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－ 西語・少しずつ、一歩ずつの意 － 

 慶び生きる会報 

 晩春となり、色彩豊かな花々と新緑が新しい活力の様に感じられ、新年号の“令和”を賞賛している様な気もしています。 

 2019 年 5 月 1 日より新年号となりますが、昭和人としてはどんな時代となるのか期待と不安が交差している所ですが、元

号が意味する通りのめでたく、そして風も和らぎ穏やかな暮らしとなり、人々にとって成果の花が咲く時代となる様にと願わ

ずにはいられません。 

 そして 5 月のゴールデンウィークが長い中、24 時間 365 日体制の私共の事業は利用児者もいらっしゃる中で全て休暇とす

るわけにもいきません。毎年の事ながら日程調整に苦慮するわけですが、更には法策で義務化された有休取得の促進を図る訳

ですが、それ以前に人材確保の為のアイデアやテクニックがどの企業においても相変わらず年々努力義務どころか必須義務と

なっており、この度当法人におきましては “慶び生き生き倶楽部”と題して、この 4 月に活力のあるシニアの皆様へ空いた時

間を施設でお手伝い頂けないかと媒体を使ってアプローチさせて頂いたところです。ところが予想に反して沢山の方々からの

応募があり反響の高さに驚いております。その応募者の皆さまを面接する中で、生産人口層の皆さんとの面接に比べますと、

昭和生まれの方々のわけですがとりわけ誠実で真撃で謙虚なその志望するお姿やお言葉を伺い、こちらが恐縮する位、恭順さ

をもって望んで下さいました。まだまだ労働意欲が大いにおありなのだ！と年齢からくるその印象を払拭する必要があると感

じた次第です。 

来月中旬あたりから、お手伝い頂く事となりますが、「必要とされる場所」となるべく当施設がひと役担う事が出来れば逆に

有り難く思うところです。生産人口層であろうが、なかろうが労働意欲の有無と共に、この様な機会を発信する事も少子高齢

化の中にあっては、ハードルを低くした開かれた活躍の場の存在を知らしめる事も、インフラとなるべく私共の事業にとって

は重要かつ必要な事かと思います。あらゆるブランディングが飛び交う中、需要と供給がマッチングするなら、勤勉で堅実で

質素でしかも忖度できるシニアの人々が生き甲斐となって、支援する側される側共々が健康寿命の伸長につながれば、更にシ

ニアの方々が支援を必要とすると障害児者、高齢者、私共の事業を通して多種多様な人々と出会い、それぞれがこれ迄のキャ

リアを生かして頂き新しいダイバーシティの可能性を見いだすきっかけ作りになれば幸いに思います。そして誰にとっても居

場所と出番のある社会であってほしいと願らずにはいられません。 

更には「慶生会があってよかった！！」と思って頂ければ尚嬉しい限りです。 

令和元年も関係各位の皆さまどうぞ宜しくお願い致します。 
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4 月 1 日（月）上記歓迎式後に新入職員 4 名へ「辞令

交付」の後に先輩職員へチューター任命式」を行いまし

た。チューター任命式では『心得』として「“教える、

教わる”や “正しい、間違い”だけの学習だけではな

く、一人の人間として向き合うこと。」等の説明を行い

ました。年間計画をもって「1 か月後研修・3 ヶ月毎の

アセスメント・1 年後振返り」のルーティングを行い新

入職員への様々なアシストをもって人材育成に本年度

も努めてまいります。 
（報告：教育研修委員会 田畑） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－  －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

新利用者・新入職員歓迎式を行いました！！ 

（報告：管理部 本田） 

－－－－－－－－－－－－－－
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辞令交付式とチューター任命式 

新利用者・新入職員

歓迎式 

★通所支援事業 家族会を開催しました★ 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－  －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 ３月中旬、通所支援事業所では、パソ松ヶ尾館（本館）並びに中山複合福祉施設（中山館）にて、平成 30 年度 下半期

活動報告『家族会』を開催致しました。下半期における処遇関係や活動報告等、DVD 上映を交える他、後方には活動で

製作した貼り絵や写真立て等、実際に展示する事で、各事業所の特色などをご家族へお伝えする事が出来ました。 

昨年 12 月には、初めての試みである別会場にて“親亡き後を共に考える”をテーマに講師をお招きし、全事業所合同で

家族会を実施致しました。全ご家庭の方々が重要視されている課題という事で、ご家族の方々より貴重なご意見や感想

を頂く事が出来ました。今後も様々な課題に応じて家族会を開催し、情報発信を行ってまいりますので、ぜひご参加く

ださい。今年度も更に楽しく賑やかな通所事運営を実施してまいりますので、宜しくお願い致します。 

 

 

新入職員 4 名理事長より辞令交付 

（報告：通所支援課 山野） 

 4 月 1 日（月）、平成 31 年度 新利用者及び新入職員歓迎式を執り行ないました。 

この度、特別支援学校を卒業し通所事業所を利用されます新しい利用者 2 名をお迎えいたしました。卒業まで

お世話になった先生方（鹿児島養護学校）そしてご家族が見守る中、利用者代表の方から、元気で力強い挨拶

がありました。又、31 年度新入及び既卒職員が 7 名入職し、新年度のスタートを致しました。 

皆様、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

チャルラル松ヶ尾 チャレット松ヶ尾 

家 族 会 

チャレコ 

辞令交付式 

チューター任命式 
只今 8 月のオープンに向けて建設中！ 職員寮＆ 

ビレイ松ヶ尾 

分場 

 令和元年 8 月より職員寮（慶生館）とビレイ松ヶ尾

分場所のオープンに向けての建設工事が、外部足場も

取れ着々と完成に向かっています。入寮する介護実習

生や作業する利用者の方々が快適に使用して頂ける

様に業者の方々も奮闘中です。 

 

正面から 道路側より 

（報告：広報委員会 松元） 

https://illust8.com/wp-content/uploads/2019/01/spring_sakurafubuki_illust_2838.png
https://illust8.com/wp-content/uploads/2019/01/spring_sakurafubuki_illust_2838.png
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鬼が出たぁ～!! 
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パソ松ヶ尾館では、現在レストラ 

ンに大きな桜が咲き誇っていま 

す。全て利用者様の手作り！毎回

季節に合った壁画や飾りを、全員で作業分担して作成しています。 

３月１９日（火）の園内活動の時間からは、夏に向けての作品作

りが始まりました。まだ作成途中ですが、力を合わせて完成させま

す！何を作っているかは、完成してからのお楽しみ☆ 

季節を感じて♬ 
－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

新作作成中☆ 

（報告：通所支援課 永留） 

（報告：入所支援課 大原） 

（報告：通所支援課 山野） 

にっこりスマイルで、ハイ！ポーズ♪  素敵なカレンダーが出来上がりました！ みんなで日光浴、気持ちいね♪ 足浴で更に温かく★ 

３月１５日（金）チャルラル松ヶ尾では、施設裏の芝生にて

日光浴を楽しみました。晴天に恵まれ、過ごしやすい気候の下、

日光浴とシャボン玉を手にし時間いっぱい楽しみました。 

小さな花や様々な虫など、沢山の『春』を発見する事が出来、

利用者の方々から「気持ち良いね、また来よう」等と声があが

り、笑顔も満開でした。午後からは心身共にリフレッシュ出来

るようにと‶足浴″時間を設けました。これから体力作りを兼

ね、園内外活動を通じて色々な場所へ出かけ、季節を感じなが

ら楽しんでいきましょう✡ 

２月某日、パソ・ホームケア館ではパソの裏庭に咲いてい

る山桜のお花見を行いました。冬の間は気温も低く中々外に

出られなかった入居者様。久しぶりに感じる外の空気や日光

の暖かさを全身で感じながら綺麗に咲いている桜の花を見上

げていらっしゃいました。「綺麗だね」「かわいいお花だね」

と話ながらうっとりと桜を眺める利用者様が印象的でした。

自室の窓を開けると満開の桜が見える光景に…ちょっと羨ま

しく思った報告者でした。 （報告：在宅支援課 藤安） 

綺麗に咲いた山桜 皆さんウットリと眺めています♪ 

－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－ 

一足早くお花見です🌸 

リアル赤鬼登場、皆さんびっくり♪ 

チャレット 

タイム 

2 月の節分に『鬼のお面』を制作しました。新聞紙を丸めて箱に

貼りつけ、色を塗ると・・・。リアルすぎて笑われる方も。豆まき

大会当日、突然テラスから鬼が現れチャレット松ヶ尾は大騒ぎ！職

員とみんなで大きな声で『鬼は外、福は内』と逃げ惑う鬼に、豆を

力いっぱい投げつけ無事、手ごわい鬼を追い払う事に成功!!その後、

鬼もチャレット松ヶ尾で一緒に記念撮影、ハイ！ポーズ☆。 

（報告：通所支援課 亀澤） 

☆オリジナル写真カレンダー作成☆ 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

✡春の暖かさを感じよう✡ チャルラル 

タイム 

－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

エルディア 

タイム 

思い出アルバム作り☆ 

（報告：通所支援課 川畑） 

カッコよく、可愛く見えるように考えよう 皆さん渾身の出来栄えです!! 

３月１５日（金）エルディア松ヶ尾では、慶会にて、写真カ

レンダーの作成を行いました。写真撮影では、雑誌モデルのよ

うにポーズをとり、カメラを向けられると少し緊張した様子で

撮影に望んでいらっしゃいましたが、撮影が進み慣れてくる

と、「こんなポーズはどうかな？」と自ら提案され、いきいき

とした表情で撮影を楽しまれていました。撮影した写真をカレ

ンダーとしてプリントアウトした後は、イラストを加えたり、

シールでデコレーションをしたりと皆で楽しみ、世界に一つだ

けのカレンダーが完成し、嬉しそうな様子でした☆ 
 

 ３月２６日（金）慶会では、今年度に撮影した利用者様の写真の

中から厳選した各々5 枚の写真をアルバム台紙に貼り、デコレーショ

ンシール等で装飾して 30 年度の思い出アルバムを作成しました。皆

さん思い思いに写真を切り抜いたりカラフルなデコシールを多数貼

ったりして個性的なアルバムを完成させました。皆さんの製作した

台紙は 1 冊のアルバムにまとめ、午後からは作品を見ながらで思い

出話に花を咲かせお茶会を楽しみました。 

 

心を込めて作っているのは・・・ 

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 

室内で花見ができる！ 



 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グランパソでは、2 月 19 日（火）に慶会にてスムージー作

りを行いました。ご自分で飲んでみたい果物をジューサーに

入れ、作り立てを飲まれると、「いつも食べているフルーツと

違って、これも美味しいね」と口々にされ、何杯もおかわり

されるご利用者様もおられました。美味しいものを口にする

と職員との会話も弾み心和む楽しい時間となりました！ 

いもモチ作り 

春を探しに♪ 

わぁ～桜が咲き始めている!!  

（報告：通所支援課 北迫） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

（報告：入所支援課 白瀨） 

春風が心地よかったよ～♪ 

－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－ 

美味しくできあがりました～ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－ 

（報告：通所支援課 松崎） 

3 月の園内活動でじゃがいもを使って「いもモチ」を作りま

した。じゃがいもの皮を剥くところから始めてレンジで柔ら

かくした後、マッシャ-でつぶして片栗粉と混ぜて成形し、ホ

ットプレートで焼くだけ！できたモチにしょうゆをからめて

できあがりです。身近な材料で簡単に作る事ができ、また試

食した際に皆さん「おいしい」と喜ばれました。 

できたスムージのお味はいかが(^^)! 

♪ 慶会（お誕生会）♪ 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

慶会食♪ みんなでいただきまーす 

スムージー(ジュース)作り 

外気浴を楽しみました♪♪ 
－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－ 

パソ・ホームケア中山館では、3 月 24 日（日）に久しぶり

に天気も良く暖かったため屋上に行き外気浴を楽しまれまし

た。利用者の皆さん「久しぶりに晴れて気持ちがいいね」と

言って喜ばれておりました。感染症対策のためなかなか外出

する機会が少ないため外の空気を吸うことでストレス発散と

風邪対策にも繋がったと感じます。今後も利用者の皆さんが

休日に楽しめる企画を計画して参ります。 

とても気持ちがよかった★★ 空も気持ちも晴～ればれ(＾0＾)! 

（報告：在宅支援課 有川み） 

（報告：通所支援課 村田） 

わがままデー（ﾘｸｴｽﾄﾒﾆｭｰ）☆ 

ハンバーガー美味しいなぁ～☆ 月 1 回のわがままディが楽しみです♪ 

3 月 19 日（火）に月 1 回のわがままデーを開催し、今回はハ

ンバーガー専門店へハンバーガーを注文しました。皆さん、ポテ

トやハンバーガーなど思い思いに注文され、ボリューム満点で普

段食べる機会が少ない為、とても大好評でした。 

 月 1 回のわがままデーは利用者様にリクエストを聞き、実施

しております。今後も皆様に食の楽しみを持ち生活を送って頂け

るように工夫して参ります。   
（報告：在宅支援課 倉元） 

チャレコでは 3 月中旬に「春」を探しに近くの公園へ出

かけました。暖かな風が吹くなかでの散歩中は、桜が咲き

始めていることに気付き、草花の周囲には虫たちもたくさ

んみつけ、春の訪れを感じることができました。屋外にで

ると気持ちも晴れやかになり、短い散策時間でしたが、気

分転換を図ることができました。 

 ２月２０日（水）にビレイ松ヶ尾では慶会（誕生会）を実

施しました。今月はお誕生者様のリクエストにお応えしてエ

ビフライをお出ししました。メインにはタルタルソースがい

っぱいのったエビフライとボリューム満点での昼食です。 

配膳されますと様子がほころびご満悦の利用者さまでした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

じゃがいもを皆でつぶしま～す 

お好みの果物を選んで… 

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 

 

ホームケア清和館 

ライフ 



 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

在園児さんからのプレゼント 

（パソ児童館） 

2 月 19 日（火）ビレイⅡでは『アツアツのフレンチトーストを食べて

みたい!!』という意見があり、調理活動を行いました。食パンを切って専

用の液につけて焼くお菓子ですが、専用の液につける時間のバランスや

焼き加減、バターの分量など、細かい調整が必要となり、それをほぼ、

前準備なしに今回は皆さんで取り組みました。ホットプレートで焼き具

合を焦がさないように見ながら慎重に焼いておられました。こんがりと

焼き上がったフレンチトーストと一緒にコーヒーを添えて、ちょっとし

た喫茶店に行ったような雰囲気を味わう事が出来ました。 （報告：通所支援課 緒方ひ） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－  － 

－－－－－－－－－－－－－－－

－－ 

こんがりと焼きあげ♪ できたてフレンチトーストのお味は 

いかがでしょう！？ 

♪ ひとつ大きくなった会 ♬  

おめでとう！皆勤賞☆ 

（報告：児童支援課 高嶋） 

🌸 ひな祭り 🌸 

パソ児童館 

タイム 

喜々 

タイム 

3 月 16 日（土）パソ児童館、パソ中山児童館(清和館、 

サポート合同)において『卒園を祝う会』が行われました。 

園長より卒園証書や記念品を受取る際、お子様の通園時から

思い出を振り返り、涙する保護者様・職員の様子が見られ、

堂々とするその姿に成長を感じました。また、在園児さんか

らは、心のこもったプレゼントを貰い、嬉しそうな表情のお

子様方でした。 

皆さん、御卒園おめでとうございます！1 年生になっても

パソに遊びにきてくださいね！！ 

♪ 卒園を祝う会 ♫  

（報告：通所支援課 久保） 

卵の数がスゴイ迫力 卵を持って、はいチーズ 

遊：満開の桜と集合写真 

3 月 28 日（木）各館にて『ひとつおおきくなった会』が行わ

れました。普段とは違う雰囲気の中、ドキドキと緊張した表情

を見せる子どもたちとともに、一年間の思い出を振り返りなが

ら涙を流される保護者様や、職員も一緒に喜びを共感する機会

となりました。また、クラスに分かれて一人ひとりへ賞状を受

け取った際には、期待にあふれたとても良い表情をしているよ

うに感じられました。今後も職員一丸となり、お子様がたの成

長のサポートを尽力する決意を致しました。      

＊ 調理実習を実施しました ＊ 

喜々では、3 月 3 日ひな祭りに向けて、雛人形作りに取り

組みました。製作では、主にちぎり絵を使った作品に仕上が

っています。また、カッターナイフやハサミなどの道具を使

い、それらの安全な使い方にも慣れることを目標に取り組み

ました。最後は、皆さんで男性はお内裏様に、女性はお雛様

になって記念撮影をしました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－ 

ビレイⅡ 

タイム 

1 人、ひとり卒園証書を 

もらいました！（パソ児童館） 

集合写真（パソ児童館） 集合写真（パソ中山児童） 

職員による出し物♬ 

パソ児童館 

パソ中山館 

パソ清和館 

放課後等 

デイサービス 

遊遊：春の生き物（製作） 来夢：乗車体験（市電） 未来：お花見しながらお弁当 

季節に合わせた様々な活動や体験を通してお友達と楽しい雰囲気の中、経験を重ねイキイキとした時間を過ごしております。 

大きく 

なぁ～れ!! !! 

（報告：児童支援課 愛甲） 

（報告：児童支援課 坂元） 



－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－ 

－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－ 

－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

春期職員研修 

 平成 31 年 3 月 18 日（月）理事会を開催しました。 

指導監査等の報告や社会福祉充実計画等の執行状況報

告等を行いました。また 26 日（火）評議員会を開催し、 

平成31年度事業計画と収支予算の議決を行ないました。 

4 月 20 日（土）、平成 31 年度新入職員歓迎会を催しました。

先輩職員の見守る中、新入職員ひとりひとりが緊張の面持ち

で自己紹介を致しました。また、当法人へ入職し 3 年以上・

5 年以上・10 年以上の勤続者へ表彰。そして利用率達成受賞

事業所の表彰も行われ「今度こそは我が事業所が！！」との

声が上がりました。そして、日頃の業務や職員間の親睦を図

る楽しい時間になりました。最後は参加職員の集合写真を撮

り宴を締めくくりました。 

 

 施設見学 

平成 31年 4月 20日（土）、ウェルビューかごしまにて 

2019 年度春期職員研修を行いました。今回は、社会保険労

務士 松田将紀氏をお招きし『働くことの意味』等分かりやすく

講義いただきました。また『人権擁護及び身体拘束指針』『施

設のリスクマネジメント』他受講。グループワークでは【働き方

改革】による〝業務改善及びチーム力アップ〟について協議

し実践計画をまとめました。 

 

（報告：管理課 西村） 

全体研修の様子 グループワークの様子 

－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－ 

海外 

視察研修 

歓迎の伝統舞踊 看護学校訪問 

旬の野菜 

（報告：法人事務局 川窪け） 

Apa kabar？（お元気ですか？） 

2 月にインドネシアへ視察研修に参りました。首都

ジャカルタから 6 時間、チアンジュールを拠点に

様々な場所で様々な活動を行い私の率直な感想は

「甘い」。社会、家族、仕事、人間関係、食事、お金、

時間…いい意味でも悪い意味でも日本にはない文化

をそこに感じました。日本という国、そして法人の

変革期です。海外の文化を混ぜる事で「面白くでき

る、やれる」素地は法人そして、我々職員にあるで

しょうか？ 

春期職員研修を行いました 

（報告：栄養管理 新小田） 

☆歓迎会を行いました☆ 

～グリーンピース～ 

 

４月～６月が旬のグリー

ンピース。苦手な方が多い

ですが、食物繊維が豊富

で、便秘の予防改善につな

がります。また、便が腸内

の有害物質を外へ追い出

す働きが水溶性食物繊維

より強いので、大腸がんの

予防に有効です。 

 

（報告：教育研修委員会 田畑） 

 
（報告：慶和会 谷口あ） 

 

利用者利用率 

達成受賞 

事業所 

理事会 

評議員会 

（報告：法人事務局 川窪け） 

4月 11日（土）日本デンソーインド

ネシア法人専務をはじめ 4 方が本館、

中山館、新設寮を視察にいらっしゃい

ました。2000人規模の学校も経営して

いる方々ですが新しく介護に特化した

学校を作るようです。送り出し側が最

大限の準備をはじめました、当法人は

その準備にどう応える事ができるでし

ょうか？ 

パソ松ヶ尾館にて 

栄養 

管理 

（報告：法人事務局） 

 

職員集合写真 

活動について説明いたしました 

慶び生き生き倶楽部 発足です 

4 月 12 日（金）～14 日（日）の 3 日間にわたり、『慶び生き

生き倶楽部』の説明会が、本館・中山の 2 箇所で行われました。

この『慶び生き生き倶楽部』は、地域にお住いのシニアの方、

主に 60 代、70 代を対象に、空いた時間を有効に使っていただき、

介護補助や保育補助、送迎や清掃、洗濯、草刈り等の軽作業に

従事して頂くというものです。3 日間で、本館には 15 名、中山

には 20 名の方がお見えになりましたが、この後まだまだ面談希

望もあり、皆様方の活力を期待しているところです。 

      

 福利厚生 

 
勤続永年者表彰（勤続 10 年） 

新卒・既卒 入職者 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=cYAYMkiL&id=1ABA2EC86ACE832C88E2061ABC4448C542FA632E&thid=OIP.cYAYMkiLHv4JBksQI_wYlAHaHa&mediaurl=http://4.bp.blogspot.com/-S9iMvM5-DcI/VoX5L4XQDlI/AAAAAAAA2TA/JiN-OviBAcE/s800/food_mamegohan.png&exph=625&expw=625&q=%e8%b1%86%e3%81%94%e9%a3%af+%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&simid=608043681402850999&selectedIndex=0
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj957mG2OfhAhVOdXAKHXYRCKcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.11294.net/category/ivent/&psig=AOvVaw2rgmCYunrjvo69LiQ2sM8P&ust=1556159367259394


毎月曜 各支援会議 １４日 慶会

７日 各支援会議 ２８日 機能維持訓練

８日 業務執行役員会議 ３０日 体育館レク 9日 英会話 ９日 英会話・積木教室

１７日 リスクマネジメント委員会 16日 慶会 １６日 園外活動 ９日 英会話

２１日 役職者会議 ・・日 園外活動 ２３日 園外活動 ２３日 積木教室 1７日 慶会

２２日 教育研修委員会 2９日 音楽療法 2４日 慶会 ２４日 園外活動

2９日 音楽療法

・・日 各責任者会議（通所）

・・日 理事会

毎月曜 各支援会議 １１日 慶会

１５日 定期評議員会 ２５日 機能維持訓練

１８日 役職者会議 ２７日 体育館レク 13日 英会話 ６日 英会話

１９日 業務執行役員会議 20日 慶会 １３日 積木教室 6日 英会話

２１日 リスクマネジメント委員会 ・・日 園外活動 2６日 音楽療法 2０日 慶会 ２０日 園内活動

２６日 教育研修委員会 2６日 音楽療法

27日 積木教室

・・日 各責任者会議（通所）

・・日 事業報告

・・日 決算理事会

・・日 理事会

・・日 特別支援学校実習受入開始

毎月曜 各支援会議 9日 慶会

１６日 各支援会議 ２５日 体育館レク

１６日 役職者会議 ３０日 機能維持訓練 １１日 英会話 4日 英会話

１７日 業務執行役員会議 １８日 慶会 １0日 園外活動 4日 英会話

１９日 リスクマネジメント委員会 ・・日 園外活動 ２４日 音楽療法 １1日 積木教室 19日 慶会

２４日 教育研修委員会 18日 慶会 2５日 園外活動

　　 24日 音楽療法

・・日 各責任者会議（通所） 25日 積木教室

14日 慶会 10日 慶会 １日 オカリナ教室 9・18日 運動会予行 ７日 ニーニョスらんど

23日 英会話 14日 園外活動 ７日 ニーニョスらんど 18日 えいご遊び ８日 えいご遊び

28日 園外活動 23日 英会話 9・18日 運動会予行 9・18日 運動会予行

30日 園外活動 31日 調理体験 １５日 えいご遊び 毎週火曜日 積み木教室（パフ・ぺぺ） １５日 オカリナ教室

２３日 発達相談会 毎週金曜日 積み木教室（ピコ） 2２日 慶会

２５日 慶会 第２・４月曜日  太陽スポーツ（パフ・ピコ） ２３日 発達相談会

第２・４月曜日      太陽スポーツ ・・日 家族会 第１・３火曜日　　太陽スポーツ

・・日 音楽あそび

・・日 音楽あそび ・・日 慶会 ・・日 音楽あそび

・・日 家族会 ・・日 家族会

11日 慶会 7日 慶会 １日 運動会 １日 運動会 １日 運動会

20日 英会話 13日 園外活動 ４日 ニーニョスらんど １５日 えいご遊び ４日 ニーニョスらんど

18日 園外活動 20日 英会話 ５日 オカリナ教室 ２７日 公開療育（パフ） １２日 えいご遊び

27日 園外活動 28日 調理体験 １９日 えいご遊び ２６日 オカリナ教室

２０日 慶会 毎週火曜日 積み木教室（パフ・ぺぺ） ２６日 慶会

２７日 発達相談会 毎週金曜日 積み木教室（ピコ） ２７日 発達相談会

２７日 公開療育 第１・３月曜日  太陽スポーツ（パフ・ピコ） 第１・３金曜日　　つみき教室

第１・３火曜日　　太陽スポーツ

第１・３月曜日　　太陽スポーツ ・・日 音楽あそび

・・日 慶会　 ・・日 音楽あそび

・・日 音楽あそび

9日 園外活動 5日 慶会 ２日 ニーニョスらんど 2日 公開療育（ぺぺ） ２日 ニーニョスらんど

11日 園外活動 12日 園外活動 ３日 オカリナ教室 ６日 七夕会 ２日 公開療育

18日 英会話 18日 英会話 １７日 えいご遊び ２０日 えいご遊び １０日 えいご遊び

23日 慶会 26日 調理体験 25日 発達相談会 １７日 オカリナ教室

毎週火曜日 積み木教室（パフ・ぺぺ） ２５日 発達相談会

毎週金曜日 積み木教室（ピコ）

第１・５月曜日      太陽スポーツ 第１・５月曜日　太陽スポーツ（パフ・ピコ） 第１・３火曜日　　太陽スポーツ

　　　

・・日 音楽あそび ・・日 音楽あそび ・・日 音楽あそび

・・日 七夕会・慶会 ・・日 慶会 ・・日 七夕会・慶会

第１・３金曜日　　つみき教室

５月

６月

７月

コルテ
（中山複合）

チャレコ
（中山）

5月
第２・４水曜日　　つみき教室

6月

7月

みらくれ
（中山複合）

第２・４水曜日　　つみき教室

クラセ
（中山）

　パフ・ピコ・ペペ
（中山・中山複合）

※若干の日程の

第２・4水曜日　　つみき教室

毎週 月水金曜日　松ヶ尾塾

毎週 月水金曜日　松ヶ尾塾

チャレット
（本館）

チャルラル
（本館）

エルディア
（本館）

第１・３金曜日　　つみき教室

法人
パソ松ヶ尾館

（本館）

毎週 月水金曜日　松ヶ尾塾

令和元年度 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…22日）

土曜通園日：1．8．15．22．29日（利用者通所日数…２５日）

土曜通所日：11．18．25日（利用者通所日数…24日）

土曜通所日：11．18．25日（利用者通所日数…24日） 土曜通所日：11．18．25日（利用者通所日数…24日）

土曜通園日：1．8．15．22．29日（利用者通所日数…２５ 土曜通園日：1．8．15．22．29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…22 土曜通園日：６．１３．２０．２７日（利用者通所日数…22日）

本館では毎月第3（火）に

実施しています！

お子様の発達が気がかりな

親子の教室です｡

お気軽にご参加お待ちして

います。



毎週月曜 ウキウキ体操

14日 園外活動

9日 英会話 ・ビレイ 8日 オカリナ教室 9・18日 運動会予行 15日 園外活動

16日 園外活動 10日 工賃支払日 9・18日 運動会予行 10日 太陽スポーツ １６日 慶会

28日 慶会 29日 園外活動 10日 太陽スポーツ 11日 えいご遊び １６日 しょうぶ湯

17日 生活体験学習 21日 ニーニョスらんど

21日 ニーニョスらんど 24日 太陽スポーツ

8日 工賃支給日 22日 えいご遊び 25日 慶会

　・・日 慶会 23日 発達相談会

24日 太陽スポーツ 毎月曜日 つみき教室（ひびき）

25日 慶会 毎水曜日 つみき教室（Ⅰ・Ⅱ）

28日 自由参観・懇談会 　

・・日 音楽あそび

・・日 家族会

・・日 音楽あそび ・・日 園内・園外活動（遊）

・・日 家族会

・・日 ペアレント・トレーニング

毎週月曜 ウキウキ体操

１３日 慶会

13日 英会話 ・ビレイ 1日 運動会 1日 運動会

18日 園外活動 10日 工賃支払日 12日 オカリナ教室 8日 えいご遊び

27日 園内活動 21日 慶会 14日 太陽スポーツ 14日 太陽スポーツ

1５日 慶会 1５日 慶会

18日 ニーニョスらんど 18日 ニーニョスらんど

8日 工賃支給日 2１日 生活体験学習 2２日 園内・園外活動（遊）

4日 はみがき教室 25日 自由参観・懇談会 28日 太陽スポーツ

　・・日 慶会 26日 えいご遊び

27日 発達相談会 毎月曜日 つみき教室（ひびき）

28日 太陽スポーツ 毎水曜日 つみき教室（Ⅰ・Ⅱ）　

・・日 音楽あそび

・・日 音楽あそび・健康診断

毎週月曜 ウキウキ体操

１１日 慶会（夏祭り）

11日 英会話 ・ビレイ 6日 七夕・慶会 6日 七夕・慶会

18日 慶会 １０日 工賃支払日 10日 オカリナ教室 6日 園内・園外活動（遊） ・・日 園外活動

・・日 園外活動 12日 太陽スポーツ 12日 太陽スポーツ

16日 ニーニョスらんど 13日 えいご遊び

1９日 生活体験学習 16日 ニーニョスらんど

10日 工賃支給日 23日 自由参観・懇談会 26日 太陽スポーツ

　・・日 慶会 24日 えいご遊び 27・28日 お泊り療育（年長児）

25日 発達相談会

26日 太陽スポーツ 毎月曜日 つみき教室（ひびき）

27・28日 お泊り療育（年長児） 毎水曜日 つみき教室（Ⅰ・Ⅱ）　

未定 音楽あそび ・・日 音楽あそび

遊遊 9日 運動会予行練習 11日 サッカー療育 8日 えいご遊び 1日 調理体験

・・日 家族会 11日 えいご遊び 18日 自由参観・懇談会 9・18日 運動会予行練習 ８日 調理体験

・・日 園外 18日 運動会予行練習 25日 理科の実験 ２３日 慶会 １４日 園外活動

23日 慶会 ２３日 発達相談会 １５日 調理体験

未来 25日 音楽遊び 29日 家族会 22日 調理体験

18日 サッカー療育 29日 家族会 30日 音楽あそび 24日 園内活動

25日 園外活動

第3・4月曜日　太陽スポーツ 第1・3火曜日　　つみき教室

月2回木曜日　つみき教室 第2・4金曜日　　太陽スポーツ

遊遊 1日 運動会 1日 運動会 1日 運動会 5日 調理体験

・・日 公開療育 8日 療育参観 8日 歯科模擬体験 5日 えいご遊び １２日 調理体験

・・日 園外 15日 えいご遊び 15日 園外活動 20日 慶会 19日 調理体験

22日 慶会 22日 太極拳 20日 発達相談会 2１日 園内活動

未来 29日 音楽遊び 29日 クッキング

15日 サッカー療育 第1・3火曜日　　つみき教室

22日 園外活動 第3・4月曜日　太陽スポーツ 第2・4金曜日　　太陽スポーツ

月2回木曜日　つみき教室

・・日 音楽あそび

遊遊 4日 公開療育 ６日 プール 3日 えいご遊び 3日 調理体験

・・日 プール ６日 慶会・七夕 13日 クッキング 10日 公開療育 10日 調理体験

・・日 園外 13日 音楽遊び 20日 川遊び 25日 発達相談会 17日 調理体験

20日 えいご遊び 27日 ふわふわドッヂボール 19日 園内活動

未来 27日 お泊り療育 第1・3火曜日　　つみき教室 24日 調理体験

・・日 プール 28日 お泊り療育 第2・4金曜日　　太陽スポーツ 31日 調理体験

20日 サッカー療育

第3・4月曜日　太陽スポーツ ・・日 音楽あそび

月2回木曜日　つみき教室 ・・日 七夕会・慶会

来夢（らいむ）
（清和館）

遊遊・未来（さき）

（中山・中山複合）
もぜ

（サポート清和館）
ニーニョ＆ニーニャ

（清和館）
喜々

（サポート清和館）

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）

・ビレイⅡ

・ビレイⅡ

グランパソ
（中山複合）

ニーニョスクラブⅠ・Ⅱ
ひびき・遊（本館）

・ビレイⅡ

第１・３水曜日　　つみき教室

第１・３水曜日　　つみき教室

第１・３水曜日　　つみき教室

※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：11．18．25日（利用者通所日数…24 土曜通所日：11．18．25日（利用者通所日数…24日）

土曜通所日：11．18．25日（利用者通所日数…24日）

土曜通園日：1．8．15．22．29日（利用者通所日数…２５ 土曜通園日：1．8．15．22．29日（利用者通所日数…２５

土曜通園日：1．8．15．22．29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 土曜通園日：６．１３．２０．２７日（利用者通所日数

土曜通園日：６．１３．２０．２７日（利用者通所日数…22日）

本館では毎月第3（火）

に実施しています！

お子様の発達が気がか

りな親子の教室です｡

お気軽にご参加お待ち

しています。
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