担当職員の報告書を読 

むと  氷川きよし60分、AKB15分と書いてありました。但しDVDを見ながら歌われている方が多かった 

との記述があるので、氷川きよしが盛り上がって止めにくかったのかもしれませんね。 

 また沼田さんのレポートはドライブの思い出についてでした。今回から始まったドライブでしたが、 

楽しめましたか？ 菊池夢美術館に行かれて絵を見られた後、足湯を体験されたようですね。 

お湯の温度が熱かったけど、楽しめたご様子が伝わりました。 

また8月も土日出勤が数日ありますので、ぜひお楽しみに参加してくださいね！  
 
 

  
 
 
 
  
  
 

  

生活班の今月のちぎり絵は？ 

  

土曜出勤の様子は？ 

『ドライブに行った思い出』   製菓班  沼田 久美 
 19日に初めてドライブに行きました。 
うしじまさんのうんてんするきんたろう号でいきました。 
場所はきくちに行きました。 
  あしゆをつけました。46度のおゆは、少しあつかったけど 
たのしいドライブになりました。また家族と一緒にきくちの 
ドライブに行きたいと思いました。 
 今度行きたい場所は、人吉に行きたいです。 
 
 
 

 7月は、お新町地蔵まつり、競輪場、リデルライトのふ 

れあいフェスタと祭りの販売が3件もありました。 

 今年は、それぞれ分かれて参加しました。 

お祭りの規模や特徴に合わせて、売上増を願って毎回 

臨むのですが、天候に恵まれずうまくいかなかったりと 

なかなか難しいものです。 

 今年は、去年のホットドッグから転じて、フランクフルト 

に力を入れています。値段は一本100円薄利多売を狙っ 

ています。ぜひ一度ご賞味ください。 
 

  
 

  
 
 
 
  
  
 
  
 
 
   
 
   



日 曜日 行事予定 室内 草取 昼食 岩田 製菓

1 金 附属支援学校販売 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

2 土 なかま会　レク活動

3 日

4 月 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

5 火 室内 清／草 昼食 岩田 製菓

6 水 紙回収　ルート回収 室内 回／草 昼食 岩田 製菓

7 木 スクエア　ルート回収 室内 回／草 昼食 岩田 製菓

8 金
お給料日あいこう販売

ルート回収
室内 回／清 昼食 岩田 製菓

9 土 なかま会　レク活動

10 日

11 月 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

12 火 室内 清／草 昼食 岩田 製菓

13 水 スクエアー販売 室内 回／草 昼食 岩田 製菓

14 木 お盆休み

15 金

16 土

17 日

18 月 　 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

19 火 室内 清／草 昼食 岩田 製菓

20 水
紙回収　ルート回収

ルーテル販売
室内 回／草 昼食 岩田 製菓

21 木 スクエア 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

22 金 清水販売 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

23 土 なかま会　レク活動

24 日 競輪場販売

25 月 講演会販売 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

26 火 菊池支援学校販売 室内 清／草 昼食 岩田 製菓

27 水 消防局販売　ルート回収 室内 回／草 昼食 岩田 製菓

28 木 スクエア　大津支援学校 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

29 金 　 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

30 土 なかま会　レク活動

31 日

草：草取り　清：清掃　回：回収　ル：ルート回収　ロ：ロマネスク

室：室内（自主製品づくり・絵描き・下請け）　缶：缶つぶし　　

 

なかま会：日帰り旅行について　レク：DVDとドライブを予定

なかま会：日帰り旅行について　レク：DVDとドライブを予定

製菓：ケーキ　クッキ－製造　昼食　：昼食づくり

8月の行事予定表 班別作業

希望者のみ出勤

なかま会：日帰り旅行について　レク：DVDとドライブを予定

なかま会：日帰り旅行について　レク：DVDとドライブを予定

8月の行事予定      9月6日（土）  日帰り旅行予定      9月15日（月）  母親大会販売（希望者のみ）        9月19日（金）  熊高文化祭一日目参加       9月20日（土）  熊高文化祭二日目参加                          なかま会レク活動                  9月28日（日）  つばさ会祭り参加       ※9月22日（月）  きょうされん全国大会に職員                           研修参加の為お休みとします。                                   

 9月の行事（予定） 研修 連絡事項 

             
8月14日（木）～17日（日） お盆休み 
 
8月2日（土） なかま会 レク活動（全員出勤日） 
 
8月9日（土） なかま会 レク活動（全員出勤日） 
 
8月23日（土） なかま会 レク活動（全員出勤日） 
 
８月24日（日） 競輪場販売（希望者のみ出勤日） 
 
8月30日（土） なかま会 レク活動（全員出勤日）  


