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－ 西語・少しずつ、一歩ずつの意 － 

カ ー サ  デ  ハ ポ ン 

～ Casa de Japon（職員寮） 入舎式 ～  

グランパソ 
にて 

左：ジェウさん  

右：ルゥさん 

Chào mừng bạn đến với Paso 

パソ松ヶ尾館

にて 

左：ルイエンさん  

右 ： マ イ さ ん 

 

コスモスのメロウな色、彼岸花のビビットな色と秋を感じる様になって久しいこの頃ですが、夜ともなると月明りが愛惜

と静寂を感じさせるのは、晩秋ならではの心身に心地良い季節となりました。ただこの広報誌が発行される頃はすでに霜降

の暦の頃かと！さて、本年度上期も終了し、様々な業務の傍ら行事、催事、地域貢献自主事業等々を盛沢山こなし、そして

慶和会（職員互助会）の暑気払いでお互いの労を労い、終盤には外国人介護実習生の受入れで幕を閉じた次第です。 

開発途上国等の外国人を日本で一定期間（最長５年内）に限り受け入れ、OJT を通じて技能を移転する国際支援の制度と

して技能実習制度の活用が当法人でもスタート致しました。ベトナム人女性４名が先般９月 27 日に着任し次日に技術実習責

任者、実習指導員、生活指導員等の実習実施者である我々法人関係者と、管理団体の方々もご出席頂き、無事入舎式を終え

た次第です。10 月 1 日よりそれぞれに２名ずつ、第一種社会福祉事業の 2 ヶ所で（パソ松ヶ尾館・グランパソ）において技

術指導が始まりました。日本語を始めとし、介護実務、又こちらでの生活支援等さまざまな事柄への適応を余儀なくされて

いますので、急がずしかしながら確実に技能修得への指導育成をスタッフ総出で実践して行きたいと思っています。制度に

対して又法人のビジョンやシステム&アクション&チェック等ダイバーシティによりフォローし合える職場の中において支援

と貢献の下、成長し合えるよい機会となり得る取り組みでありたいと願っています。そしてお互いが『介護実習ができ良か

った』と云える、云ってもらえるように。！…ベトナムでは介護という職種がなく本人達にとっては、非常に不安かと察す

ところですが…又我々も受入れ迄見えない沢山の努力を職員共々行ってきましたので、当法人職員の皆さんにとっても‶良か

った作り″の一環でありダイバーシティの機会でもある事を理解し、まだ幼いお子さまをお国に残し覚悟をもってここ日本

での介護実習を始めたばかりの 4 人の方々ですので「介護を通してパートナーとしてお互い頑張っていけたら！」と心して

この制度の推進に現在進行形でトライしているところです。 

 

理事長 川窪 眞由美 

～ パソへようこそ ～ 

http://www.keiseikai-kagoshima.jp/
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「恐竜もキリンもいる！」全国で腕を振るっておられ

る各法人の理事長様方が子供のようにはしゃいでおられ

ました。9 月３日 WJU 主催の当法人見学が行われました。 

「全国にもこんな法人はなかなかない」と非常に我々の

ハード面や経営状況に関して興味津々のご様子でした。 

では、我々職員はどうでしょう。 

どうせなら物や経営以上に我々が評価されるともっと

仕事が楽しくなりそうですよね。そうする為には何が 

必要か？毎日自問自答です。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－ 

第 17 回 パソ・デ・サマーフェスタ 開催 

（報告：催事実行委員会 一松こ） 

－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－

－ － －

－－－－ 

技能実習生 4 名が入舎しました 

パソ・デ・ 

サマーフェスタ 

 第 17 回パソ・デ・サマーフェスタを９月 27 日（土）本館にて開催致しました。ご利用者さま、ご家族さまを始め地

域の方々等沢山の方々にご来場いただき、たくさんの笑顔を見ることができ、実行委員長として大変うれしくとても感

謝です。又、ゲストとして『谷山ひょっとこ愛笑会』『洋風レクダンス』『上々楽団（shan shan band)』『ダンス（西野さん）』

の皆様に会場を盛り上げていただきました。また、毎年恒例の大抽選会も大いに盛り上がりました。そして最後に今年

初めて、花火師による打上花火をもって閉会と致ました。このイベントは職員一丸となり、企画・運営・設営・片付け

等 手作りのお祭りとして行っております。今後も皆さまに少しでも満足いただけるお祭となるよう心を込めて運営し

て参ります。次開催もぜひお楽しみいただければ幸いです。 

技能実習生 

入舎式 

9月 23日（秋分の日）地域貢献自主事業として、

女優の奥山佳恵さんによる、『女優 奥山佳恵さん 2 児

の母が語る 生きてるだけで 100点満点！』の講演会

を鹿児島市民文化ホールにて開催いたしました。当日

は、連休最終日そして台風一過にも関わらず、約 600

名程の方がご来場いただき、飾らない、気さくな雰囲

気の奥山さんの子育てに笑いあり、涙ありの講演会と

なりました。 ご参加いただいた皆様、 

誠にありがとうございました。 
 

 

 

施設見学会 

県外より 

ご来館いただきました 

（報告：法人本部 川窪け） 

9 月 28 日（土）「カーサデハポン入舎式」が行われまし

た。二つの新聞社からの取材、カメラのシャッターに本人

達も緊張した面持ちでした。各挨拶や催しの後彼女達が披

露してくださった望郷を思わせるベトナムの曲と共に「心

の友」を全員で合唱しました。東南アジアでのメジャーな

曲が「心の友」五輪真弓さんの曲とは知りませんでした。

我々一同、心を打たれたと同時に、そんな彼女達へ一分で

も手を差し伸べ、気づき一言かけることが一生の手の取り

合いに繋がるのではと思います。 

「谷山ひょっとこ愛笑会」のみなさん 「洋風レクダンス」のみなさん 
『上々楽団（shan shan band)』の 

みなさん 
「ダンス」披露の 

西野さん 

（報告：法人本部 川窪け） 

（報告：地域支援部 前畑） 

各学校 実習体験 

 介護福祉士や保育士などの資格取得のため７月～８月

にかけ各学校（国際大学や鹿児島女子短期大学等）の 

実習を受入いたしました。実習期間は決められたカリキ

ュラムを行いますが、現場でしか得られない利用者への

対応等を体験頂くと共に現場スタッフの仕事の理解を深

めていただいております。将来、福祉や保育の実りある

資格取得を目指していただきたいです。 

 

利用者避難の様子（本館） 園外活動にて（児童） 

実 習 生 

受 入 

（報告：実習指導者 有川） 



－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
★ 癒しの香りに包まれて・・・★ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月下旬にパソ松ヶ尾館では、機能維持活動として”うちわ de

テニス”を行いました。みんなでテーブルを囲み、風船の動きに合

わせてうちわを仰ぎ落さないように注意しながら目の前の人を想

いやさしく仰いだり、わざと強く仰いでみたりして、風船の挙動に

大盛り上がりでした。今回使用したうちわは以前に作ったもので、

それぞれうちわを見せ合ったりして懐かしんでいらっしゃいまし

た。笑顔が多く充実した時間となりました。 

 

★ 機能維持活動 うちわ de テニス 
－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

落ちないようにパタパタ！ 

（報告：通所支援課 佐野） 

（報告：入所支援課 中原） 

（報告：通所支援課 山野） 

展示もバッチリ！ 大きな声で歌いました♬ 力を合わせて魚を引き上げます♪ 美味しそうなホットドック get★ 

８月下旬チャルラル松ヶ尾では、毎月第４土曜日は、理学療

法士や言語聴覚士等の専門職と共に、合同レクリエーションに

て『ミニ夏祭り』を開催しました。季節に応じた取り組みを行

っております。皆で制作したホットドックやかき氷、りんご飴

などのお祭りにちなんだ商品を、手作りのお金で購入するとい

う内容で、利用者個々で好きなものを選び購入する事で、選択

肢が広がり、考える力を身に付ける事が出来たりと楽しい思い

出のひと時となりました。 

７月下旬にパソホームケア館では、”六月灯”を行いました。特

別メニューの夕食を食べた後、「的あて」や当日お泊り保育に参加

されていたお子様達にも好評だった「ヨーヨー釣り」、火照った体

をクールに冷やす「かき氷」と、3 つのブースを楽しまれました。

ひと段落したところで豪華賞品の当たる大抽選会の開催。プレゼン

ターが抽選箱から当選番号を引く度に歓声と落胆のため息が館内

に響きました。最後は外で花火を楽しみ、夏の風物詩を満喫されて

いました。 
（報告：在宅支援課 藤安） 

皆さん思い思いに楽しまれています 〆の花火 綺麗だね♡ 

－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－ 

☆ ホームケア館 六月灯 ☆ 

はぁ～～癒されるぅ～      

チャレット 

タイム 

チャレット松ヶ尾の活動に新たな風を取り入れました。以前

から好評でしたタッチケアをスタッフみんなで内容を改めて

利用者の皆さまのお好きな香りを揃えた所、皆さん、ご自分で

容器に手を伸ばしマッサージ用タオルを手に取りお気に入り

の香りを堪能される方もおり、リラックスした表情で楽しい時

間を過ごされております。今後も、香りのバリエーションも増

やしながらより一層みなさまに楽しんで頂けるよう取り組ん

でいきます。 

           

（報告：通所支援課 亀澤） 

★ 活動発表会 ★ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
☆通所事業所合同レクリエーション☆ チャルラル 

タイム 

－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

エルディア 

タイム 

スイーツづくり ♪ 

（報告：通所支援課 古川） 

レッツ、クッキングタイム♪  ハートの形の可愛いチーズケーキ 

８月下旬エルディア松ヶ尾では、毎年恒例の活動発表会を

行いました。日頃、利用者の皆さんが一生懸命に作った制作

物を地域交流スペースいっぱいに展示しました。展示物がた

くさん飾られたスペースの中で発表会に向けて考えた川柳と

全員合唱を行いました。緊張しながらも日頃の練習の成果を

しっかりと発揮することができました。その後はご家族を交

え風船バレーを楽しみ、大きな歓声も起こり大盛り上がりで

した。 
 

９月中旬の慶会（誕生会）は、作る喜びと、食べる楽しみを味わっ

て頂こうと、炊飯器で作るチーズケーキ作りを行いました。材料を

計量したり、卵割りに挑戦したりしました。ボールに材料を入れ、

泡だて器を使い途中で交代しながら混ぜ合わせを行いました。炊飯

器のスイッチを入れ慶会食を食べながら出来上がりを待ちました。

その後は、美味しく焼きあがったチーズケーキに皆さん大満足され

ていらっしゃいました。 

 

今日の香りは何かな？ 

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 

みんなでテーブルを囲んで♪ 
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グランパソでは、8 月下旬に慶会（誕生会）にてそうめん流

しを行いました。各ユニットのテーブルにて皆で流しそうめ

ん機を囲みながら、夏ならではの雰囲気を味わって頂きまし

た。普段の御膳で提供される食事とは少し異なり、より家庭

的な食事風景となりました。利用者様からも好評で、「おいし

いね、涼しくなった」などの感想を頂きました。四季折々の

季節感と、家庭的な雰囲気を感じていただけるイベントにな

りました。 

☆ 豪華ランチを堪能 ☆ 

中山通所事業所合同 夏祭り 

 

射的！狙いを定めて…見事的中！ 

（報告：通所支援課 北迫） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

（報告：入所支援課 白瀨） 

結構難しいヨーヨー釣り♪ 

－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－ 

種類が豊富な品々に迷います♪ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－ 

（報告：通所支援課 松崎） 

コルテでは、園外活動で８月１日（木）６日（火）の２日に分

かれて中山にある「焼肉なべしま」に行きました。なべしまの方

が個室を用意してくださり、親切に案内・対応してくださったの

でとてもありがたく、またトイレも身障者用のトイレが近くにあ

り、使いやすく助かりました。皆さん、焼肉以外のドリンクバー

やサラダバー、デザート等、代わるがわるおかわりして召し上が

られており、企画案が好評に終わりました。 

たくさんおかわりしました（＾ｕ＾） 

☆ 慶会 ～誕生会～ ☆ 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

知覧特攻平和会館見学中♪ 全体集合写真♪ 

 夏の涼を楽しんで 

♪ きれいな花火を楽しみました ♪ 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－ 

パソ・ホームケア中山館では、8 月下旬に中山複合福祉施設にて

花火大会を行ないました。本来は、パソ清和館にて合同花火大会の

予定でしたが、雨天の為、各々の館にて別日で実施しています。天

気の怪しい中でしたが、好きな手持ち花火をそれぞれ選んで頂き、

みんなで大きな輪を作り、最後は、そろって花火鑑賞を行ない、夏

の終わりの花火を楽しまれました。 

まずは手持ち花火を楽しみました♪  みんなで花火鑑賞★ 

（報告：在宅支援課 畦地） 

（報告：通所支援課 村田） 

納涼船 ☆ 水中花火 

水中花火は迫力満点でした♪ 船上で記念撮影★ 

今年度初めて、中山 GH、清和 GH 合同で桜島納涼船に夜間外

出致しました。桜島納涼船に初めて参加される方が多く、皆さん

とても楽しみにされており、当日は、船上でお弁当を食べたり、

抽選会、イベント参加、そして・・・・水中花火を鑑賞するなど、

夏の思い出作りになりました。水中花火は迫力満点で、館を越え

て、普段あまり接する事のない方々とも交流する事が出来、とて

も有意義な時間を過ごす事が出来ました！今後も皆様の思い出

に残る企画作りに努めて参ります。 
（報告：在宅支援課 倉元） 

8 月下旬に中山通所事業所合同の夏祭りを行いました。今年は、

午前中に射的とヨーヨー釣りを行い、午後はパブリックスペース

でスイカ割を楽しみました。ゲームと飲食の時間帯を分け、終日

賑やかな雰囲気での夏祭りとなりました。射的は、皆さん細い的

もしっかりと狙いを定めて上手に射抜いていました。午後のスイ

カ割は周囲の言葉かけを頼りに助け合いながら見事スイカを割る

ことができ、美味しくおやつに頂きました。 

 ビレイ松ケ尾では８月下旬に慶会（誕生会）を行いました。

お誕生者様のリクエストにお応えして今月はトンカツをメイン

とした昼食をお出ししました。トンカツは衣がサクサクとして

おりボリューム満点！！またご飯はじゃこ飯と皆様箸を止める

ことなく黙々と食べられていました。豪華な昼食に 

ニコニコ笑顔が見られ「おなかいっぱいだよー！！」と大満足

でした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

さあ！お肉を焼いていきます 

そうめん流しで涼しい気分です♪  

ﾎｰﾑｹｱ中山館 

タイム 

ビレイ 

タイム 
チャレコ 

タイム 

ホームケア清和館 

ライフ 

コ ル テ 

タイム 

グランパソ 

タイム 
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ほら、どんなお魚がいるかな？ 

ビレイⅡでは９月中旬に 2 日間に分かれてアクロスプラザ

にて買い物を楽しみ、昼食はふぁみり庵はいから亭にてゆっく

りと食事を楽しみました。お寿司や、お刺身など普段施設では

出ないメニューだった事もあり、どのメニューもお腹いっぱい

で美味しかったとの声が聞かれました。昼食後はアクロスプラ

ザ内にあるお好のお店で買い物や食後のティータイムをされ

る方など其々に楽しい時間を過ごすことができました。    
                                       （報告：通所支援課 緒方ひ） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－  － 

－－－－－－－－－－－－－－－－

－ 

ボリーム感いっぱいのメニュー♪ どれにしょうかな～迷っちゃう★ 

（報告：児童支援課 高嶋） 

ランプシェード作り 

パソ児童館 

タイム 

喜々 

タイム 

クラセでは、9 月中旬にかごしま水族館へ行きました。『ノーお

もちゃデイ』と題して、年に一度公共施設を利用し、親子で触れ

合う時間として取り組んでいます。魚の名前を知る事や興味を高

めるため入館前に、○×クイズ・影絵クイズを行いました。館内

を回る中で「クイズで見たね！」という声も多く聞かれました。

親子で興味津々に水槽をのぞきこむ姿や、イルカのジャンプにお

友達と目を見合わせて「おー！すごいね！」と反応するなど大盛

り上がりでした。 

本館 VS 中山 サッカー大会 

（報告：通所支援課 久保） 

完成☆ 製作のはじまり～!! 

初挑戦！難しいけど頑張るぞ～！ 

＊ ショッピング&ランチ ＊ 

喜々では、園内活動で『ランプシェードづくり』をしました。

ボトルに利用者様ご自分の好きな転写シールを付けたり、ペンで

絵を描いたりまた、ビーズなどを使いデコレーションして製作を

しました。利用者様のなかには、製作に集中されて次々に絵を描

き、素敵なオリジナルのランプシェードに仕上げる方もおられま

した。皆さん、準備した様々な材料を上手く生かして楽しんで製

作されていました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－ 

ビレイⅡ 

タイム 

慣れてきたよ！楽しいね☆ 色が混ざると何色になるかな★ 大きな模造紙に手形もペタペタ♪ 

8 月下旬ふれあい館のプレイルームへ遊びに行きました。

様々な遊具を貸し出しており、子どもたちも興味津々でした。

大きなブロックを組み合わせてお家ごっこをしたり、巨大輪投

げに挑戦したりとたくさんの遊びができました！ゆらゆら揺

れる吊り橋では順番に乗って行き、バランスを取りながらばっ

ちりポーズを決めていました♪遊びを通して友達と楽しく仲

を深められ、とても貴重な時間になりました♪ 

（報告：児童支援課 岩下ま） 

（報告：児童支援課 徳守） 

ぱそサポート

センター 

8 月下旬もぜでは、『ボディペインティング』を行いまし

た。普段から様々な感触遊びを取り入れていますが、今回は

中庭で全身を使ってダイナミックに楽しみました。中には苦

手なお子様もいますが、各々の発達段階に応じた経験を大切

に、親子で挑戦してみました！ 

絵の具が混ざりあう様子も面白くて、最後は茶色に！「カ

レー屋さんです～♪」と、すっかり色の変わった絵の具を使

って〝ごっこ遊び″を楽しむ姿も見られていました。 

ふ れ あ い 館 感 触 遊 び 
－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－ 

（報告：児童支援課 藤浪） 

ノ ー お も ち ゃ デ イ ! ! 

－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－ 

放課後等デイサービスでは夏休みに、中山 VS 本館でサッ

カー大会を行いました。月１回サッカー療育を行いその成果

をみんなで競い合いましょうと試合に臨みました。試合が始

まると皆さんボールを追いかけゴールを決めようと一生懸

命頑張っている姿が見られました。周りでは自分たちのチー

ムに大きな声援を送り点が入ると大喜びでにぎやかな試合

になりました。最後は「ありがとう・またしようね楽しかっ

たよ」と握手をしてお別れしました。 

パソ児童館 
パソ中山館 

互いの健闘を称えて握手で終了！ ゲームスタート!! 楽しい時間となりました＊ 

パソ清和館 
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 9 月 14 日（土）サンロイヤルホテルにて待ちに待った

『暑気払い』を開催いたしました。円卓を囲んで美酒、

前菜からメインディッシュ、デザートまで食事を楽し

み、夏の思い出に想いを巡らす場となりました。特にパ

ソラッツ＆スターに扮した職員有志によるショータイ

ムは顔を真っ黒にメークしてホテルの華やかなライト

をバックに盛り上がりました。次回の忘年会では来日さ

れたベトナムの実習生も参加予定なので温かい会へと

準備をしてまいります。 

慶 和 会 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－ 

（報告：慶和会 谷口あ） 

 

－－－－－－－－－―－－－－－－―

― － －

－－－－ 

 インフルエンザが流行するシーズンですね。 

インフルエンザの予防として、手洗い、うがいの徹底や

マスクの着用はよく知られていますが、実は歯みがきも

効果的なことをご存じですか？ 

インフルエンザやノロウイルスなど、ウイルスや細菌に

よる感染症を予防する効果的な歯磨きについてご紹介！ 

感染症予防に取り入れてほしい歯磨きの 

ポイントは、以下の３つ。 
   

（報告：看護師 小園） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－ 

 8 月 16 日（金）、22 日（木）に 職場体験を実施致しました。

「お父さん、お母さんの職場を体験しよう！」と称し 17 家族 

24 名のお子様たちとビレイ松ヶ尾にてパン作りを体験した

り、施設見学を行い利用者ともふれあうこともできました。初

めは緊張している様子の子供たちでしたが、普段見ることので

きないお父さん・お母さんのかっこいい姿をみることができ

て、とても感激した様子でした。今後も働きやすい環境づくり

について色々なダイバーシティ企画に取組んでまいります。 

★ パソ・デ・ダイバーシティー 

夏休み企画 ★ 

（報告：法人本部 鳥越） 

   ） 

ダイバーシティー

推進企画 

令和元年 9 月 28 日（土）に理事会を開催いたしまし

た。今回は、特定処遇改善加算への対応、同一労働同一

賃金、地域貢献事業実施等、収支補正予算案などの疑義

と運営状況の報告を行ないました。今後も法令遵守のも

と、法人運営を行なっていくともに、又理事会・評議員

会への報告を迅速にかつ確実に行なってまいります。次

回は 12 月に理事会・評議員会を予定しております。 

 
（報告：法人本部 今屋） 

 

 例年職員同士の親睦や知己を広げ心身ともにリフレッ

シュする機会を持てるように、バス旅行を実施していま

す。第一陣は 8 月 4 日（土）に宮崎東（つま）霧島神社や

綾ワイナリーを巡る旅、第二陣は 24 日（土）、25 日（日）

に串木野羽島の薩摩英国留学生記念館や金山蔵トロッ

コ、涼しい地下道で焼酎作り講話の旅…。東霧島神社で

は情緒たっぷりの長い苔石段で黎明なるパワーを得て、

串木野では幕末留学生のその後の活躍を観覧したりとさ

まざまな場所に出掛けて来ました。  

秋の日帰り旅行 

（職員旅行） 

令和元年度 第 3 回 理事会 
理 事 会 

（報告：慶和会 重村） 

 

暑気払い 
令和元年度 暑気払い 

パワースポット宮崎東霧島神社にて 薩摩金山蔵にて 

参加職員集合写真 It's Show Time !! 

 

父母の仕事場にて（第 1 グループ） 参加者集合写真（第２グループ） 

歯みがき・口腔ケアが 

インフルエンザ予防に！ 

 ◎ 夜は、特に念入りに磨く。                        

 ◎ 朝は、起きて、すぐ磨く。        

 ◎ 舌も磨く。 

 早速今日から、ウイルスの侵入を防ぐ 
「うがい・手洗い・歯みがき」を取り入れて、この冬を元

気に乗り切りましょう。※インフルエンザの受診目安は、 

高熱が出てから 12 時間以降、48 時間以内です。発症直後

は、ウイルス量が少なくて検査をしても陰性となることが

ありますので、くれぐれもご留意を！ 

リビング新聞（10/12 号） 

       掲載されました 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－ 

 リビング新聞社さまの企画『かごしま子ども夢大学』

に昨年に引き続き参加させていただきました。好奇心

旺盛なお子さま方のキラキラした表情で『福祉』の仕

事に触れていただきました。 （報告：広報 七村） 

   ） 



毎月曜 各支援会議 １２日 慶会 8日 園外活動 ７日 英会話 ７日 英会話

3日 テンパーク・デ・フリーマーケット2019 １４日 園外活動 １４日 英会話 １４日 積木教室 １５日 慶会

１３日 業務執行役員会議 １９日 園外活動 ２１日 慶会 １５日 慶会 ２２日 園外活動

１５日 リスクマネジメント会議 ２１日 園外活動 ２７日 音楽療法 ２１日 園外活動

１９日 役職者会議 ２７日 音楽療法

２１日 ボジョレー解禁日 ２８日 積木教室

２７日 教育研修委員会

毎月曜 各支援会議 １０日 慶会 １２日 英会話 ５日 英会話 ５日 英会話

11日 業務執行役員会議 ２２日 園内活動 １９日 慶会 １２日 積木教室 １３日 慶会

２０日 リスクマネジメント会議 ２５日 音楽療法 １３日 慶会

1７日 役職者会議 １９日 園内活動

２５日 教育研修委員会 ２５日 音楽療法

２８日 仕事納め ２６日 積木教室

・・日 餅つき大会

・・日 新卒入職予定者説明会

・・日 理事会

・・日 評議員会

毎月曜 各支援会議 １５日 慶会 ９日 英会話 ９日 英会話 ９日 英会話

4日 仕事初め ２２日 園内活動 ２２日 音楽療法 ９日 積木教室 ２４日 慶会

4日 年賀式 ２３日 慶会 １０日 慶会

８日 業務執行役員会議 １６日 園内活動

１７日 リスクマネジメント委員会 ２２日 音楽療法

２１日 役職者会議 ２３日 積木教室

２２日 教育研修委員会

・・日 成人のお祝い

8・12日 園外活動 ８日 慶会 ５日 ニーニョスらんど ２日 慶会 １日 つみき教室

２１日 英会話 21日 英会話 ６日 オカリナ教室 ５日 太陽スポーツ（ペペ） ５日 ニーニョスらんど

２６日 慶会 ２５日 調理体験 １３日 つみき教室 ９日 お案学遊び ５日 太陽スポーツ

１８日 太陽スポーツ １６日 えいご遊び １３日 えいご遊び

２０日 えいご遊び １８日 太陽スポーツ（パフ・ピコ） １５日 つみき教室

２１日 慶会 １９日 太陽スポーツ（ペペ） １９日 太陽スポーツ

２５日 太陽スポーツ ２５日 太陽スポーツ（パフ・ピコ） ２０日 オカリナ教室

２７日 つみき教室 ３０日 発表会 ２７日 慶会

３０日 発表会 ３０日 発表会

・・日 音楽あそび 毎週火曜 つみき教室（パフ・ペペ） ・・日 音楽遊び

毎週金曜 つみき教室（ピコ）

１２日 慶会 ６日 慶会 ３日 ニーニョスらんど 3日 太陽スポーツ（ペペ） ３日 ニーニョスらんど

１９日 英会話 １９日 英会話 ４日 オカリナ教室 ９日 太陽スポーツ（パフ・ピコ） ３日 太陽スポーツ

２４日 合同クリスマス会 ２４日 合同クリスマス会 ９日 太陽スポーツ １６日 太陽スポーツ（パフ・ピコ） ６日 つみき教室

１１日 つみき教室 １７日 太陽スポーツ（ペペ） １１日 えいご遊び

１６日 太陽スポーツ ２１日 クリスマス会 １７日 太陽スポーツ

１８日 えいご遊び ・・日 えいご遊び １８日 オカリナ教室

２５日 つみき教室 ・・日 音楽遊び ２０日 つみき教室

・・日 クリスマス会 ・・日 クリスマス会

・・日 音楽遊び 毎週火曜 つみき教室（パフ・ペペ） ・・日 音楽遊び

毎週金曜 つみき教室（ピコ）

１６日 英会話 １０日 慶会 ６日 太陽スポーツ ４日 凧揚げ ３日 つみき教室

２１日 慶会 １６日 英会話 ７日 ニーニョスらんど ６日 太陽スポーツ（パフ・ピコ） ７日 ニーニョスらんど

8日 オカリナ教室 ７日 太陽スポーツ（ぺぺ） ７日 太陽スポーツ

１５日 つみき教室 ２１日 太陽スポーツ（ぺぺ） ８日 えいご遊び

２２日 えいご遊び ２７日 太陽スポーツ（パフ・ピコ） １５日 オカリナ教室

２７日 太陽スポーツ ・・日 音楽遊び １７日 つみき教室

２９日 つみき教室 ・・日 凧揚げ ２１日 太陽スポーツ

・・日 凧揚げ・慶会 ・・日 えいご遊び ・・日 凧揚げ・慶会

・・日 音楽遊び ・・日 音楽遊び

・・日 小学校連絡会 毎週火曜 つみき教室（パフ・ペペ） ・・日 小学校連絡会

毎週金曜 つみき教室（ピコ）

※若干の日程の

法人
パソ松ヶ尾館
（本館）

チャレット
（本館）

チャルラル
（本館）

エルディア
（本館）

コルテ
（中山複合）

チャレコ
（中山）

クラセ
（中山）

　パフ・ピコ・ペペ
（中山・中山複合）

みらくれ
（中山複合）

令和元年 各事業所別行事予定表

土曜通所日 ： ２ . ９ . １６ . ３０日 （利用者通所日・・・２４日）

土曜通所日 ： ７ . １４ . ２１ . ２８日 （利用者通所日・・・２４日）

土曜通所日 ： ４ . １１ . １８ . ２５日 （利用者通所日・・・２４日）

土曜通所日 ： ４ . １１ . １８ . ２５日（利用者通所日・・・２４日） 土曜通園日 ： ４ . １１ . １８ . ２５日（利用者通園日・・・２４日）

土曜通所日 ： ７ . １４ . ２１ . ２８日（利用者通所日・・・２４日） 土曜通園日 ： ７ . １４ . ２１ . ２８日 （利用者通園日・・・２４日）

土曜通所日 ： ２ . ９ . １６ . ３０日 （利用者通所日・・・２４日） 土曜通所日 ： ２ . ９ . １６ . ３０日 （利用者通所日・・・２４日）



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。）

７日 英会話 ・ビレイ松ヶ尾 ６日 つみき教室 ２日 えいご遊び 1３日 慶会

１４日 園内活動 ８日 工賃支払日 ８日 太陽スポーツ ８日 太陽スポーツ

１９日 園外活動 ２８日 慶会 １３日 オカリナ教室 １６日 発表会 毎月曜 リハビリ体操

１５日 園外活動 １９日 ニーニョスランド

１６日 発表会 ２２日 太陽スポーツ

１９日 ニーニョスランド ・・日 慶会

・ビレイⅡ ２０日 つみき教室 ・・日 音楽遊び

８日 工賃支払日 ２２日 太陽スポーツ ・・日 園内・園外活動（遊）

・・日 慶会 ２６日 自由参観・懇談会

２７日 えいご遊び 毎月曜 つみき教室（ひびき）

２８日 発達相談会 毎木曜 つみき教室（Ⅰ・Ⅱ）

・・日 慶会

・・日 音楽遊び

１２日 英会話 ・ビレイ松ヶ尾 4日 つみき教室 7日 えいご遊び ２５日 クリスマス会

１７日 慶会 １０日 工賃支払日 １１日 オカリナ教室 １３日 太陽スポーツ ・・日 ゆず湯

・・日 クリスマス会 ２５日 慶会 １３日 太陽スポーツ １７日 ニーニョスランド

１７日 ニーニョスランド ２１日 慶会・クリスマス会 毎月曜 リハビリ体操

１８日 つみき教室 ２７日 太陽スポーツ

２１日 慶会・クリスマス会 ・・日 音楽遊び

・ビレイⅡ ２５日 えいご遊び ・・日 園内・園外活動（遊）

１０日 工賃支払日 ２６日 発達相談会

２５日 クリスマス会 ２７日 太陽スポーツ 毎月曜 つみき教室（ひびき）

・・日 慶会 ・・日 音楽遊び 毎木曜 つみき教室（Ⅰ・Ⅱ）

９日 英会話 ・ビレイ松ヶ尾 8日 オカリナ教室 4日 えいご遊び ・・日 慶会

１６日 慶会 １０日 工賃支払日 １０日 太陽スポーツ １０日 太陽スポーツ

２４日 慶会 １１日 凧揚げ大会 １１日 凧揚げ大会 毎月曜 リハビリ体操

１５日 つみき教室 ２１日 ニーニョスランド

２１日 ニーニョスランド ２４日 太陽スポーツ

２２日 えいご遊び ・・日 慶会

・ビレイⅡ ２３日 発達相談会 ・・日 音楽遊び

１０日 工賃支払日 ２４日 太陽スポーツ ・・日 幼保連絡会

・・日 慶会 ・・日 慶会 ・・日 就学時学校連絡会

・・日 音楽遊び ・・日 放デイ学校連絡会

・・日 幼保連絡会 毎月曜 つみき教室（ひびき）

・・日 就学時学校連絡会 毎木曜 つみき教室（Ⅰ・Ⅱ）

・遊遊 ・未来 ２日 発表会 ２日 発表会 2日 発表会 8日 慶会

３０日 発表会 ７日 つみき教室 ７日 理科の実験 ５日 つみき教室 25日 調理体験

・・日 サッカー療育 ９日 親子療育 １６日 JR体験　第1班 ６日 えいご遊び

１８日 太陽スポーツ ３０日 JR体験　第２班 ８日 太陽スポーツ

２１日 つみき教室 １９日 つみき教室

２５日 太陽スポーツ ２２日 太陽スポーツ

３０日 親子療育 ２８日 慶会

・・日 音楽あそび

・遊遊 ・未来 ５日 つみき教室 ７日 カラオケ ３日 つみき教室 6日 慶会

・・日 クリスマス会 ７日 親子療育 １４日 理科の実験 ４日 えいご遊び ２４日 合同クリスマス

・・日 サッカー療育 １6日 太陽スポーツ 21日 シャトルラン 1３日 太陽スポーツ

１９日 つみき教室 25日 クリスマス会 1７日 つみき教室

２１日 親子療育 ２７日 太陽スポーツ

２３日 太陽スポーツ

２８日 親子療育 ・・日 音楽あそび

・・日 クリスマス会

・遊遊 ・未来 ４日 親子療育 6日 凧揚げ ７日 つみき教室 １０日 慶会

・・日 凧揚げ １６日 つみき教室 11日 書初め ８日 えいご遊び

・・日 サッカー療育 １８日 親子療育 18日 ラーメンフェスタ １０日 太陽スポーツ

２０日 太陽スポーツ ・・日 キネティックサンド 2１日 つみき教室

２７日 太陽スポーツ 2４日 太陽スポーツ

３０日 つみき教室

・・日 音楽あそび

・・日 凧揚げ・慶会

・・日 小学校連絡会

※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。

エルピソ
（本館）

ビレイ・ビレイⅡ
（本館）（清和）

ニーニョス
（本館）

ニーニョスクラブⅠ・Ⅱ
ひびき・遊（本館）

グランパソ
（中山複合）

来夢（らいむ）

（清和館）
もぜ

（サポート清和館）
喜々

（サポート清和館）
遊遊・未来（さき）

（中山・中山複合）
ニーニョ＆ニーニャ

（清和館）

土曜通所日 ： ２ . ９ . １６ . ３０日（利用者通所日・・・２４日） 土曜通園日 ： ２ . ９ . １６ . ３０日（利用者通園日・・・２４日）

土曜通所日 ： ７ . １４ . ２１ . ２８日（利用者通所日・・・２４日） 土曜通園日 ： ７ . １４ . ２１ . ２８日（利用者通園日・・・２４日）

土曜通所日 ： ４ . １１ . １８ . ２５日（利用者通所日・・・２４日） 土曜通園日 ： ４ . １１ . １８ . ２５日（利用者通園日・・・２４日）

土曜通所日 ： ４ . １１ . １８ . ２５日（利用者通所日・・・２４日）土曜通所日 ： ４ . １１ . １８ . ２５日（利用者通所日・・・２４日）

土曜通所日 ： ７ . １４ . ２１ . ２８日（利用者通所日・・・２４日） 土曜通園日 ： ７ . １４ . ２１ . ２８日（利用者通園日・・・２４日）

土曜通所日 ： ２ . ９ . １６ . ３０日 （利用者通所日・・・２４日） 土曜通所日 ： ２ . ９ . １６ . ３０日 （利用者通所日・・・２４日）
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