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山羊飼育

くんわの里では、動物セラピーによる利用者の精神的安定を図ることを目的に昨年末から山羊2匹の飼育を始め

ました。
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のびのびハウス防犯訓練

１２月６日（水）、阿蘇総合支援センターのびのびハウスにおいて、

不審者が玄関に現れた場合を想定して、防犯訓練（児童の避難等）

を行いました。そして訓練終了後には、坊中駐在所のお巡りさんか

ら防犯のお話しを聞いた後、お巡りさんから思いもよらないプレゼ

ントやミニパトの体験乗車させてもらい、児童らは大喜びでした。

防犯訓練！
どんどや

避難の呼びかけ状況

普段は散歩など一切されない利用者が歩行器を使って見に行かれるなど早速効果が表れました。

【新年のご挨拶】 社会福祉法人やまなみ会

理事長 岩本 浩治

産山地区防犯訓練

（ほっと館にて）

平成２９年１２月６日（水）の午

前中、産山地区にあるほっと館で、

なでしこの里、インターワーク、

ウイルアークス、ほっと館の４施

餅つき大会

避難後の点呼状況 お巡りさんのミニパトカー

吉岡係長による教養状況 護身術の訓練状況

　

　　　　

平成３０年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

日頃より、私たち社会福祉法人やまなみ会の運営に対し、ご支援を賜り心より

御礼申し上げます。当法人も皆様方のお力添えをもちまして、無事に新春を迎え

ることができました。

さて社会福祉法人をめぐっては、昨年末に安倍政権の看板政策である「人づくり革命」を実現するため

の政策パッケージが決定され、保育、介護、障害福祉の人材確保に向けた大幅な処遇改善が盛り込まれる

など、大きな環境変化が予想されます。

そのような中、当法人では本年４月１日より、これまで積み重ねてきた児童発達支援事業等の実績を生

かし、阿蘇圏域の中核として療育環境の充実を図ることを目的に阿蘇総合支援センター内牧事務所内に

「児童発達支援センターきらり」を設置することに致しました。

今後とも、「共に支え、共に生きる」という基本理念のもと、質の高いサービスを提供するよう努力し

てまいりますので、更なるご支援を心からお願い申し上げます。

末筆ながら、皆様のご多幸とご健勝を祈念し、新年の挨拶とさせていただきます。

設合同による防犯訓練（護身術）

を阿蘇警察署の吉岡係長の指導で

行いました。訓練では刺す又の繰

法や護身術の実技指導があり、参

加者は熱心に取り組みました。

編集後記

新年あけましておめでとうございます。今年も皆様にとって良い年でありますよう心よりお祈り申し上げます。今

年は「戌」年です。戌年の特徴は“勤勉と努力家”とあります。皆さんの勤勉と努力ですばらしい成果を生み出す

年となりそうです。

今号は広報委員会のメンバーに手伝ってもらって各施設の色々なイベントを紹介することができました。引き続

き楽しい紙面作りに努めていきますので、今年もよろしくお願いします。　
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広報委員会（辻昌三、米川和久、山上大輔、本田憲子、嶋田菜緒子、飯野亮城、清田優香、櫻井諒太郎）



（５） 平成３０年 １月（２） 平成３０年 １月

平成３０年やまなみ会阿蘇地区どんどや

平成３０年１月６日（土）、今年の無病息災を

願い阿蘇くんわの里運動場においてどんどやが行

われました。前日の雪がところどころ残って寒風

荒ぶグランドに利用者さんはもちろんのこと、地

元住民の方々や消防団にも参加して頂きました。

そして藤田常務による開会挨拶、利用者さんや職

員の年男年女、新成人、厄年による挨拶のあと、

年男年女らによる火入れで始まりました。火が燃

え上がったところで、職員の皆さんに準備しても

ら た焼肉や豚汁 ぜんざ を全員 お く頂

○放課後等デイサービス
利用対象児→小学生から高校生

（放課後等デイサービスの受給者証をお持ちの

方）

〈グループ療育：児童のみで参加〉

・集団でのルールの理解、子ども同士の関係作

りや協調性を養えるように、また、日常生活の

基本的動作の習得を支援します。

スイートポテト作り

理事長挨拶

施設紹介 児童発達支援多機能型事業所 のびのびハウス
放課後等ディサービス 児童発達支援 保育所等訪問

らった焼肉や豚汁、ぜんざいを全員でおいしく頂

きました。
・地域に出向き、自然との触れ合いを通して、

多くの体験・経験が出来るよう支援します。

〈個別療育：保護者と児童で参加〉

・スタッフと一対一で個別の課題に取り組み、

子育てに対する悩みや不安を保護者と一緒に考

え、今後の関わりや目標を設定し、解決に向け

て話し合いを行います。

○児童発達支援
利用対象児→0歳から小学校入学前の未就学児

（児童発達支援の受給者証をお持ちの方）

〈親子グループ療育：複数の保護者と未就学児

で参加〉

集団 活動を通 身辺 力を身 け

理事長挨拶

年男年女による火入れ

平成２９年くんわの里餅つき大会

平成２９年１２月１６日（土）、恒例の阿蘇くんわの

里の餅つき大会が行われました。大会は藤田常務と隈部

ささえる会会長の挨拶のあと、利用者や地元の老人会や

消防団の皆さんの協力で始まり、佐藤阿蘇市長や坊中駐

在所の飯倉部長も飛び入りで参加されました。つき上

がったお餅は、女性郡が丸めてくれました。その後、参

加者全員でつきたてのお餅や豚汁、ぜんざいを美味しく

頂きました。

・集団での活動を通して、身辺面の力を身につけ、

出来ることを増やすことでお子様の自信に繋げてい

きます。保護者の方と一緒に、お子様の関わり方や

ご家庭での取り組みを考えていきます。

〈単独療育：未就学児のみで参加〉
・お子様の通われている保育園、幼稚園にスタッフ

が送迎に行きます。小集団で活動（製作・運動・遊

び等）の中で、身辺面・食事・排せつ・その他身の

回りの事、人との関わり方など社会性の力を身につ

け、経験を重ねながら支援を行います。

〈個別療育：保護者と未就学児で参加〉
・発達に合わせた課題、ソーシャルスキルトレーニ

ング（日常生活や人との関わりの中での適切な行動

の訓練）や活動をスタッフと一対一で行います。保

護者の方と振り返りの時間を持ち、子育ての悩みや

身体・運動・感覚面の支援

→週１回（第５週を除く）、リハビリの先生（作業療法

士、理学療法士、言語聴覚士のいずれか１名）による

人ひとりに合った活動の提案

自立支援→身辺自立：日常における基本的な動作習得

社会性の構築：ルールや約束を守る、

他者との関わりや気持ちの伝え方習得。

豚汁、ぜんざい、焼肉等食事を楽しみました。

藤田常務挨拶
不安をスタッフと一緒に整理しながら、関わりを検

討していきます。

○保育所等訪問
利用対象児→通園、通学している子ども（保育所等

訪問の受給者証をお持ちの方）

・家庭や園、学校とのびのびハウスで統一した関わ

りができるよう支援します。

・安心した園（学校）生活ができるよう、一人ひと

りに合った支援や関わりを園や学校の先生方と一緒

に考えていきます。

〒869-2225 阿蘇市黒川406番地

TEL：0967（35）5211 自然体験→自然に触れ合う、季節の変化に興味を持つ

地域交流活動→ほかの団体との交流や地域で行われている

学習、体験、催しに参加。

地域生活体験→地域に出て、より多くの社会体験を積む活

動。

☆温泉に入ろう、お店で買い物をしようなど

創作活動→活動を通して、表現する喜びを体験。

☆おやつ作り、小麦粉ねんど、キーホルダー作りなど

一人ひとりに合った活動の提案。

☆プレイルームでの遊び、プール、外遊び、散歩、遠足な

ど

藤 常務挨拶

佐藤市長による餅つき

餅を丸める皆さん

FAX：0967（35）5212

Mail：asosougou@gmail.com

活動

☆紅葉狩り、動物との触れ合い、野菜作り・収穫など食事会の様子
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福祉サービスセンターほっと館(阿蘇郡産山村)では、

デイサービスを利用されている約４０人の方にお集まり

いただき、１２月１９日にクリスマス会を開催しました。

例年通りうぶやま保育園の園児たちが踊りを披露し、

職員は二人羽織の出し物を行いました。皆様園児たちの

踊りを微笑ましそうに手拍子をして楽しまれ、二人羽織

では大笑い(？)の場面も見られました。

ほっと館「クリスマス会」 園児による可

愛いダンス♡

二人羽織での書道は難しい‼

なんて書いてあるかわかりますか？

職
員
仮
装
に
よ
る

サ
ン
タ
さ
ん
も
登
場

楽
し
か
っ
た
よ

～

くんわ技研 仕事納め食事会

　

　　　　

１２月２８日（木）くんわ技研にて、

仕事納めの食事会を行いました。

くんわ技研では毎年恒例となっている

年末の食事会ですが、暑い中、寒い中、

毎日仕事を頑張っている皆が、少しでも

楽しく過ごせる、喜んでもらえる場をつ

くることで、また新たな気持ちで新年を

迎え、仕事に取り組んでいっていただけ

ればと思っております。

毎日の仕事によりなかなか皆で揃って

食事をするということは少ないですが、

この食事会では皆揃ってとても笑顔で楽

しそうに食事をされていました。

藤田常務、家入施設長、

職員より挨拶を・・・

くんわ技研 仕事納め食事会

　

皆で楽しく、たくさん食べました。
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１２月２３日（祝）、今年で９回目と

なるなでしこの里忘年会が開催されまし

た。まずは家族会の協力で餅つきを行い、

その後の忘年会では職員と家族による腹

踊り、また去年も参加して頂いた喜ばせ

隊の皆さんは土俵入り、よさこい踊りに

産山音頭と盛りだくさんの芸を見せて頂

きました。最後は橋本統括施設長扮する

サンタクロースからのクリスマスプレゼ

ントが配られ、皆さん笑顔で今年を締め

る事ができました。 腹踊りには皆

さん大爆笑！

もちつきは毎年家族会の協

力で行っています。

今年も喜ばせ隊の皆さんは土

俵入り、よさこい踊りなど楽

しい芸を見せて頂きました！

インターワーク・ウィルアークス合同クリスマス会

平成２９年１２月２２日（金）インターワーク食堂にて、イン

ターワーク・ウィルアークス合同のクリスマス会を行いました。

３種類のオードブルやサンドウィッチ・スープ・ケーキ・アル

コールなど盛りだくさんのメニューが並びました。会の後半には、

掃除機や加湿器など豪華景品を獲得を目指しじゃんけん大会が行

われ賑わいました。

じゃんけんは白熱した

戦いとなりました！

食べきれないほどのメ

ニューが並びました。

最後はサンタクロースからの

クリスマスプレゼント。また

来年も宜しくお願いします。

豪華商品ＧＥＴ！
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