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 慶び生きる会報 

関係各位 

 新年明けましておめでとうございます。 

平成の元号最後のお正月は如何お過ごしでしたでしょうか？ 

 私のお正月といいますと毎年元旦は、恒例で、施設に残られた利用者の皆様そして勤務している職員の皆さんにお屠蘇をふるまい、疾

病邪気を除きお互いの息災と幸福を願う事としています。 

 又、2 日と初詣の日とし、そこでおみくじを引き今年の運勢を占う事としています。今年は“大吉”を引き当て、幸先、良しと気をよ

くしていた所に、連れがおみくじを引く所が視界に入ってきまして、近づくと小吉が吉になったと…え？どうして意味不明!?おみくじを二

度も引いたとの事のようです。はて“おみくじ”は一発勝負ではないのかと思いつつ今年も連れのディープな自己変革を続けるありさまに

一喜一憂させられそうな気配です。 

 仕事におきましても目まぐるしく時が過ぎていく感が否めずで、どうもストイックにはなれない怠慢な人間ですので、皆様方からの叱

咤激励を賜りたく今年もどうぞ宜しくお願い致します。 

そんな想いの新年の中にあって、私の私情を後押ししてくれる興味深い TV 番組がありました。それは “ぼんやり”している事が「健

康寿命」にも良いとの話の内容でした。脳の活動能力を狭めず若々しい脳を“ぼんやり”する事で、ぼんやりは脳をぼけさせると思ってい

る私にとってはリラックス効果と共にα波が出て気分の統一も図れるという事又、脳のインプットを整理整頓してくれる働きもあるとの事

で、私情にマッチングした“なまけ者意識”を肯定してくれるラッキーな情報でした。さて、その“ぼんやり脳”を獲得する為には、温泉

が効果大との事！川のせせらぎ、露天風呂、渓流に身をゆだねる等々自然にふれる事を実践する事で、ストレスフリー&集中力アップにな

るという訳です。 

 なるほど！そういえば、ノーベル文学賞を取った川端康成の「雪国」、そして「伊豆の踊り子」も、伊豆の温泉地で書き上げた事から

もうなずけるのと解説もしていました。ひらめきの鍵は“温泉パワー”というバックヤードがあったからだったのだと納得がいった次第で

す。もうひとつ、かの古代ギリシャの教学者アルキメデスも「我、発見せり！」と言ったとありますが、湯上りにこの一言を発し、アイデ

アがひらめいたといいます。とにもかくにも温泉はぼんやり脳を作りリラックス効果を生み出し癒しと健康の為にも、何かと効果大と理解

できましたので日常生活からの逃避行も含め「“ぼーと”過ごす事もたまには必要」と是非この冬は温泉に行くべきだと思う次第です。自

然パワーは災害をもたらす事もですが、逆に私達への自然の恩恵がある事も忘れずにいたいものです。温泉に出かけましょう！ 

 最後に今年も社会福祉事業・施設運営に真撃に尽力致してまいりますので、皆様方のご理解とご協力の程くれぐれも宜しくお願い致し

ます。 

 

 

－ 西語・少しずつ、一歩ずつの意 － 

２０１９年  冬号 vol.５２

 

http://www.keiseikai-kagoshima.jp/


第３回臨時理事会を開催しました 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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★障害福祉サービス 

「生活介護」喜々（きき）★ 

生活指導員 緒方です。 

地域に根ざした福祉サービス提供を 

目指して参ります。 

見学・相談お気軽にお申込みくださいませ。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－ 

 

（報告：広報委員会 松元 ） 

このたび、成人を迎えられた利用者４名、職員

２名の成人式を執り行いました。晴れやかにキ

リっとしたスーツ姿やドレスアップした装いに

普段とは違う成人の姿が見受けられました。ま

た、ご多忙の中鹿児島養護学校 末永先生にも

参列いただき利用者様の成長に頬を緩め、一緒

に祝福していただきました。記念品贈呈、成人

の誓い、職員より歌のプレゼント等式は和やか

に終え最後に成人の皆様とご家族の皆様と記念

写真をとりました。 

みなさまおめでとうございます!! 

新成人入場  

★児童発達支援センター  もぜ ★ 

児童発達支援管理責任者 西野です。 

お子様の発達支援（親子療育・併用 

療育・重症児療育）のお手伝いを 

全力でサポートして参ります。 

平成 30 年 11 月新設致しました 

『ぱそサポートセンター清和館』 

私たちがお待ちしております!! 

臨時理事会 

 平成 30 年 12 月 29 日（土）慶生会恒例の忘年会が

行われ、今回は監事・評議員の先生方も加わり総勢

200 名程の参加となりました。当日は、新入職員の

紹介に始まり、施設のメモリアル DVD の上映、職

員による心温まる音楽演奏、豪華賞品の当たる抽選

会そして還暦を迎えた職員への労いも含めた和やか

な会となりました。ラストは思わぬところから 

『ひょっこりはん(?!)』が登場し「USA」の音楽に合

わせ皆で踊ったりと大盛況の内に幕を閉じました。

普段あまり会話をする機会をない館・事業所間の職

員で束の間の交流を図れ平成最後の年を締めくくる

楽しいひと時を過ごしました。 

 

忘年会 －－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－ 

忘年会を行いまいした！ 

臨時理事会の様子 全体集合 素敵な演奏～♪ 

（報告：慶和会 谷口あ） 
（報告：管理部 今屋） 

 

 平成 30 年 12 月 22 日（土）、 

平成 30 年度第３回臨時理事会を開催致しました。 

今回は行政監査、社会福祉充実計画の進捗状況、

規定・規則改定（案）他について報告・審議を行

いました。今後も適宜理事会等を開催し、より良

い法人運営を行ってまいります。 

ぱそサポート 

センター清和館 

平成 31 年の年始にあたり、年賀式を執り行ないまし
た。「地域における公的な取組みを実施する責務が求め
られる」と認識し【物の豊かさ】から【心の豊かさ】へ
と前進を求められると方針を確認し、今年の法人目標や
各事業所責任者にて本年の抱負を発表しました。平成 31
年度は法人設立から 16 年目の年となりますが今年も社
会福祉従事者として精進する事を全員で祈念致しまし
た。本年度も関係各位の皆様ご指導、ご鞭撻の程どうぞ、
よろしくお願いいたします。 

 

 

年賀式を行いました 
年賀式 

中山館 

（責任者より事業目標発表）の様子 本館（乾杯）の様子 

（報告：管理部 今屋） 

 

来賓 

（特別支援学校恩師） 
式典後、記念撮影 

  『ひょっこりはん（?!）』 

－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－ 

新設事業所

お知らせ 

監事の先生も飛入り参加され 

大盛り上がりの踊りっぷりでした!! 

成人の祝い 新成人のお祝いをしました♪ 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリスマスランプ作り 
－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

クリスマスが待ち遠しいですね★ 紙を丸めながらイメージ イメージ… 

（報告：生活支援課 永﨑） 

（報告：生活支援課 大原） 

（報告：生活支援課 山野） 

大水槽の前で元気に記念撮影☆ 新鮮な海の幸♡黒潮御前 

11 月下旬に来月のクリスマスに向け、食堂テーブルに置くランプ

を、ツリーの形にして作りました。 

４グループに分かれ、花紙を丸め、ツリーを模したオブジェに貼

り付けていきました。紙を丸め、ボンドを付けて貼り付ける！とい

う作業は、細かくて苦手とする方もいらっしゃいましたが、職員の

補助にて創作に参加し、手先の機能維持に繋げる事ができました。

グループそれぞれ違ったデザインのランプが完成しました。 

そしてクリスマス当日の点灯を楽しみました。 

 

バランス良くプレゼントを乗せて♪ 上手に輪っかを通せるかな★ 

12 月始め介護職とリハビリ職で連携を図り、通所事業所合同レク

リエーションを実施しました。今回の合同レクリエーションでは≪

ゆらゆらツリーにプレゼントを乗せよう！≫という事で、手指の機

能維持訓練を兼ねた活動行い、揺れるツリーへ上手にプレゼントを

乗せ、落とさないよう慎重に取り組むゲームを行い、チャルラル松

ヶ尾が１位となりました(*^_^*)日々の活動でも、理学療法士等の専門

職と協力し、手足を用いたリハビリ運動やストレッチを行っており、

皆さん笑顔で楽しく取り組まれる姿が印象的です。これから更に気

温の低下が目立ちますので、体力作りを兼ねた活動を行い、全員で

寒い冬を乗り越えましょう✡ 

 

12 月中旬にケーキバイキングを行いました。外注弁当で昼食を

摂られ、その後３種類のケーキが登場するとひと際皆さんの目が

輝いていました。職員に取り分けてもらい、コーヒーやジュース

と一緒に召し上がられました。から揚げ弁当でかなりお腹は満た

されているはずなのですが、「甘い物は別腹」なのでしょうか皆さ

んペロリと完食されていらっしゃいました。１２月後半はクリス

マスパーティーや大晦日のお蕎麦、正月のおせち等、年末年始は

特別メニューが続き皆さんのお腹を満たすと共に笑顔を届けてく

れました。 （報告：生活支援課 藤安） 

それでは皆さん、「いただきます！」 色々なケーキの種類が登場です。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－ 

ケーキバイキングで皆さんニッコリ♪ 

美味しそうにできました！ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
美味しいケーキができたよ♪ チャレット 

タイム 

11 月下旬にスィーツ作りを行いました。ふわふわスポンジ

の生クリームケーキにデコレーションを行いました。カットフ

ルーツやプリンにチョコレートもトッピング‼我慢できずにト

ッピング用のチョコレートをつまみ食い・・・なんて場面もあ

りました。試食の時間になると皆さん、「待ってました！」と

言わんばかりに口を大きく開けて、あま～いケーキをほおばっ

ておられました。 
（報告：生活支援課 佐野） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－ 

枕崎 お魚センターへ出かけました♬ 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

✡身体を動かそう✡ チャルラル 

タイム 

－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

エルディア 

タイム 

コットンバックを作成しました。 

（報告：生活支援課 古川） 

どんなデザインにしようかな？ 素敵なバッグが完成しました！ 

11 月下旬の園外活動にてｴﾙﾃﾞｨｱ松ヶ尾では、『枕崎 お魚

センター』へ出かけました。館内中央にある 2 階まで伸びる円

柱型の水槽で泳ぐ魚を見て、「すごい！」・「上まである！」と、

水槽を嬉しそうに眺め、昼食では皆で美味しく新鮮なカツオの

たたき等の海の幸に「おいしいね！」と言い合いながら召し上

がり、昼食後は、たくさんある魚屋や土産屋を巡り、試食や特

産食品をご家族へのお土産にと購入され、「喜んでくれるか

な？」と期待に胸を弾ませる姿が見られました。気分転換とな

った楽しい一日となりました(*^_^*) 
 

 11 月下旬にオリジナルコットンバッグの作成を行いました。白の

無地のコットンバッグにアイロン複写プリントを切り取りバッグ上

に並べてバランスを考えてアイロンで生地にプリントしたり、デコ

ペーパーを使い好きな絵柄を考え切り取り、のり付け後仕上げ材を

塗ったりと職員と共にバッグ作り体験を楽しみました。完成したバ

ッグを皆さんで見せ合ったり、車椅子に下げたりと完成作品手に皆

さん大変喜ばれていらっしゃいました。 

 

何からのせようかな？ 

パソ松ヶ尾館 

ライフ 
ホームケア館 

ライフ 

エルピソ 

タイム 



 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月末日に慶会にて「クリスマスツリー作成」を行いました。

一か月後に迫ったクリスマスに向け、職員、利用者様全員の協力

と雰囲気作りを目的とし活動しました。真っさらなツリーを目の

前に始めは「出来るかいな？」「大変やっど！」とおっしゃられな

がらも、いざ作りはじめると皆さん真剣な眼差しで思い思いに飾

りをつけて下さいました。計 3 本のツリーが完成し、レストラン

へ飾ったりと…出来ばえに満足気のご様子でした。 

寿司会食を行ないました～ 

☆３事業所合同クリスマス会☆ 

いただきま～す!(^^)! 

（報告：生活支援課 北迫） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

（報告：生活支援課 白瀨） 

たくさんのサンタクロースがやってきた！ 

－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－ 

寿司定食美味しい！ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－ 

（報告：生活支援課 松崎） 

11 月末日に慶会を行ないました。今回の誕生者の方が還暦

を迎えられるという事で、「皆さんでお祝いしましょう」と昼

食に寿司定食を外注し召し上がっていただきました。午前中

は、魚にちなんでキネティックサンドで魚の形作りを行ない、

それぞれ思い思いに形作りを行なわれていました。昼食は、

お寿司だけでなくいろいろな種類の料理が入っていたので、

皆さんとても喜ばれていました。 

素敵なツリーが出来ました★ 

♪慶会♪ 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

慶会食♪ みんなでいただきまーす 

クリスマスツリー作成をしました！ 

オセロ大会に参加しました～★★ 
－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－ 

11 月下旬に利用者の方が、恒例のオセロ大会に参加されま

した。中山館からは今回初めての参加で 1 ヶ月前から休日を

使って練習重ねて参りましたが、残念ながら優勝することは

できませんでしたが 1 勝だけすることができました。今後も

利用者の皆さんが楽しめる行事や活動もを積極的にできるよ

うにして参ります。 

どこに置くか狙いをさだめています!! 楽しく最後はみんなで記念撮影★★ 

（報告：生活支援課 有川） 

（報告：生活支援課 村田） 

移動支援でプロレス観戦に 

行きました☆ 

プロレス選手と一緒に記念撮影 開場は大迫力でした！ 

12 月 4 日（火）に中山ＧＨ・清和ＧＨ合同で希望者を募り、

プロレス観戦に出掛けました。当日は大迫力の選手の戦いに圧倒

される場面もありましたが、初めて参加される利用者もおり、皆

さん楽しみながらプロレス観戦を行う事が出来ました。又、観戦

後は選手の方と握手や、記念撮影をするなど、思い出に残る移動

支援となりました。  

今後も利用者様の日々の生活に楽しみを持って頂けるように、

ぞれぞれのニーズに応じた対応を行っていきたいと思います。 

 （報告：生活支援課 倉元） 

12 月中旬チャレコ・コルテ・喜々３事業所合同でクリスマス会を実

施しました。午前中は、お楽しみ大抽選会を行ない、皆さんクリスマ

スプレゼントを手にされると早速中身を確認されていました。昼食は、

職員手作りの手毬ご飯とチキンをメインにしたオードブル、そしてク

リスマスケーキをおなかいっぱい食べました!!午後からは、踊りの先生

に来て頂き、日本舞踊やフラダンス等幅広いジャンルの踊りを披露し

て頂きました。盛りだくさんの内容に皆さん笑顔が多く、会話も弾み、

楽しいひと時を過ごす事ができました。 

 12 月下旬に少し早いクリスマスとなりましたが喜楽会（利用者

互助会）よりケンタッキーをとケーキを購入され、それに合わせ

て厨房よりサラダやピラフを提供しました。12 月の恒例となって

きている慶会食ですので皆様とても楽しみにされておりニコニ

コ笑顔の絶えない食事となりました。また、ボリュームもあり「お

腹いっぱいで苦しいよ！」と言われる方が多くあいかわらず頼も

しい食欲旺盛なビレイの皆様ですが満足されていました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

キネティックサンドで魚を作りま～す 

一生懸命飾っています(^^) 

ホームケア清和館 

ライフ 

コ ル テ 

タイム 
ﾎｰﾑｹｱ中山館 

タイム 

ビレイ 

タイム 

チャレコ 

タイム 

グランパソ 

タイム 

 



 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月中旬午後に園外活動にて谷山第二中央公園に行って

まいりました。滑り台やシーソーに乗ったり、広い公園を

走り回ったりと身体をいっぱい使って楽しみました。シー

ソーではお友達同士で早さを競ったり、高い所に上ると職

員に「先生みてみて～」と声を掛けたりとお子様それぞれ

が遊び方を工夫して楽しむ姿が見られました。また園外活

動やクッキング等計画し、お子様の楽しめる活動を計画し

て参ります。 

ケーキをつくったよ!! プレゼントをもらったよ！ 

（報告：児童支援課 岩下） 

－－－－－－－－－－－－－－－－ 

10 月末に児童と一緒にハロウィンイベントを行いました。児

童がハロウィンにちなんだ仮装をし、緊張しながら歌を披露する

様子を優しく見守っていらっしゃいました。歌が終わるとお礼に

仮装をして鑑賞をしていた利用者よりお一人、お一人児童の手に

用意されたクッキーを手渡ししました。最後は皆で記念写真をと

り終わりとなりましたが、イベントを通じて成人利用者と児童の

交流ができた良い一日となりました。 
 

（報告：生活支援課 緒方） 

お友達と一緒になって「よいしょよいしょ」 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－  － 

－－－－－－－－－－－－－－－

－－ 

児童と一緒に♪ ビレイⅡ仮装タイム～ 

桜島に行ってきました！！ 

足湯が気持ちよかったです♪ フェリーの上でハイチーズ！！ 

（報告：児童支援課 江崎） 

調理体験 楽しい！ 

（報告：児童支援課 佐々木） 

パソ児童館 

タイム 

喜々 

タイム 

12 月中旬パソ児童館ではクリスマス会・慶会を行いました。今回

は導入としてクリスマスの大型絵本の音語りを行った後、ケーキ作

りを行いました。普段ケーキやフルーツが苦手なお子様も、自分で

作った物は喜んで摂取する姿が見られました。その後サンタが登場

し、お子様がサンタに質問する等やり取りを楽しみました。最後は

大きな袋のプレゼントをもらい、皆様大事そうに抱えながら笑顔で

降園されていました。 

♪クリスマス会を行いました♫ 

（報告：生活支援課 久保） 

卵の数がスゴイ迫力 卵を持って、はいチーズ 

遊び終わったらみんなで「ハイチーズ」 

11 月中旬、未来の園外活動で桜島フェリーに乗って桜島に行ってきまし

た。初めて桜島フェリーに乗るお子様もおり、お金を払って乗り物に乗る

生活体験も兼ね、友達や職員との楽しい時間を共有する事を目的に行って

来ました。天気も良く、外の風を感じながらフェリーから見える海や桜島

の景色に子どもたちも大喜びでした。桜島に着くと公園までみんなで歩き、

一緒にお弁当を仲良く食べました。お弁当の後は近くの足湯に浸かり、皆

で楽しみました。最後に持ってきたお小遣いでアイスクリームを食べてか

らフェリーで帰館しました。思い出に残る 1 日となりました。 

児童と一緒にハロウィン♪ 

12 月中旬に始めての調理体験で目玉焼きを作りました。卵

を持ち「カーン」と割りとても上手に割ることが出来ました。

ホットプレートに卵を落として「ジュージュー」と音が鳴り

出すと笑顔が見られて皆さんケチャップやマスタード等など

好きな調味料をかけて美味しく召し上がりました。卵を割る

のが初めてという利用者の方もいらっしゃって「またしたい」

とリクエストを頂きました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－ 

－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－ 

パソ中山児童館 

タイム     

 

タイム 

運動あそび♪ パソ清和館 

児童タイム 

12 月中旬、太陽スポーツの先生の指導のもと運動遊びを行い

ました。体を動かして遊ぶことが大好きなお友達は、「早くし

たい！」「次は僕ね！」とワクワクしながら先生の話を聞いて

いました。縄の下をくぐったり、ジャンプしたり全身を使いな

がら楽しく遊ぶことが出来ました。親子クラスのお子様は、お

母様と一緒に挑戦し親子で「出来たね♪」と喜ぶ様子も見られ

ていました。「またやりたいな～！」と、早速次回の運動遊び

に期待を膨らませている“もぜ”のお友達でした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－ 

ビレイⅡ 

タイム 

（報告：児童支援課 西野） 

♪公園に遊びに行ったよ♪ 

しっかり準備運動！ 全身をつかってよいしょ！ 

ぱそ 

サポートセンター 

児童タイム 



－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－ 

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

あいうべ体操は、お口の問題だけでなく、例えばアレルギ

ー疾患や便秘、顔のむくみなど様々な不快症状を改善する可

能性があるといわれています。 

①口を大きく「あー」「いー」「うー」「べー」とできるだけ

大きく動かします。 

＊㌽声は小さい方がやりやすいです。 
 

②一日 30 セット(「あいうべ」が 1 セット) 

＊㌽顎が痛む方は「いー」「うー」だけでも大丈夫です。 
 

ぜひ皆さん取り組んでみましょう！ 

11 月 3 日おはら祭り総踊りに本館・中山館・清和館合わ

せて 50名で参加致しました。今回で 3度目の参加となった

今年も、会場の賑やかな雰囲気の中、職員全員で気持ち

を合わせ元気に踊りました。また今年度は明治維新から 50

周年という事で、「西郷どんコンテスト」が開催され、西郷さ

んに仮装した職員2名がパレードに参加しました。着物に身

を包んだ姿は西郷さんそのもの（?）で、踊りとともに記念とな

る時間となりました。 

 

 
あ い う べ 体 操 

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（報告：看護師 竹下） 

看護師より 

お知らせ 

 プレイボール!! 

11月末日パソクラブ ソフトボール部では施設内での紅白戦を

行なっております。普段から力を合わせて大会に取り組んでいます

が、今回は紅白に分かれて試合を行ない、本気でぶつかり合いな

がら楽しく試合を行なっております。また、ソフトボール部以外の職

員もたくさん参加して頂き、事業所を超えた交流の場ともなりまし

た。今年度の大会参加は終了しましたが、来年度も様々な大会に

参加し、良いコミュニケーション作りと結果が付いてくるようにチー

ムで力を合わせて参ります。 

パソ・クラブ 

今年もおはら祭りに参加しました！ おはら祭り 

西郷どんコンテストに参加しました おはら祭り（慶会踊り連） 

パソ・ソフトボールクラブ 

 

（報告：スポーツクラブ 畦地） 

 

狙いを定めて!! 

（報告：おはら祭り担当 清藤） 

11 月 3 日（祝）鹿児島市中央公園にて法人主催『テンパーク・デ・フリーマーケット２０１８』を

開催致しました。晴天にも恵まれ、多くの方にご来場いただきました。利用者の方にもご来場いただ

き、フードコーナーやワークショップなど大変、盛り上がりました。今年は国内外問わず災害も多い

一年でしたので、収益金は、復興に少しでも役立てて頂ければと思っております。ご来場くださった

皆様、ありがとうございました！ （報告：催事実行委員会 坂元） 

☆テンパーク・デ・フリーマーケット 2018 を開催しました☆ 

今年も多くのご来場がありました!! 

ﾜｰｸｼｮｯﾌ（゚粘土づくり） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－ 

記念講演会ご来場 

  ありがとうございました 

平成 30 年 11 月 18 日（日）に

「映画・ビリギャル」こと、小

林さやか氏をお呼びして、鹿児

島市民文化ホール第２にて「成

績ビリからはい上がる 絶対無

理の乗り越え方」の特別記念講

演会を開催。当日は、約 850 名

の方々が足を運んで頂きまし

た。小林さんの実体験に基づ

く、流暢なお話に、皆さん釘付

でした。また今後も様々な所で

定期的に講演会を開催してほ 

しいとのお声もいただきました。今後も地域貢献事

業として取り組んで参ります。 ご参加頂きました

皆様ありごとうございました。 

 

地域貢献 

事業 

（ 報告：地域支援部 前畑 ） 



毎月曜 各支援会議 2日 節分

２日 豆まき大会 12日 慶会

１２日 各支援会議 19日 機能維持訓練 １４日 英会話 7日 英会話

１３日 業務執行役員会議 22日 園内活動 ２１日 慶会 １３日 慶会 7日 英会話

１４日 バレンタインディイベント ２６日 体育館レク ２７に里 音楽療法 １4日 積木教室 １4日 硬筆教室

１５日 リスクマネジメント委員会 21日 園内活動 15日 慶会

１９日 役職者会議 27日 音楽療法

２７日 教育研修委員会 28日 積木教室

・・日 各責任者会議（通所）

・・日 理事会

毎月曜 各支援会議

１３日 業務執行役員会議 12日 慶会

１４日 ホワイトディイベント 19日 機能維持訓練 １４日 英会話 7日 英会話

１５日 リスクマネジメント委員会 22日 園内活動 ２２日 慶会 １4日 積木教室 7日 英会話

１９日 役職者会議 ２６日 体育館レク ２７に里 音楽療法 21日 慶会 １4日 硬筆教室

２７日 教育研修委員会 27日 音楽療法 15日 慶会

28日 積木教室

・・日 各責任者会議（通所）

・・日 評議員会

毎月曜 各支援会議 9日 慶会

１０日 業務執行役員会議 16日 機能維持訓練

１６日 役職者会議 24日 体育館レク １１日 英会話 4日 英会話

１９日 リスクマネジメント委員会 ・・日 家族会 １８日 慶会 １0日 園外活動 4日 英会話

２４日 教育研修委員会 ・・日 園外活動 ２４日 音楽療法 １1日 積木教室 19日 慶会

３０日 各支援会議 ・・日 園外活動 18日 慶会

　　 ・・日 園外活動 24日 音楽療法

・・日 感染及び褥瘡予防対策委員会 25日 積木教室

・・日 各責任者会議（通所）

・・日 歓迎式（利用者・新入職員）

・・日 春季職員研修

2日 豆まき大会 2日 豆まき大会 1日 節分・慶会 2日 節分 1日 節分・慶会

14日 園内活動 7日 調理体験 5日 ニーニョスらんど 5日 ニーニョスらんど 5日 ニーニョスらんど

21日 英会話 15日 慶会 6日 オカリナ教室 9日 音楽遊び 13日 えいご遊び

26日 慶会 21日 英会話 6日 音楽あそび 16日 えいご遊び 15日 発達相談会

15日 発達相談会 23日 慶会 19日 音楽あそび

２０日 えいご遊び ・・日 幼保連絡会・小学校連絡会　 20日 オカリナ教室

第１・４月 太陽スポーツ 第１・４月太陽スポーツ（パフ・ピコ）

第２・４水 つみき教室 第１・３月太陽スポーツ（ぺぺ） 第１・３火太陽スポーツ

毎週火曜 つみき教室（パフ・ぺぺ） 第１・３金つみき教室

毎週金曜 つみき教室（ピコ）

7日 調理体験 1日 ひなまつり・慶会 2日 雛祭り 1日 ひなまつり・慶会

14日 園内活動 15日 慶会 5日 ニーニョスらんど 5日 ニーニョスらんど 5日 ニーニョスらんど

26日 慶会 21日 英会話 6日 オカリナ教室 9日 卒園式 9日 卒園式

28日 英会話 6日 音楽あそび 16日 えいご遊び 13日 えいご遊び

9日 卒園式 23日 音楽遊び 19日 音楽あそび

20日 えいご遊び 26日 ひとつ大きくなった会 20日 オカリナ教室

22日 発達相談会 30日 慶会 22日 発達相談会

28日 ひとつおおきくなった会 28日 ひとつおおきくなった会

第１・４月太陽スポーツ（パフ・ピコ）

第２・４月 太陽スポーツ 第１・３月太陽スポーツ（ぺぺ） 第１・３火太陽スポーツ

第２・４水 つみき教室 毎週火曜 つみき教室（パフ・ぺぺ） 第１・３金つみき教室

毎週金曜 つみき教室（ピコ）

11日 慶会 12日 慶会 2日 ニーニョスらんど 2日 ニーニョスらんど ９日 ニーニョスらんど

18日 英会話 18日 英会話 3日 オカリナ教室 20日 えいご遊び 10日 えいご遊び

23日 調理体験 17日 えいご遊び 未定 音楽遊び 17日 オカリナ教室

26日 園外活動 未定 親子遠足 慶会 未定 親子遠足

慶会 親子遠足 慶会

音楽遊び 音楽遊び

第１・４月太陽スポーツ（パフ・ピコ）

未定　月 太陽スポーツ 第１・３月太陽スポーツ（ぺぺ） 第１・３火太陽スポーツ

第２・４水 つみき教室 毎週火曜 つみき教室（パフ・ぺぺ） 第１・３金つみき教室

毎週金曜 つみき教室（ピコ）

※若干の日程の

２月

３月

チャレット
（本館）

チャルラル
（本館）

エルディア
（本館）

法人
パソ松ヶ尾館
（本館）

毎週月水金曜日　　　松ヶ尾塾

みらくれ
（中山複合）

３月

平成31年度

４月

２月

クラセ
（中山）

　パフ・ピコ・ペペ
（中山・中山複合）

毎週月水金曜日　　　松ヶ尾塾

毎週月水金曜日　　　松ヶ尾塾

平成31年度

４月

コルテ
（中山複合）

チャレコ
（中山）

平成31年度 各事業所別行事予定表

土曜通園日：６．１３．２０．２７日（利用者通所日数…２５日）

土曜通園日：２．９．１６．２３．３０日（利用者通所日数…２５日）

土曜通園日：６．１３．２０．２７日（利用者通所日数…２５日）

土曜通所日５，１２，１９，２６日（利用者通所日数・・・２４日）

土曜通所日：６．１３．２０．２７日（利用者通所日数…２５日）

土曜通所日：2．9．16．23日（利用者通所日数…２２日）



毎週月曜 ウキウキ体操

2日 節分

14日 英会話 ・ビレイ ２日 節分 ２日 節分 １４日 慶会・バレンタインディ

19日 園内活動 8日 工賃支払日 ６日 つみき教室 ８日 太陽スポーツ ２２日 個別活動

20日 慶会 ８日 太陽スポーツ ９日 えいご遊び

１３日 オカリナ教室 １９日 ニーニョスらんど

１９日 ニーニョスらんど ２２日 太陽スポーツ

・ビレイⅡ ２０日 つみき教室

毎週火・金余暇活動 ２２日 太陽スポーツ

・・日　 慶会 発達相談会

・・日　 レクリエーション ２７日 えいご遊び

毎週月 （ひびき）つみき教室

毎週水 （Ⅰ・Ⅱ）つみき教室

・・日 音楽あそび ・・日 音楽あそび

・・日 幼保連絡会 ・・日 幼保連絡会

・・日 小学校連絡会（就学児対象） ・・日 小学校連絡会（就学児対象）

毎週月曜 ウキウキ体操

１４日 慶会・ホワイトディ

11日 園内活動 ・ビレイ ２日 ひなまつり会 ２日 ひなまつり会 ２７日 個別活動

14日 英会話 8日 工賃支払日 ６日 つみき教室 ８日 太陽スポーツ ・・日 家族会

26日 慶会 27日 慶会 ８日 太陽スポーツ ９日 えいご遊び

１３日 オカリナ教室 １９日 ニーニョスらんど

１９日 ニーニョスらんど ２２日 太陽スポーツ

・ビレイⅡ ２０日 つみき教室 ２８日 ひとつ大きくなった会

毎週火・金余暇活動 ２２日 太陽スポーツ ３０日 修了式（遊）

・・日　 慶会 発達相談会

２７日 えいご遊び

２８日 ひとつ大きくなった会 毎週月 （ひびき）つみき教室

毎週水 （Ⅰ・Ⅱ）つみき教室

・・日 卒園式 ・・日 卒園式

・・日 音楽あそび ・・日 音楽あそび

毎週月曜 ウキウキ体操

１１日 慶会

11日 英会話 ・ビレイ ３日 つみき教室 ６日 えいご遊び １8日 個別活動

16日 園外活動 １０日 工賃支払日 １０日 オカリナ教室 １２日 太陽スポーツ

23日 慶会 ・・日 慶会 １２日 太陽スポーツ １６日 ニーニョスらんど

１６日 ニーニョスらんど ２６日 太陽スポーツ

１７日 つみき教室

・ビレイⅡ ２４日 えいご遊び

毎週火・金余暇活動 ２６日 太陽スポーツ

・・日　 慶会

・・日 音楽あそび 毎週月 （ひびき）つみき教室

・・日 発達相談会 毎週水 （Ⅰ・Ⅱ）つみき教室

・・日 音楽あそび

・遊遊 2日 節分 2日 節分（クッキング恵方巻き） ２日 慶会・節分 6日 英会話

9日 調理体験 7日 つみき教室 9日 バレンタインレター ・・日 音楽あそび 13日 調理体験

未定 サッカー療育 9日 音楽遊び 16日 理科の実験 22日 発達相談会 15日 慶会

16日 えいご遊び 23日 キネティックサンド ６日 えいご遊び 20日 調理体験

21日 つみき教室 ・・日 幼保連絡会・小学校連絡会　 27日 調理体験

・未来 23日 慶会

16日 サッカー療育 25日 太陽スポーツ 第２・４金 太陽スポーツ

２３日 園内活動 ・・日 幼保連絡会・小学校連絡会　 第２・４火 積み木教室

・遊遊 2日 雛祭り 2日 ひな祭り（寿司） １日 ひな祭り・慶会 6日 英会話

30日 修了式 7日 つみき教室 9日 ふわふわドッヂボール ６日 えいご遊び 13日 調理体験

未定 サッカー療育 9日 卒園を祝う会 16日 SST ９日 卒園式 15日 慶会

16日 えいご遊び 23日 市電体験 ・・日 音楽あそび 20日 調理体験

18日 太陽スポーツ 30日 粘土遊び 22日 発達相談会 27日 調理体験

・未来 21日 つみき教室 ２８日 ひとつ大きくなった会

１６日 サッカー療育 23日 音楽遊び

３０日 修了式 25日 太陽スポーツ 第２・４金 太陽スポーツ

26日 ひとつ大きくなった会 第２・４火 積み木教室

30日 慶会

・遊遊 20日 えいご遊び 3日 お花見 ３日 えいご遊び 3日 英会話

未定 お花見会 未定 音楽遊び 13日 理科の実験 ・・日 親子遠足 10日 調理体験

サッカー療育 慶会 20日 休み ・・日 慶会 17日 調理体験

親子遠足 27日 サッカー療育 ・・日 音楽遊び 19日 慶会

24日 調理体験

・未来 未定月２回太陽スポーツ 第２・４金 太陽スポーツ

未定 お花見会 木　週2回 つみき教室 第２・４火 積み木教室

サッカー療育

変更はご了承ください。（詳しくは事業所別日程でご確認ください。）

エルピソ
（本館）

ビレイ・ビレイⅡ
（本館）（中山）

ニーニョス
（本館）

ニーニョスクラブⅠ・Ⅱ
ひびき・遊（本館）

もぜ
（サポート清和館）

ニーニョ＆ニーニャ
（清和館）

グランパソ
（中山複合）

喜々
（サポート清和館）

来夢（らいむ）
（清和館）

遊遊・未来（さき）

（中山・中山複合）

※紙面の写真掲載についてはご本人（ご家族）の許可をいただいております。

土曜通所日：６．１３．２０．２７日（利用者通所日数…２５日）

土曜通所日：６．１３．２０．２７日（利用者通所日数…２５日）

土曜通園日：６．１３．２０．２７日（利用者通所日数…２５日）


	P1－表紙
	P2-見開き1
	P3-見開き2
	P4-見開き3
	P5-見開き4
	P6-裏表紙（M）
	P7-行事予定表1

