
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
成人おめでとうございます！ 
昨日成人式を迎えられた３名の仲間に成人式の記

念品を就労支援センターくまもとからお渡しをしま

した。皆さんに祝福を受けて少し照れていましたが、

大人の仲間に入り、これから大人としての責任もで

てきます。 
いろんな事を学びながら成長して欲しいですね。 
 今日は、14:10～の休憩の時間にぜんざい会も行い

ました。鏡餅に入っているおもちでしたが、美味し

くいただく事ができました。 
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新年明けましておめでとうございます！ 

昨年中は、皆様のご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうございました。 

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。 

2 月には地域の皆様のご協力を頂き、第２回地域ふれあいフェスタを開 

催します。昨年以上に力を入れてみんなで頑張っています。 

今年は東日本震災について私たちにできる事として、復興支援ボランテ 

ィアで現地に行かれた「きょうされん理事の篠原さん」と、「熊本ＹＭＣＡの久保さん」をお招きして地域の

皆様と一緒に地域連携について考える機会を持つことにしました。 

また、音楽イベントは、昨年に引き続き「よさこいソーラン」小巻組、地域文化として今も活動されている

「西里太鼓」、小学生のジャズバンドをお招きしました。どうぞ、お楽しみください。 

その他、障がい者施設販売会と東北の作業所応援プロジェクトとして、東北物産展も開催しますので、ぜひ

ご参加頂ければと願っている次第です。 

地域の皆さんとの縁を大事にし、仲間たちが地域で生活できる活動を頑張っていきたいと思います。本年も

よろしくお願い申し上げます。 

エコキャップ寄贈ありがとうございます 
  ～清水小学校環境部の皆さん～ 
熊本 YMCA が支援しているタイの山岳民族の子供

たち支援の若竹寮里親支援活動の支援として、収集

されたペットボトルキャップを換金し、支援してい

ます。本日は、収集に協力してきれた清水小学校を

訪問させて頂きました。清水小学校環境部 15 名以上

の方々が玄関で待っていてくれました。 
 熊本の環境保護の為にも一人一人の市民の心がけ

で CO2 を削減する事ができます。本来は焼却される

このペットボトルのキャップもこのように集めて頂

ければ、きちんとした形で、支援する事が可能とな

ります。ぜひ、地域で学校で取り組んでみませんか！ 
収集などのお問い合わせは… 
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初出荷 農芸班より… 
新年明けましておめでと

うございます。今年もよろ

しくお願い申し上げます。 
今日は

有機生活さんに野菜を初

出荷してきました。 
ここにはこだわりの

菜がたくさんあります。 
「農薬不使用が基本です。

健軍の一休という温泉の隣り

農薬を使っていない。あんしん、安全の野菜

もっとたくさんの人に知ってもらい活用してもら

ればと思います。 
就労支援センターく

とても美味しそうでしょう！ 
よろしくお願いいたします。 

浦日記 
新年始ま

いかがお過ごしでしょうか。今年はあまり正月とい

った感じがしませんでした。それだけ毎日が正月の

ように楽しいのでしょうか？ 
 時期的に自然農業では、今や

春作の為に堆肥作りや準備に追われています。第二

農場があるのですが、そこには休憩場所が無いため

今建設中です。といってもあまり予算がないので、

簡易的なものですが、いつもの農作業とは違い大工

仕事ですので、メンバーも戸惑っているようです。

、自然食品のお店 

お野

」 
にあります。 

… 
え

まもとの旬な野菜は大根です。 

   （浦川洋一） 

って初の浦日記の長文となりそうです。

ることが少ないの

 

で、

 
しかし、何でもできるのが百姓ですので応用力でや

っています。そんな中でメンバーに対してムッとす

るときがあります。（あ～いかんなぁ）いつも一緒で、

関係性が深まるほど可愛さあまって憎さが百倍とい

った感じです。 
これでどれだけの

だからどこまでも深入りすることはあえて避けてい

ます。それが長続きの秘訣だと思っているからです。 
それでもムッとする時はあるもので、これはどうし

てだろうと客観的に見る時があります。 
たいがい争っている時はたがいの正当性を

って我と我がぶつかり合っています。 
かたっぽに 
我がなければ

きません。いい年こいてこんな若人になぜむきにな

ってしまうのか自分でも情けなくなります。

カップルが別れた事かと思います。

主張しあ

良いんですが、人間ですのでそうもい

 
そんな時すぐチャネルを変えて自然に目をやるよ

にしています。人間の良い悪いは時と場合で変化す

るし機嫌でも変わります。まるで万華鏡の様です。 
そこで以前の僕は混乱してしまい病気になったんで

すが、その時立ち直るきっかけがありました。 
 自分で生きてるんじゃなくて自然や親や仲間に

かされていたという気づきでした。 
 太陽や水や空気や人やときりがあり

 そこまでして生かしてくれるのなら生きてみよう

と思いました。もし、ウツで苦しんでいる人がいて

ブログを見てくださり、何かの糧になるのならと思

い文を書きました。 
何かの役に立てれば幸

 

告 

くらし部会

つ

う

生

ませんでした。 

いです。 

ょうされん熊本支部 くらし部会報

） 
会として発足した“ ”

に いて

プホーム間の交流・

き

２０１２年１月９日（祝）熊

本市食品交流会館で、きょう

されん熊本支部では初の、複

数のグループホーム＋α 合同

での“新年会”（交流会）をお

こないました。 
（参加者：４１名

 昨年の年末に、準備

の企画で、支部会員＆県内の養護学校などに案内を

し、お集まりいただく事ができました。 
くらし部会とは、その名の通り暮らしの場

考える部会で、グループホームの入居者やグループ

ホーム世話人・職員間の交流、学習、ネットワーク

づくりを目的としています。 
今回の合同交流会は主にグルー

周知を目的とし、施設職員に比べ孤立しがちなグル

ープホーム世話人の学習交流の場、入居者の日中活

動支援・コミュニケーションの場、各グループホー

ムについて広く知ってもらうきっかけづくりとして

企画したものです。 
参加者は、会員 GH や就労継続支援事業所、養護学

校の先生や生徒さん、そのご家族と様々でした。 
みんな一緒にコミュニケーションゲーム（交流をし

ながら楽しめるゲーム）を楽しみ、たくさんお腹を

空かせてお昼にはみなさん   （次ページへ） 



お待ちかねの昼食。昼食には各 GH お手製の食事を

持ち寄り、普段の世話人さん達の食事をみんなで楽

しみました。ホームふれあい・さくらの特製豚汁や

おでん、いこい計画の本場スリランカカレーは大変

人気で、すぐに無くなってしまいました。 
各グループホームの紹介や入居者による芸披

ムでは、本の読み聞かせやダンスを披露される方、

グループホームの紹介を広用紙で作成して来られた

グループホームもありました。 
 グループホームそれぞれのカラ

発表されていたようです。普段はなかなか見ること

のできない入居者・世話人さん達の表情があり、貴

重な時間を過ごすことができました。 
 就労支援事業所の方々や養護学校の生徒さん達に

もグループホームというものがどんなところか、少

しでも知っていただけたようで、「楽しかった」と言

って帰られていました。 
 
ど

露タイ

ーがあり、存分に

んどや グループホームより 

場に着くと、大

５０本の竹を

、時間があったので、ワイン工場に行

１５日(日曜日)フードパ

ル熊本で、「どんどや」が

あり、グループホームの

仲間たちと一緒に行きま

した。 
現地の会

勢の人達が、フードパル

の企業のプレゼントを先

着５００名にもらえると

いうので並んでいました。

 作られたどんどやは、とても大きく

使用しているとのことでした。グループホームと就

労支援センターくまもとのしめ飾りも投げ入れてお

きました。 
 火入れまで

って、ワインを試飲しました。  
 点火が始まると、火が勢いよく音

め、爽快な気持ちになりました。火が落ち着くと用

意していた焼き芋を投げ入れ、持ち帰って食べまし

た。冬の曇りの日中でしたが、どんどやの火で、身

も心も暖まることができました。 
「どんどや」が終わると正月もお終

てしまいます。さぁ！2012 年もがんばるぞ～ 

買い物ツアー グループホームより 

 

を出して燃え始

いかなぁと感じ

いとい

う

を

ま

人

すらぎ福祉会から見学

ぎ福

明させ

来たせいもあり、皆さん張り切っ

グループの居住者会議で、買い物に行きた

意見があり、日曜の午後、東バイパス沿いのＭｒ

マックスとダイソーに行くことになりました。 
皆さん、紙に必要なものを書き込み、買い物かご

持って、それぞれが買い物を楽しまれました。 
生活に必要なものや自分で楽しみたいものを探し

した。みんなでお買い物もとても楽しいです。 
今日は日曜日という事もあり、お店には、大勢の

が買い物に来ていました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や

に来られました 

今日は、菊陽町のやすら

祉会から 20 名近くの皆さん

が、就労支援センターくまも

とに見学に来られました。き

ょうされん全国大会で一緒

だった方とも久しぶりに再

会することができました。 
箱折作業、シール貼り作業、

学されながら、いっぱい質問を頂きました。その中

で一番の関心はやっぱり工賃のようです。 
就労支援センターくまもとの工賃体系等を説

て頂きました！ 
たくさんの方々が

て仕事をしているようでした。てきぱきとした仕事

ぶりに皆さん感心されていたようです。今度は、私

たちも見学にお伺いしたいものです。 
 

農作業の様子などを見

 



～街頭署名活動～ 
名活動に就労支援センターく

ま

 

時：2012 年１月 18 日（水）16：00～17：00 
前 

の

習生 松橋養護学校より 
行いました。せっか

く

分もよく、更

りました！ 

り

地域ふれあいフェスタ 
今年で第２ フェス

タ

で

の報告をして頂

日：平成 24 年２月 12 日 

していま

イベントも行います！ 

化) 

お問い合わせ先 
特定非営利活動法人 自立応援団 

憩所つくりが進んでいま

24 年 1 月 19 日ブログより 

リートで固める段階

成 24 年 1 月 25 日ブログより 
ました。 

せます。 
す 

作りの休憩所を農芸班が取り組んでいます。 

第３５次国会請願署

もとから４名参加しました。 
寒い中ありがとうございました。

昨日の報告です！ 
 
日

場所：街頭署名 下通りアーケード入口 パルコ

就労支援センターくまもと 18 筆 131 円 ４名 
全体では、２４１筆 ９，２０１円 署名が集まっ

たそうです！お疲れ様でした！ 
 
実

16 日～1 週間実習生の受入を

慣れ始めたばかりなので、皆さんなごり惜しい一

日となりました。今日は一緒に、就労支援センター

くまもとが２月に行う「地域ふれあいフェスタ」の

チラシ配りを一緒に頑張りました。 
初めての外のお仕事ということで、気

に仲よくなれたようです。 
最後にみんなで集合写真を撮

来週からは学校ですね。最後の学生生活をしっか

と楽しんでください。 
 

良い思い出になってくれればと願っています。 

回目となります「地域ふれあい

」この事業は熊本県地域における設備機能に着目

した事業者支援事業の一環として行われます。 
今年も地域の皆様のご協力により、開催する事が

きました。だご汁、カレー、焼き鳥等のおもてなし

料理や喫茶コーナーもあります。 

シンポジュウムでは、東日本大震災

き、パネルディスカッションを通じて、施設と、地

域一体となった形での災害時における連携について

議論を深めていきたいと考えています。ぜひ、多く

の皆様にご参加いただければと思います。 
 
期

会場：熊本市食品交流会館（フ

ードパル熊本内） 
ボランティアも募集

す。 
〇音楽

よさこい演舞 小巻組 
西里太鼓 (西里の伝統文

月出小学校ビッグバンド 
 

就労支援センターくまもと 
電話 096-288-1752 
 
休

す 
平成

今日は第二農場の休憩所を作り

ました。 
柱をコンク

です。みんなにも応用力を身に

つけるいい機会になったと思い

ます。 
 
平

今日は昨日取った竹で屋根を作り

だいぶ様になって来ました。 
この上に廃材のゴムシートを乗

杉の角材と竹を組み合わせて補強していま

 
手

素晴らしい取り組みです。期待しています！ 
（理事長） 


