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新年明けましておめでとうございます。令和 2 年もどうぞ宜しくお願い致します。 

去年は、温暖化による大規模災害もありそれに伴う海産物の不漁等、生活する事すら安心・安全が脅かされた年でもありまし

た。今年においても日常生活への危険をはらみながらの厳しいリスクを伴う年になるやもしれません。そんな地球コミュニティ

が壊れていくさまを危険予知をもってそれぞれに前進しなければならない時代です。 

今年は東京オリンピック・パラリンピックそして鹿児島国体と平和の祭典といえる催しも片方では開催されますが、目まぐる

しい世の中の流れと共に社会福祉法人は地域における公益的な取組みと地域共生化が大きな義務となっています。強固な法人基

盤作りが急がれます、そしてチャレンジングしなければなりません！ 

今年は子年・・・なぜ子（ね）が始まりなのでしょうかわかりませんが”何かを始める為の年“ともいえるかと思います。 

『ねずみ』というと驚異的な多産ぶり「ねずみ算式」といわれ少子化の人間社会では羨ましい限りですが。同時に思い浮かぶ

のはキャラクターとして登場する’ミッキーマウス‛‘トッポジージョ’‘ピカチュー’‘トムとジェリー’等でなか々の知恵者で

賢く、でも愛嬌もありの憎めないねずみさん達です・・・後、自身の子育てでよく子どもにも読み聞かせした野ねずみの『ぐり

とぐら』の物語を想い出します。どんな環境においても柔軟に対応して行く姿が描かれていたと記憶しています。 

先の見通しも出来づらい時代ではありますが『ぐりとぐら』の様に夢のあるプランをもってこれ迄通り社会環境の大きな変化

の中の有限性にも、目を向けつつ、法人の“利用児者・ご家族から見た利用価値、又は地域・社会から見た社会的価値、更には

職員から見た所属価値”を急激な事業拡大に並ぶ当法人組織の急伸がそれぞれの価値をグレードアップさせる為のアジェンダ

（行動計画）を必要不可欠としていますが、同じ足並みであるべきところをしっかり法人の自助心をもって可能にしてまいりた

いと思います。今年は更に一層チャレンジングしなければなりません。今年も関係各位の皆様方のご指導・ご教示を賜りますよ

うここに願い申し上げます。 理事長 川窪 眞由美 

利用者様の作品 

【チャレット松ヶ尾】 

利用児様の作品 

【本館児童】 

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


清和館は 11 月で開所から 1 周年を迎えました。利用者様、ご家

族、地域の方々に支えて頂きながら 1 周年を迎えられたことに感謝

し、お祝いの会を開催しました。この日の為に喜々の皆さんが作ら

れたちぎり絵を飾り、１年間を振り返る動画や、職員の手作りの劇

「おおきなカブ」を観たり、みんなでサンドイッチのランチを食べ

たりと、明るい笑顔や笑い声の響く楽しい時間となりました。 

ぱそサポートセンター清和館には成人と児童の事業所があり、挨拶

を交わしたり、励まし合ったりと触れ合う機会も多く見られます。

子ども食堂も始まり、今後もますます活気あふれる施設づくりを目

指して参りたいと思います。 

 11 月 3 日（土）に中央公園でテンパーク・デ・フリーマーケットが行われました。100 ブースを超えるフリーマーケット

への出店があり、朝早くから来場を楽しみにされている様子を伺うことができました。天気もよくとてもにぎやかな雰囲気

の中で行うことができました。当日はおはら祭りも開催されており、踊りの帰りに見に来ていただく方もおられ、たくさん

の地域の方と交流を深めることもできました。また、今回は焼き鳥やかき氷・ラーメンなど色々な種類の飲食ブースがあり、

多くの方々にショッピングや食事を楽しんでいただくこともできました。実行委員長として大変嬉しく思います。「毎年楽し

みにしています」とのお声もかけていただき、また来年も計画を行いより良い行事にしていこうと改めて思いました。又出

店をして頂いた皆様方のご協力もあり無事開催出来ました事に感謝致します。来年もお楽しみに！ 

－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－ 

秋晴れの雲一つない綺麗な青空のもと、令和元年 10 月 29 日（火）大安の日に温泉掘削工事安全祈願祭を実施しました。 

本工事業者となります(株)日本ジオテック様の式進行により、地質構造調査(地盤強度調査、温泉探査)を行ってもらいま

したマルタニ試工(株)様、田中設計事務所田中先生にもご参列頂き滞りなく実施されました。掘削に関しましては 1350M

掘り、高い温度(50℃程度)の温泉が汲みあがるように予定をたてております。1000～1100M の地層部分に源泉が存在する

のではないかという業者様の見立てがあり本年 4～5 月頃が山場となります。素晴らしい泉質の温泉が湧き上がることを

願い、そして職員も含め利用する方が楽しみ、リラックスできる場を提供できるように法人も邁進していきます。 

 

－－－－

－－－－

－－－－
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－ － － －

－ － － －
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－－－－ 

テンパーク・デ・フリーマーケット 2019 

（報告：催事実行委員長 一松こ） 

－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－

－ － －

－－－－ 

温泉掘削・安全祈願祭を行いました 

テンパーク・デ・ 

フリーマーケット 

谷山駅 

土地 

ぱそサポート 

センター清和館 

ぱそサポートセンター 

清和館 

1 周年祭 

（報告：法人本部 川窪け） 

今年も多くのお客様で賑わいました！ 職員によるワークショップ★ 

（報告：ぱそサポートセンター清和館 西野） 

12 月 21 日（土）に令和 2

年度入職内定者入職前打合

せ会を行いました。内定証書

や辞令交付式を行いました。

3 月には入職前研修も実施

する予定となっております。

社会人になるという気持ち

をもちながらも残りの学生

生活も楽しんでください！ 

 

新 卒 

内定者集合 

（報告：法人本部 川窪け） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－ － － － － － －

－－－－ 

★安全祈願祭を行いました★ 温泉が出てくるのが楽しみです！ 

喜々ともぜの皆でお祝いをしました！ これからもよろしくお願いします！ 

（報告：広報 七村） 

イ ク ボ ス 

令和元年 11 月 6 日(水)第三回鹿

児島イクボス会議に出席しまし

た。鹿児島の男性育休問題につ

いてや多様化する様々な働き方

についての講演が行われまし

た。法人としても一週間程度の

男性の育休取得を目指し、そし

て休暇を取りやすい職場にする

ため、様々な課題をクリアして

いきます。 



－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

音を感じて！ 

ミュージックセラピー 

－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 15 日(火)、ご家族にもご参加いただいて『園外活動』を

行いました。今回は、オプシアミスミに出掛けて、皆さん互い

にお話をしながら買う物を選んだりして楽しんでおられまし

た。昼食は、メニューを見てじっくりお好みのものを選んで 

笑顔で召し上がり、とても満足そうにされておりました。普段

と違った場所で活動を行い、ご家族と交流されて気分がリフレ

ッシュできた活動となりました。 

 

 

オプシアミスミへお買い物～♪ 
－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

買い物＆昼食後に記念撮影☆ 

（報告：通所支援課 佐野） 

（報告：入所支援課 新川） 

（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★ 

11 月 8 日（金）施設裏の芝生にて秋の風物詩である『焼き

芋』を行いまた。今年は暖冬で温かい気候の下、バーベキュー

コンロに炭を入れ、全体的に火が通るように、利用者みんなで

風を送り、準備を整えました。皆さんで<美味しくな～れ>と気

持ちを込めてうちわを仰ぎました。その後、ホクホク美味しそ

うな匂いが広がり、大成功！『焼き芋』の完成!! その後、3

時のおやつ時間に皆で作ったお芋を嬉しそうに頬張っていら

っしゃいました★ 

12 月 22 日(日)、『ミニクリスマス会』を行いました。特別メニュ

ーの昼食の後、職員によるスペシャルマジックショーを行いまし

た皆さん目を輝かしてマジシャン(?!)の手さばきをご覧になられ

ていました。その後、恒例のプレゼント抽選会を行い当たったプ

レゼントを嬉しそうに受け取られる皆さんの笑顔いっぱいで職

員もハッピーな気持ちになりました。 

（報告：在宅支援課 藤安） 

さぁ！マジック。 

よぉ～く見ていてくださいね♪ 

やった♡  

ささやかな Xmas プレゼントです！ 

－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－ 

☆ HAPPY Xmas ☆ 

はぁ～～癒されるぅ～      

チャレット 

タイム 

10 月 3 日（木）、ご家族にもご参加頂いてリトミックを行

いました。外部講師をお招きし、体を動かしたり、楽器で楽

しんだりと広い交流スペース内を沢山動きながら、音楽に触

れる貴重な時間を過ごすことが出来ました。先生のセッショ

ンによるミニコンサートにうっとり…。笑顔溢れる活動をご

家族の方々も一緒に感じて頂くことが出来ました。円になっ

てお弁当を食べ、茶話会ではデザートににっこり！！おなか

も満足の活動になりました。 （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 

ボジョレー解禁イベント 

（報告：通所支援課 川畑） 

皆でカンパーイ♪ クイズ大会に参加しました 

１２月１５日（日）、ゆうあい館で開催された『第１２回ゆ

うあい館ふうせんバレーボール交流大会』に参加致しました。

開会式では全チームを代表しエルディア松ヶ尾利用者が選手

宣誓も務めました。ゲームが始まると珍プレー＆好プレーの

連続で大変盛り上がりました。今回、初めての大会参加でし

たが残念ながら初勝利には届きませんでした。今回、参加し

たことでみんなで力を合わせ「ONE TEAM」になり、楽しい

思い出となりました。 
 

11 月 21 日(木)にボジョレーヌーボーイベントを行いました。

利用者の皆さんは昼食時にワインやジュースを飲まれいつもと

違うランチタイムとなりました。その後は本館のレストランで

合同のボジョレーヌーボーにちなんだグループ対抗クイズ大会

に参加しました。またその他の雑学クイズなど様々なクイズに

挑み、グループで話し合いながら１０問答えていきました。優

勝したグループには景品があり、嬉しい笑顔が見られました。 

生サックス        の音に合わせて♪ 

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 

どんなものを買いましょうか？！ 



 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

11 月 20 日（水）、クリスマスに向けて『クリスマスツリー制

作』を行いました。ご利用者様が「いろいろな色があって、綺

麗」「寒くなってきて一年は早いね」と季節を感じている様子や、

ご自分で選ばれた飾りをつけられ、楽しまれている表情が印象

的でした。ご自分で作ったツリーを居室に飾られ、嬉しそうな

様子もみられました。季節に合った催しを皆で作り上げていけ

るよう、職員、利用者様一丸となって今後も活動に取り組んで

参ります。 

☆ お正月飾り 製作 ☆ 

Xmas デコレーション 🎄 

 

活動室用の大きなツリー完成！ 

（報告：通所支援課 北迫） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

（報告：入所支援課 白瀨） 

次は個人用のツリーも作ったよ☆彡 

－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－ 

上出来！ 上出来！ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－ 

（報告：通所支援課 松崎） 

12 月 17 日（火）、12 月度慶会でお正月飾りの製作を行いまし

た。生け花用の土台にバランスをとりながら、縁起のよい松や

梅、南天等の造花を選んで活けました。また、職員と協力しな

がら作り、土台に和紙折り紙を貼って、水引を巻いて仕上げま

した。活動時間が過ぎていることに気付かないほど、集中して

作っていましたが、利用者の皆さんは、少し早い正月気分を味

わっていらっしゃいました。 

かわいいツリーが完成しました(^^♪ 

☆ 一泊旅行 ☆ 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

甘酒試飲中♪ 霧島神宮にて記念撮影♪ 

 もうすぐ Xmas がやってきます 

入所入居合同 家族会  
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－ 

11 月７日(木)、令和元年度第 1 回家族会を開催致しました。 

今回、初めて入所入居の 4 施設が合同で開催し場所は奄美の里にて

行いました。中山グループホームは 6 家族の皆様にお集まりいただ

き、日頃の活動の様子を紹介させていただきました。また、ご家族

の皆様からは職員に向けて有難いお言葉をくださり、職員一同感謝

の気持ちで一杯となりました。今後も利用者様への支援を誠意を持

って行い、より満足いただけるように努力して参ります。 

事業運営部長よりご挨拶  ご家族様よりお言葉いただきました 

（報告：在宅支援課 畦地） 

（報告：通所支援課 村田） 

わがままＤａｙ♡ 

自分達で好きなメニューを決めました ボリューム満点☆大満足 

10 月 28 日(月)の夕食時に毎月 1 回行っているわがままｄａｙ

を開催致しました。毎月皆様、楽しみにされており、毎月メニ

ューを変えながら利用者様の要望に応じて、自分達で好きなメ

ニューを決め、夕食時に提供しております。今回はガストのメ

ニューから自分達で食べたいメニューを注文され、美味しく食

事を頂きました。今後も皆様に「食」を楽しんで頂けるように

工夫しながら支援に努めて参ります。 

（報告：在宅支援課 倉元） 

12 月初旬の２週間をかけて、活動室用と個人用で大小の 

クリスマスツリーを作りました。活動室用の大きなツリーは完成

後、天井の梁に吊り下げ、ツリーの隣には皆で協力して制作した

サンタクロースやスノーマンも飾りました♪ 

個人用のクリスマスツリーは、ツリー型の土台にペイントを施

し、その後、毛糸を巻き付けたり、モールやオーナメント等で装

飾し、個性豊かな可愛らしいクリスマスツリーが完成しました。 

                                    

 10 月 23・24 日（水・木）2 年に 1 回の一泊旅行に今年は霧島方面へ出か

けてきました。1 日目はＢＡＲＲＥＬ ＶＡＬＬＥＹへ訪問。麹についての

説明や試飲の焼酎・甘酒を堪能し、昼食後は霧島神宮へ行きました。神社で

のマナーやお清めの仕方などを教え合いながらお参りをしました。その後ホ

テルに到着しゆっくりと温泉を楽しみ疲れをとった後は皆さま待ちに待っ

た宴会がスタート！食べきれないほどの豪華な夕食に話が弾み笑顔の絶え

ない時間となりました。2 日目は高千穂牧場とたまご牧場へ行きました。動

物との触れ合いやご家族へお土産を購入されるなど時間いっぱい旅行を楽

しまれていました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

真剣なまなざしです！ 

ﾎｰﾑｹｱ中山館 

タイム 

ビレイ 

タイム 
チャレコ 

タイム 

職員と一緒に 

『こんな感じでいいかなぁ～?!』 

グランパソ 

タイム 

 

ホームケア清和館 

ライフ 

コ ル テ 

タイム 



もぜでは 12 月 9 日、16 日に年賀状製作を行いました。9

日は、ラップの芯やペットボトルのキャップ等の廃材に絵

の具を付けてスタンプ♪手が絵の具でカラフルになるく

らい喜んで取り組むお子様が多く、また手が汚れることに

抵抗があるお子様もスタンプだったこともあり楽しく取

り組めていました。さらに 16 日にはシールを貼って来年

の干支のねずみ作り♪目鼻口の場所を確認しながら取り

組み、可愛らしい年賀状が完成しました！ 
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じっくり描いています・・・  

12 月 17 日（火）『プチ忘年会』を実施しました。午前中は

就労のﾋﾞﾚｲⅡで準備した作成キットでオリジナルタペストリ

ー作りを行いました。昼食はノンアルコール飲料や、ジュース

で乾杯し、豪華オードブル料理を各プレートに取り分けて食べ

ました。食後のフルーツまでついており、みなさんとても驚き、

お腹いっぱいになったと喜ばれていました。午後からカラオケ

大会も実施し皆様、持ち前の歌を披露して下さり、自分の順番

が待ち遠し程に大いに盛り上がりをみせました☆    
                                       

（報告：通所支援課 緒方ひ） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－  － 

－－－－－－－－－－－－－－－－

－ 

持ち前の歌を披露～★ ボリューム感満載のメニュー♪ 

（報告：児童支援課 鳥越さ） 

たこ焼きを作りました♪ 

パソ児童館 

タイム 

喜々 

タイム 

12 月 14 日（土）に製作活動にて、リースのぬり絵遊びを行

いました。サンタさんにクリスマスプレゼントは何を頼むのか

な？とクリスマスの話題で盛り上がりながら、イラストに色付

けをしていきました。ベルは黄色がいいね！リースは緑だった

かな？とイメージを膨らませクレヨンで集中して色塗りをし

ていました。お家にも飾ってあるよ！とお子様同士で会話を楽

しみ完成した作品を嬉しそうに見つめる姿がありました。 

桜島フェリー乗船体験＆恐竜公園 

（報告：通所支援課 久保） 

さあ！今から焼き上げていきます。 材料を準備中！ 

思いっきり活動した後に記念撮影！ 

★☆ミニ忘年会☆★ 

12 月 20 日（金）12 月度慶会でたこ焼き作りを行いました。

利用者様が職員と一緒に包丁で材料（たこ、ウィンナー、竹

輪、キャベツ等）を切って準備をし、生地作りをしました。

たこ焼き器に生地を流して利用者様が交代交代に竹串でくる

っと回して上手にたこ焼きを作る事が出来ました。皆さん活

動中は「ご自分で出来る事が増えてきた！」と自信に満ちた

笑顔を見せて下さいました。完成後は「美味しい」と言葉と

笑顔がこぼれていました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－ 

ビレイⅡ 

タイム 

沢山の遊具に囲まれて楽しみました☆ 可愛らしい年賀状の完成★ 絵具を使ってペタペタ♪ 

1２月１8日(月)のふれあいスポーツランドへ戸外遊びに行き

ました。とってもいい天気、気候で過ごしやすい日となりまし

た♪自然散策をおこない、木の実や葉っぱを見つけて大喜びの

子どもたち♪集めたものを友達や先生と見せ合いっこしなが

らとっても楽しそうでした！散策を楽しんだ後はたくさんの

遊具で遊び、回ったり、走ったり、くぐったり・・・とっても

楽しい時間を過ごすことができました！ 

（報告：児童支援課 岩下ま） 

（報告：児童支援課 徳守） 

戸 外 活 動 

ふれあいスポーツランド 年 賀 状 作 成 
－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－ 

（報告：児童支援課 藤浪） 

リースのぬり絵 

－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－ 

10 月 18 日(月)、天候にも恵まれ、桜島フェリーに乗っ

て公共交通でのマナーを守り、船が進む波しぶきを見た

り、潮風を感じながら景色が変わる様子など乗船を楽しみ

ました。乗船後は恐竜公園に向かい、恐竜をモチーフした

遊具で何度も乗り、夢中になって遊びました。今後も社会

体験を重ねられる活動を取入れて参ります。 

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!! 
素敵なリースが完成しました！ 

パソ清和館 
ぱそサポート

センター 



－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－ 

 11 月 3 日おはら祭り総踊りに本館・中山館・清和館・サ

ポート清和合わせて 51 名で参加しました。今回で 4 回目

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

員で気持ちを一つに日頃の練習の成果を発揮して楽しみ

ました。また今年度は、ベトナムの技能実習生の方々も 4

名参加し、日本の文化に触れる貴重な時間となり、職員と

の懇親も深めることができました。毎年地元の髙吉先生に

踊りのご指導をいただいています。ありがとうございま

す。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 令和 2 年 1 月 6 日(月)、本館・中山各館にて、年賀式を行

いました。理事長より年頭のお言葉をいただき、統括施設長

より本年の法人方針についてお話しいただきました。本年度

は、「変われる強さ 変わらぬ思い」を念頭に、組織作りを

実施していきます。各事業所責任者にて抱負を述べた後は、

今年の干支である子年の職員からの号令で、職員一同桜茶で

乾杯しました。本年も、どうぞ宜しくお願い致します。 

おはら祭 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－ 

（報告：おはら祭担当 永榮） 

 

－－－－－－－－－―－－－－－－―

― － －

－－－－ 

12 月 28 日（土）、城山ホテル鹿児島にて恒例の忘年会を開催いたし

ました。「サルー！！（スペイン語：乾杯の意味）」の掛け声を皮切

りに 1 年を振り返る DVD、年間の賞、音楽やパソラッツ＆スター

のパフォーマンスなどを通して、和気あいあいとした交流の場とな

りました。特に職員の２.２人に 1 人は当たる大抽選会では盛り上が

りも最高潮♪魔王や森伊蔵などの焼酎をゲットして笑顔いっぱいの

職員も☆監事や評議員、社労士の先生方から温かいメッセージもい

ただき、新しい年への励みになりました！！ （報告：慶和会 重村） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－ 

 10 月 19 日（土）、第３回慶生会杯技能技術グランプリを開

催致しました。今回は、介護分野はオムツ交換、着脱介助、

事務分野はタイピング、書類作成、そして今回から新たな壁

面制作の５つの競技で競っていただきました。別日で予選会

を行い、決勝に進んだ方は、代表としてのプレッシャーを感

じながら、その技術をいかんなく発揮されていました。応援

にも多くの職員が参加し、大会を盛り上げていただきました。

各選手の技術を競うだけでなく、他の職員の技術を間近で見

て学ぶ姿もあり、真剣に取り組まれていました。次回開催の

2 年後に向け自分の技術に更に磨きをかけていきましょう！ 

 

第 3 回 技能技術グランプリ 

（報告：技能技術グランプリ実行委員会  上） 

技能・技術 

グランプリ 

令和元年 10 月 18 日（土）に臨時理事会、1 月 11 日（土）

に臨時評議員会を開催いたしました。今回は、定款変更や規

定・規則改正などの議案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。 

 

（報告：法人本部 今屋） 

 

おはら祭に参加しました★ 

 理 事 会 

評 議 員 会 

（報告：庶務 吉永） 

 

年賀式 
令和 2 年度 年賀式を行いました 

今年も踊って楽しもう！イエーイ！ 

本館の様子 中山の様子 

 

今年の優勝者★ 

忘年会を行いました！ 10 年目 永年勤続旅行 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－ 

 11 月 26 日から約 1 週間勤続 10 年目の表彰旅行としてハワ

イへ行ってきました。約 1 週間現場をはなれ、また日本をはな

れて少しでも南国の地で、綺麗な景色を見ながらおいしい物を

食べて 10 年間の疲れをリフレッシュできたと思います。ちな

みに日本では考えられない男性からもアプローチもあったり

と！（本人談） 

本当に 10 年間ご苦労様です。今後も宜しくお願い致します。

頑張って私もハワイへ行くぞー！ 
（報告：管理 七村） 

   ） 

職員集合写真★ 今年もみんなで踊りました♪ 

 

臨時評議員会の様子 理事会の様子 

臨時理事会・臨時評議員会 



毎月曜 各支援会議

3日 豆まき大会 14日 園内活動 13日 英会話 6日 英会話 6日 英会話

7日 HMS視察ツアー 18日 慶会 20日 慶会 1３日 積木教室 21日 慶会

１２日 各支援会議 ２６日 音楽療法 １４日 園内活動

１３日 業務執行役員会議 ２０日 慶会

１４日 バレンタインディイベント ２６日 音楽療法

１８日 役職者会議 ２７日 積木教室

２１日 リスクマネジメント委員会

２６日 教育研修委員会

・・日 各責任者会議

・・日 理事会

毎月曜 各支援会議

１１日 業務執行役員会議 10日 慶会 12日 英会話 ５日 英会話 5日 英会話

１４日 ホワイトディイベント 1７日 園内活動 19日 慶会 1２日 積木教室 13日 慶会

１７日 役職者会議 25日 音楽療法 １３日 園内活動

２５日 教育研修委員会 １９日 慶会

２５日 音楽療法

２６日 積木教室

・・日 各責任者会議

・・日 評議員会 ・・日 家族会 ・・日 家族会 ・・日 家族会

・・日 リスクマネジメント委員会

毎月曜 各支援会議

８日 業務執行役員会議 14日 慶会 9日 英会話 ２日 英会話 2日 英会話

１７日 リスクマネジメント委員会 17日 園外活動 16日 慶会 ９日 積木教室 17日 慶会

２１日 役職者会議 21日 園外活動 ２２日 音楽療法 １０日 園外活動

３０日 各支援会議 28日 園外活動 １６日 慶会

２２日 音楽療法

・・日 教育研修委員会 ２３日 積木教室

・・日 感染及び褥瘡予防対策委員会

・・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

1日 豆まき大会 1日 豆まき大会 1日 節分

13日 園内活動 7日 慶会 4日 ニーニョスらんど 4日 ニーニョスらんど 4日 ニーニョスらんど

18日 慶会 14日 調理体験 5日 オカリナ教室 未定 音楽遊び １２日 えいご遊び

20日 英会話 20日 英会話 19日 えいご遊び ・・日 えいご遊び 19日 オカリナ教室

・・日 音楽あそび ・・日 慶会 ・・日 音楽あそび

・・日 発達相談会 ・・日 幼保連絡会・小学校連絡会　 27日 発達相談会

節分・慶会

3・10日 太陽スポーツ（パフ・ピコ）

３・１０日 太陽スポーツ ４・18日 太陽スポーツ（ぺぺ） 4・18日 太陽スポーツ

第2・4水曜日 つみき教室 毎週火曜 つみき教室（パフ・ぺぺ） 第１・３金曜日 つみき教室

毎週金曜 つみき教室（ピコ）

12日 園内活動 13日 慶会 3日 ニーニョスらんど 3日 ニーニョスらんど 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 7日 雛祭り 11日 えいご遊び

24日 慶会 24日 調理体験 14日 卒園式 14日 卒園式 14日 卒園式

18日 えいご遊び 24日 ひとつ大きくなった会 18日 オカリナ教室

24日 ひとつおおきくなった会 未定 えいご遊び 24日 ひとつおおきくなった会

・・日 音楽あそび ・・日 音楽遊び ・・日 音楽あそび

・・日 発達相談会 ・・日 慶会 ・・日 発達相談会

・・日 ひなまつり・慶会 ・・日 ひなまつり・慶会

9・23日 太陽スポーツ（パフ・ピコ）

9・23日 太陽スポーツ 3・17日 太陽スポーツ（ぺぺ） ３・１７日 太陽スポーツ

第2・4水曜日 つみき教室 毎週火曜 つみき教室（パフ・ぺぺ） 第1・3金曜日 つみき教室

毎週金曜 つみき教室（ピコ）

16日 英会話 10日 慶会 7日 ニーニョスらんど 7日 ニーニョスらんど 7日 ニーニョスらんど

21日 慶会 16日 英会話 8日 オカリナ教室 未定 えいご遊び ８日 えいご遊び

21日 調理体験 15日 えいご遊び ・・日 音楽遊び 15日 オカリナ教室

28日 園外活動 ・・日 親子遠足 ・・日 慶会 ・・日 親子遠足

・・日 慶会 ・・日 親子遠足 ・・日 慶会

・・日 音楽遊び ・・日 音楽遊び

第１・３月曜日 太陽スポーツ（パフ・ピコ）

第1・3月曜日 太陽スポーツ ７・21日 太陽スポーツ（ぺぺ） ７・２１日 太陽スポーツ

第2・4水曜日 つみき教室 毎週火曜 つみき教室（パフ・ぺぺ） 第1・3金曜日 つみき教室

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 ： 1 . 8 . １5 . 22 . 22日（利用者通所日・・・２３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）

令和2年度

令和2年度



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。）

13日 英会話 ・ビレイ松ヶ尾 １日 慶会（2月）・節分 １日 慶会（2月）・節分 3日 節分（豆まき大会）

18日 慶会 10日 工賃支払日 12日 オカリナ教室 ８日 えいご遊び 13日 慶会（誕生会）

２０日 慶会 14日 太陽スポーツ 14日 太陽スポーツ 14日 バレンタインイベント

18日 ニーニョスらんど 1８日 ニーニョスらんど

20日 小学校連絡会 20日 小学校連絡会 ※ 毎週火曜日・回診

26日 えいご遊び 28日 太陽スポーツ ※ 毎週水曜日・歯科往診

27日 発達相談会 29日 慶会（3月）・ひな祭り会

・ビレイⅡ 28日 太陽スポーツ

10日 工賃支払日 29日 慶会（3月）・ひな祭り会 毎月曜日　　つみき教室（ひびき）

.・・日 慶会 毎水曜日　　つみき教室（Ⅰ・Ⅱ）

第1・3水曜日　つみき教室

.・・日 音楽遊び ・・日 音楽遊び

12日 英会話 ・ビレイ松ヶ尾 11日 オカリナ教室 7日 えいご遊び 3日 ひな祭り行事

17日 慶会 10日 工賃支払日 13日 太陽スポーツ 13日 太陽スポーツ 19日 慶会（予定）

２７日 慶会 14日 卒園式 14日 卒園式

17日 ニーニョスらんど 17日 ニーニョスらんど ※ 毎週火曜日・回診

25日 えいご遊び 20日 太陽スポーツ ※ 毎週水曜日・歯科往診

・ビレイⅡ 26日 発達相談会 27日 ひとつ大きくなった会

10日 工賃支払日 28日

.・・日 慶会 第1・3水曜日　つみき教室 毎月曜日　つみき教室（ひびき）

毎水曜日　つみき教室（Ⅰ・Ⅱ）

.・・日 音楽遊び .・・日 音楽遊び

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 16日 慶会（予定）

１６日 家族会 10日　 工賃支払日 10日 太陽スポーツ 10日 太陽スポーツ 25日 家族会（予定）

21日 慶会 １９日 慶会 21日 ニーニョスらんど 21日 ニーニョスらんど

23日 園外活動 22日 えいご遊び 24日 太陽スポーツ ※ 毎週火曜日・回診

・ビレイⅡ 24日 太陽スポーツ ※ 毎週水曜日・歯科往診

10日 工賃支払日

.・・日 慶会 第1・3水曜日　つみき教室 毎月曜日　つみき教室（ひびき）

毎水曜日　つみき教室（Ⅰ・Ⅱ）

.・・日 音楽遊び .・・日 音楽遊び

遊遊 1日 節分 1日 節分パーティー・恵方巻 ３日 慶会・節分 5日 調理体験

・・日 調理体験 4日 ニーニョスらんど 15日 ラーメン選手権 ４日 つみき教室 12日 調理体験

・・日 サッカー療育 未定 音楽遊び 29日 ミスタードーナツ体験 ５日 えいごあそび 14日 慶会

・・日 えいご遊び １２日 幼保連絡会 18日 園内活動

・・日 慶会 １４日 太陽スポーツ 19日 調理体験

・・日 幼保連絡会・小学校連絡会　 １８日 つみき教室 26日 調理体験

２８日 太陽スポーツ

10・17日 太陽スポーツ

６・２０日 つみき教室 ・・日 おんがくあそび

遊遊 3日 ニーニョスらんど 3日 ひなまつり ２日 慶会・ひな祭り 4日 調理体験

・・日 調理体験 7日 雛祭り 28日 ＪＲ体験 ３日 つみき教室 11日 調理体験

・・日 サッカー療育 14日 卒園式 ４日 えいごあそび 13日 園外活動

24日 ひとつ大きくなった会 ７日 卒園式 18日 慶会

未定 えいご遊び １３日 太陽スポーツ 25日 調理体験

・・日 音楽遊び １７日 つみき教室

・・日 慶会 ２７日 ひとつ大きくなった会

16・23日 太陽スポーツ ・・日 太陽スポーツ

５・１９日 つみき教室 ・・日 おんがくあそび

遊遊 7日 ニーニョスらんど 2日 お花見 １日 えいごあそび 1日 調理体験

・・日 調理体験 未定 えいご遊び 11日 理科の実験 ７日 つみき教室 8日 調理体験

・・日 サッカー療育 ・・日 音楽遊び １０日 太陽スポーツ 15日 調理体験

・・日 慶会 ２１日 つみき教室 17日 慶会

・・日 親子遠足 ２４日 太陽スポーツ 21日 園外活動

22日 調理体験

20・27日 太陽スポーツ ・・日 慶会

2・１６日 つみき教室 ・・日 親子遠足

・・日 おんがくあそび

※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 ： 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）
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