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超大作!!!!![7月2日（Tue）]

作業場の整備事業[7月26日（Fri）]

昨日と～～っても仕事を頑張った甲斐あって作業が

熊本県社会福祉協議会で実施されている『小規模団体

少し落ち着き、実習生も来ていたこともあり、みんな

活動支援事業』の助成を受けることが決まりました。

でワークショップをしました。

これは、地域で福祉活動を活発に推進している小規模

・・・と言ってもワークショップと呼べるほどのもの

団体の設備や機材の整備に対し助成をしていただける

か、たらーっ（汗）・・と思いきや、こちらのざっとした

もので、今回就労支援センターくまもと（就労継続B

考えよりもメンバーさんたちの素晴らしい創作意欲で

型事業所）では、作業場の整備をさせていただくこと

おおきな作品ができました。

となりました。

自分にとっての『就労支援センターくまもと』『しご

今まで、ひとりひとりが学校の教室のような感じでパ

と』という題材で自由に絵を書いてもらいました。み

イプ椅子に座っての作業でした。

んなで大きな１枚の紙に描きます。

これでは他メンバーの顔も見えない、グループワーク

就労支援センターくまもとでは、共同作業はひとつの

ができない、何より定員１０名に対し、（現在４名）

コミュニケーションだと考えています。言葉が出な

人数が増えても座るスペースがない。そんなときにこ

くっても、あまり話したことがない相手でも、一緒に

の事業のご案内をいただき、申請をしたところでし

何かをすることで他者のことを考える機会はたくさん

た。

ありますし、何らかのコミュニケーションを図った
り、意味のないことはきっとないと思っています。

決定が来ましたのですぐに整備をし、本日、新しいき

なにより、こういった“しごと”以外でのメンバーさ

れいで大きな机と一日座って作業をしても（パイプ椅

んの一面を見ることは嬉しく、発見がたくさん。

子よりは）疲れにくくてかわいい椅子が届きました。

とても楽しそうな作品ができあがりました。

じゃーーーん
作業も食事や休憩も同じ席です。今までの机と椅子で
は休憩でも寛ぐことができませんでした。
さっそくみなさん新しい席で楽しく昼食がとれまし
た。
新しい備品のおかげで、作業場自体も明るくなったよ
うに感じます。熊本県社会福祉協議会さま、ありがと
うございました。

た～な～ば～た～サ～ラサラ～[7月5日（Fri）]
就労支援センターくまもとB型事業、今日のきらり活動
は・・・

七夕飾りをしよう

飾りやお手伝い、アイスの差し入れなど、家族会のみなさ
ん、ありがとうございました。
るんるんの取り組み、ふれあいホームの取り組みについ

明後日は七夕です三日月ので、今日は七夕飾りをするよ

て説明があり、今後

うなかたちで一緒に七夕飾りを楽しみました。

の活動についていろ

しまんちゅ職員のMさんがとってきてくれた竹に、家族

んな意見がでまし

会“おおぞらの会”からご寄付いただいた飾り！

た。ひとつずつ実現

なぜか人数よりかなり多い数の短冊が飾られました(笑)

ができるように頑

就労支援センターB型事業所は入り口に、就労Aは屋外の

張っていきましょ

倉庫前に飾っています。

う！
盛り上がりました！
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緊張はされてましたが、上手に自分たちの訴えを県の職
員のみなさんにお話することができました。おつかれさ
までした！

つばさ会『ミニミニ運動会』に参加してきまし
た(*^-^*)[6月29日（Sat）]
６月29日～30日
の２日間、美里町の
『元気の森 かじか』に
て、私たちが加盟する
きょうされん熊本支
部の職員一泊研修お
よび利用者部会“つ
ばさ会”の一泊学習交
流会が開催されまし
た。就労支援センターくまもとからは、職員研修に４名
と、つばさ会の学習交流会にメンバーが４名（内１名は
GH自立応援団）参加しました。

みんなが、住みやすい地域づくりをしたいという思いは
一緒ですね。
こうして、当事者が声をあげて直接訴えかけることほど
心に響くことはないのではないでしょうか。今後もこう
いった機会をつくっていただきたいと思います。
懇談会も終わり、緊張もとけたところでつばさ会ショー
も大成功でした。
つばさ会会長を中心に、ゴール●フィンガー替え歌つば
さ会バージョンも披露し、フィーバーでした(笑)
お待ちかねのくまモンの登場には会場は大盛り上がり
つばさ会ショーより盛
り 上 が っ て る・・・
(´・ω・`)？

つばさ会の交流会では、事業所紹介や宝探し、ミニミニ運
動会で大盛り上がりでした。
カゴを持っていたボランティアさんが大惨事となってし
まった玉入れ(笑) 今回、一泊ということと運動会の開
催という初めての取り組みへのチャレンジでしたが、一
泊をともに過ごし、様々なことを共有することで、仲間同
士が事業所の壁を越えていつもより近く交流する事が出
来たように思います。

くまモンと記念撮影を
しましたよ～かわいい
この後、くまモンに羽
交い絞めにされるとは
誰も予想していません
でした・・・(笑)

企画をしたつばさ
会の役員さんたち、県
内のあちらこちらか
ら参加してくださっ
た仲間のみなさん、事
業所のみなさん、一泊
研修の職員さんも、み
なさまお疲れさまで
した。

は ー と ♡ ア ラ ウ ン ドく ま も と 『 は ー と マ ル
シェ』開催中です(*^-^*)[6月11日（Tue）]
２日間、ゆめタウンはません店（正面玄関入口吹き抜け
スペース）にて、はーとマルシェを開催しました。
就労支援センターくまもとが加盟しているはーと♡アラ
ウンドくまもとが主催しています。
会場には、熊本市内の障がい者支援施設の製品がズラ
リ！

熊本県との懇談会&カクノスキ展(*^-^*)[8月7
日（Wed）]

就労支援センターくまもとからは、新じゃが（だんしゃ
く）とくまモンバッ
ジ、ビーズ製品を出品
しました。

当法人の全事業が加
盟するきょうされん熊
本支部の『カクノスキ
展』が 開 催 さ れ ま し
た。

ビーズ製品はＢ型で
製作したもので、デザ
インには凝っていま
す。（製作している様
子⇒）

一日を通して県庁新館
のロビーをお借りし、
会員事業所さんを利用
するなかまのみなさんの絵を展示し、東日本大震災で被
災されたきょうされん加盟事業所さんの紹介をしたり、
くまモンといっしょに踊ったり。絵を描いたり・・・

カラオケは健康に◎[6月14日（Fri）]
今日の就労Ｂのきらり活動は待ちに待った『カラオケ
へ行こう』でした。

もりだくさんに楽しい一日でした。

先週から実習に来ていたＫさんの要望から企画した今回
のカラオケですが、みんなカラオケが好きだし、歌うって
健康にもいいですよね。

きょうされん熊本支部の多くのなかま・職員さんが集ま
り、みなさんとも交流ができました。

しかも、上熊本のコ●ッケ倶楽部さんで、平日のボックス
ランチコースで、クーポン券を使うと選べる昼食＋のみ
もの＋カラオケでひとり８００円でした。お安い！

カクノスキ展の間に、熊本県とつばさ会との要望懇談会
も企画されており、就労支援センターくまもとからもつ
ばさ会副会長２名と書記１名、運営委員１名参加しまし
た。
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第14回進路支援フォーラム[8月2日（Fri）]
特に自立支援法から変わった点を中心にお話 があり、

熊本大学教育学部附属特別支援学校地域支援事業と

お給料も出たばかりだったので、希望者４名で行きまし
た。みんなおいしいランチと楽しいカラオケで日ごろの
ストレスを発散！楽しいひとときでした。

誕生日会をしました。
先 に 居 住 者 会 議（月 １
回）をちゃちゃっと済ま
せて(笑)、あとはお楽し
みのパーティーです。

その中でも相談支援についてご説明を頂いた後、実際

して行われました。

現場で相談支援に従事されている社会福祉法人明徳会

熊本大学工学部百周年記念館には100名を超える参加

相談支援専門員後藤順子氏より、相談支援体系やサー

があり、中に入ると実習で来られたご家族の方にあっ

ビス利用計画の流れをご説明頂きました。

たり、作業所の職員さんとあったり…。
今年のテーマは「どうなるの？これからの障がい福
祉」～知っておきたい「障害者総合支援法」と「相談
支援」～
今年の４月から始まった障害者総合支援法。障害者自
立支援法違憲訴訟団と交わした約束は果たされていな

夏ですね・・・猛暑です(^_^;

が受けられやすくなるのではないかと期待していま
す。ニーズは変わるもの…。

ザ・社会人のまなびシリーズ（いつの間にかできまし
た）『暑中見舞い』について学びました。

ご家族の方、当事者、そして支援員が長期的な目標と

・暑中見舞いを書く相手って？

短期的な目標について共通の理解を深めながら、より

・いつ書いたらいい
の？

た次第です。

関係なく必要な支援を行っていかねばなりません。そ
の中で、障害者総合支援法について第２城南学園の統

また、各事業所が連携することで相互作用が生まれる

括施設長であられる甲斐正法氏から詳しいご説明があ

とも期待しています。

りました。

今日の夕飯は何にしようかしら～[6月21日

げることや衛生面も気が引き締まります。

（Fri）]

いい活動になったようです。
また来週からシール

今日は台風の影響で、午前のみの開所となった就労支

ケーキ入刀バースデーや
ら餃子パーティーでみな
さん楽しめたようです。

梅雨が明け、本格的な暑さが続きます

相談支援が始まる事で、その方のニーズにあった支援

良い暮らし、生活に繋がればとお話を聞きながら感じ

いように思われる同法ではありますが、現場では法に

暑中お見舞い申し上げます（*^-^*）[7月24
日（Wed）]

お誕生日のおふたり、おめでとうございます。

７月８日シティFMに韓国インターン生が出
演！[7月8日（Thu）]

・なにを書いたらいい
の？

就労支援センターくまもとに６月10日より熊本市国
際交流振興事業団様のご紹介で韓国の大学生のインター

という基本的な事につ
いてみんなで意見を出
しながら話し合い、ひ
とり１枚実際にハガキ
に暑中見舞いを書きま
した。

ンを受け入れています。
７月８日（月）のシティーＦＭの番組に２人の留学生が
出演しました。午後２時40分から、就労支援センター
くまもとの仲間たちの触れ合いを通じて感じている事
や、熊本の事、そして韓国との違い等をお話されまし

“手紙離れ”がすすむ現代・・・しかしみなさんが書い
た暑中見舞いはとってもステキな仕上がりで、届いた方
はきっと喜ばれるものとなりましたよ。

た。
インターンのみなさんは８月20日まで、就労支援セン

暑さに負けず、お仕事もがんばりましょう！

ターくまもとでお仕事を仲間たちと一緒にしています。

貼りもがんばってい

援センターくまもと

ただきます。

午後から直撃雷となればみなさんがご自宅に帰るまで心

ある程度目的を果た

配なので、午前中まででお別れしなければ・・・

すと、プラスアル

ですが・・・

ファ～のお買い物ま

ですが・・・・・

で・・・(笑)

今日は楽しみにしてい

お財布の中は大丈夫

たきらり活動の日

ですか～

（涙）
という事で、午前中の

編集後記

時間を使って活動をし

６月～７月にかけて実習生に来て頂きました。実習生

ました。今日は、就労
継続Ｂ型事業所でパッケージのシール貼りをしているお

から頂くお手紙にいつも感謝しています。就労支援セン

漬物を『スーパーへ見に行こう』の日だったので、車に

ターくまもとでは、フードパル熊本の企業の皆様よりお

乗ってみんなでとあるスーパーへ

仕事を頂いていろんな作業をしていますが、仕事を通じ

この日のために事前学習（活動の目的や買うものをプリ

て学び、分担しながらの作業を通じて協調性や自発性を

ントに記入していました）もしていたので、スーパーに

最近は、仲間たちも韓国語を覚えています。「アンニュ

そろばん先生!(^^)![7月23日（Tue）]

ンハセヨー」韓国語で会話が増えた就労支援センターく

みんなで個人商店(笑)疑似体験をしました。

まもとです。

これは、お店側の人と買い物客側に分かれて（個人の課
題や目標に合わせて分けます）、接客の練習と買い物の
練習をするSSTの一環です。

きょうされん九州ブロック研修会[7月19日

商品に見立てたものに値札をはって接客・販売をし、お
客さんはおもちゃのお金で支払い、お釣りのやり取り等
をメンバーさん達だけでおこないます。（たまに職員の
笑いあり）

（Fri）]
わたしたち就労支援センターくまもとを含む法人内の
３事業所が加盟する“きょうされん”の九州ブロックで
の研修会があり、２名が参加してまいりました。

レジでの計算の際に出
したアイテム『そろば
ん』（冗談のつもり
で・・・）

午前の部はきょうされん常務理事の藤井克徳さんによる
講演と、午後は４つの分科会（所属委員会別）に分かれ
ての交流・意見交換
でした。

しかしなんとうちの職
員さんが使いこなして
いるではないですか＼
(◎o◎)／

藤井さんのお話も、
各県の取り組みや意
見も、とても貴重
で、自分たちの環
境・取り組みが“当
たり前”のように
なっていた事に気付
きました。

そろばん●級とのこ
と・・・

売ってあるものの把握や、自分が買う予定のものを探し

身に着けていきます。実習生の方々が来られる事で、新

ながら・・・

たな発見をする機会でもあります。何より10代の若い

ありました！

学生さんが来ると、事業所全体が明るくなりますね。ま

その後そろばんを扱えるメンバーさんとその職員とでそ
ろばんでの計算を楽しみはじめ、かやの外となるH嬢で
した(笑)

昨日もシールを貼りました！水前寺ごぶ漬

た秋には、実習生が来られます。とても楽しみにしてい

そろばんの音は好きだけど・・・

ゆず大根もあった～

るところです。グループホームも新しいメンバーが増え

自分たちがラベルを貼った商品を見付けると途端に目が

ました。バーベキューも行う予定です。暑い日々が続き

６月のお誕生日第二弾バースデー

何事にも意味があり、感謝すべき事もたくさんある活動
をしています。

キラキラするメンバーさんと実習生さんでした。

ますが、この夏を乗り切りましょう！

親和荘に入居されているYさんのお誕生日が４日後に
控えてることと、４月にお祝いし損ねていたMさんのお

自分たちの仕事・使命について、改めてしっかり考え、
毎日を意味のあるものにしたいと思います。

こうして実際に商品として並んでいると、きれいに仕上
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