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 お知らせです！         ① 7月7日（木）は午後12時半より家族会総会は開かれます。場所はカムさぁですので       お間違えのないように・・・・      ② 給料日が7月より10日から20日に変更にになります。夏期賞与は8日です。     ③ ７月１３日（水）１８時より八代ハーモニーホールでコンサートが開かれます      ご興味のある方はご連絡ください。    ④ ６月２５日(土）AAR JAPANさんより昼食班製菓班に厨房器具のご寄付をいただきました。         

 こんにちは.。先日の雨はすごかったですね、幸いに 

施設周辺は大きな被害もなく済みましたが、県南部の 

美里町などは被害が大きかったようですね。 

地震の記憶もまだまだ鮮明なこの時期になぜまたとい 

う気持ちになってしまいますね。 

 さて、7月は6月と打って変わり、休日の出勤日が 

3日ありますのでご注意ください。まず3日（土）は 

役員会と余暇活動を予定しています。8月27日（土） 

はお楽しみの日帰り旅行を予定しています。これから 

開かれる役員会で行く先や内容の検討などをしていき 

ますので役員さんは忙しくなってきますね。 

 それから9日（土）も出勤日です。内容は役員会や 

ドライブなどの余暇活動を予定しています。この頃に 

はきっと梅雨明けして爽やかな夏空が見られることと 

思います。24日(日）も出勤日です。この日は午前午 

後と分かれて出勤します。午前の部は土曜市や販売の 

準備、余暇活動、午後からはリデルライトのふれあい 

フェスタと新町地蔵まつりの販売に参加します。どち 

らになるかは、ご連絡をいたしますのでお楽しみに。 

 6月は特別支援学校の現場実習の期間でもあります。 

今年は、菊池支援学校、大津支援学校、熊本支援学校 

と3校から計5名の方が実習に来られました。3年生 

は卒業後の進路を見据えて、2年生は経験を積みため 

にと励まれました。雨が多くジメジメした天気が続き 

ましたが、おかげでフレシュな風が吹きました。 

  

 

 

  

 

  

  

  

  

 

  

  

 

 

  

歯科検診を行いました。 
 

 
 
     

  ♪ 七夕さ～らさ～ら 

      軒端に揺れる ♪ 

 

 

  

個別面談ご苦労様でした。 
 

  ５月30日（月）からはじまって個別面談が6月24 

日（金）をもって終了しました。まだ一部終わってい 

ない方もいらっしゃいますが、ほとんどの方にふれあ 

いワークに来ていただきお話を伺うことができました。 

 特にご家族の方とお顔をあわせてお話しを伺う機会 

はあまりないので、大変貴重な機会です。担当の職員 

から施設での様子をお話ししたり、またご家庭での様 

子を伺う時に新たな気づきがあったり、支援での配慮 

すべきことが明らかになったりと、とても助かります。 

 

  

   歯ブラシは 

   えんぴつの持ち方で・・・ 

    力を入れずにシュシュシュ 

    。 

   6月１0日（金）午前9時半よりふれあいワ 

ークにて歯科検診を行いました。今年もつばさ 

ハロー歯科より歯科医1名、歯科衛生士1名来て 

頂き行いました。 

 例年検診を怖がってできない方がいらっし 

ゃるのですが今年は、女性の歯科医さんだった 

のがよかったのか？皆さん検診が出来ました。 

 検診後の歯科医さんのお話しによると、「みな 

さん以外と虫歯が少ないですね。」とおっしゃっ 

ていました。また毎回磨けない方は食後にお茶を 

飲まれる事をおすすめます。それから水分の摂る 

量が少ないと唾液の量も少なくなるので虫歯にな 

りやすいので水分は充分とってくださいとのお話 

しもありました。健康はまず歯からですね。 

 

  
 

 

                                                                                            

  

  

  

 

  
 
 
 
 
 
 
  

  
 

  
 
 
 
  
  
 

 
  
 
 
 

  

生活班の今月の絵は 
 

 生活班の6月の絵は、題して「大きなかたつ 

むり」です。雨の多いこの季節ですが、そんな 

中でも楽しくいこうよ。と話し合って生活班の 

加藤さんのアイデアでかたつむりの絵に決めた 

そうです。  

 大きなかたつむりの渦巻きには、一個一個 

おもいおもいに飾り付けた紙コップが24個並ん 

でいます。  色とりどりの紙コップはそれぞれ 

に星や花などを貼りつけ、華やかさになってい 

ます。これも加藤さんのアイデアで毛糸をコッ 

プの底に貼りつけました。 

 ゆっくりと進んでいる大きなかたつむりに思 

わず「どちらへ」と声をかけたくなります。き 

っと「いや～ちょっとそこまで」と答えてくれ 

そうなそんなユーモラスな一枚です。 

 

  
 

 

                                                                                            

  

  

  

 

  
 
 

   実習生が来られると 

    みなさん とっても親切な 

           良い先輩ですよ。     

 



日 曜日 行事予定 室内 清掃 昼食 岩田 製菓

1 金 熊大付属支援学校販売 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

2 土 出勤日　フレシュマン研修

3 日

4 月 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

5 火 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

6 水
火の国支援学校販売　ルー

ト回収
室内 回／回 昼食 岩田 製菓

7 木
家族会総会　くまもんスクエ

ア販売
室内 草／草 昼食 岩田 製菓

8 金 夏期賞与　西原中販売 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

9 土 出勤日　

10 日

11 月 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

12 火 県立大学販売 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

13 水 ルート回収　ソロプチミスト販売 室内 回／回 昼食 岩田 製菓

14 木
ルート回収　くまもんスクエ
ア　リデルライト　販売

室内 草／草 昼食 岩田 製菓

15 金 ルート回収　龍田小中販売　 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

16 土 全国大会実行委員会

17 日 きょうされん熊本支部講演会

18 月 海の日

19 火 菊池支援学校販売 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

20 水
お給料日　ルート回収

消防局　熊本支援学校販売
室内 回／回 昼食 岩田 製菓

21 木
ルート回収　くまモンスクエ
ア　大津支援学校販売

室内 草／草 昼食 岩田 製菓

22 金 　ルート回収　 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

23 土

24 日 出勤日

25 月 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

26 火 ルーテル学院販売　 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

27 水 ルート回収 室内 回／回 昼食 岩田 製菓

28 木 くまもんスクエア販売 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

29 金 ささえりあ販売 室内 草／草 昼食 岩田 製菓

30 土

31 日

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　　

 

午前余暇活動土曜市　午後リデルライト　新町地蔵まつり販売　　　

役員会　　室内余暇　　DVD　　　

7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

役員会　　室内レク　DVD　ドライブ　　

            8月11日～14日 夏期休暇          8月24日（日） 出勤日 土曜市                   くるみ幼稚園夏祭り参加            8月27日（土） 日帰り旅行          避難訓練         

 7月の行事（予定） 研修 連絡事項 

    ７月２日（土）  出勤日 フレシュマン研修                         ７月７日（木）  家族会総会        ７月９日（土）  出勤日         7月17日（日） 熊本支部研修講演会         7月24日（日） 出勤日 土曜市                                   リデルライトふれあいフェスタ 参加                                               新町地蔵まつり  参加         

8月の行事 研修予定  


