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　令和３年度が始まって第一４半期が終了しました。

　コロナ新型ウイルスについては、本県独自のリスク

レベルは、６月25日にレベル３に引き下げられたも

のの、減少傾向も鈍化の兆しが窺われ予断を許さない

状況が続いております。あゆの里では、万全の予防体

制を行うとともに、職員、利用者の皆さんのワクチン

接種を計画的に進めていくこととしています。利用者

の皆さんには、不自由をかけておりますが今しばらく

外出自粛を継続する予定です。

　さて、昨年度の事業ですが、コロナ禍の影響で、外

出を伴う旅行（１泊、日帰り）、ふれあい感謝祭など

は中止せざるを得ませんでした。また、餅つきやどん

どやもあゆの里全体でではなく、事業所ごとに行うな

ど工夫を凝らした取り組みを行っています。

　令和２年度の決算ですが、前年度に比べ当期活動増

減差額が約2倍の1,500万円余となり将来の建て替え

を見据えた自己資金を有するという目的からは満足の

いく数字となっています。しかし、コロナ禍により外

部講師を招いた集中研修ができなかったこと等が反映

している部分もあることは今後の課題となっていま

す。

　昨年度からあゆの里では、5つの気付きプロジェク

トチーム（ライフサポートＡ及びＢチーム、ワークセ

ンター・サポートハウスＣチーム、広報チーム、環

境・衛生チーム）を本格実施しており、チームのメン

施設長挨拶

障がい者支援センターあゆの里　

施設長　福 島 正 剛

　相談支援事業所かけはしでは、８月１日より障害

児相談支援事業の開始を予定しています。現在事業

スタートに向けて準備中です。今後進行状況等は、

SNSなどを通じてお伝えしていきます。

障害児相談支援事業 ８１ スタート予定
月 日

バーからは多くの気付き、アイデアが出されるように

なりました。これらのアイデアを現場の支援に活かし

ていくとともに活力ある職場環境が創造できればと考

えております。

　また、あゆの里では「障がい者の未来を支援する」

との基本理念のもとにあゆ里7か年戦略（いわゆるあ

ゆの里プラン）を策定しており、「支援の質の向

上」、「学習する組織の形成」、「経営基盤の安定

化」の３本の柱を掲げています。令和２年度は、この

中でも「学習する組織の形成」の実現に向けた取り組

みとして、社会福祉関連資格の取得が進みました。そ

の内訳は、社会福祉士１人、公認心理師２名、介護福

祉士１名となっています。これらの資格取得で得た知

識を実務に活用することで「支援の質の向上」に活か

していきたいと考えています。　　

　さる３月に理事会、評議員の承認のもと令和３年度

の事業計画を策定しました。そして、本年度は相談支

援事業に障害児の相談事業を加え、障害児から障害者

まで連続性のある相談体制を構築し、充実した相談援

助を展開する予定です。「障がいがある方々の未来を

支援する」との経営理念に基づき、職員一同、障がい

がある方々の開かれた未来に向けて支援をしていきた

いと思っております。昨年度と変わりませずあゆの里

をよろしくお願いいたします。
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ライフサポートあゆの里

施設入所・生活介護・短期入所

おたんじょうびおめでとうございます　おいしいお肉をたくさん食べられました

新人さん紹介

小松 直人
施設入所・生活介護

さん

中川 胤理
施設入所・生活介護

さん

白石 華乃
生活介護

さん

緒方 大一
生活介護

さん

この春、ライフサポートあゆの里は

新しく５人の利用者さんを迎えました

松本 真神
施設入所・生活介護

さん

お誕生日会＆バーベキューを開催しました！

とってもフレンドリー♡

キティちゃんが大好きです

仲良くしてね。

あゆの里の生活にもなれ

楽しく過ごしてます

鬼滅がだいすき！

毎日、

楽しく通ってます
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新人さん紹介ワークセンターあゆの里

就労継続支援B型

園芸班
老人施設へ植え込み作業に行ってきました！！

　６月初旬、ワークセンターあゆの里で育てたお花を園芸

班で植え込みしました。毎年ご依頼を頂く他施設のお客様

です。今年の花は、「キバナコスモス・トレニア・オステ

オスペルマム・ニチニチソウ」の4種類の計600本を園庭

に植えさせてもらいました。一つ一つみんなで丁寧に植

え、素敵な園庭に仕上がりました。

　美しく仕上がり、お客様にも満足していただきました！

お友達と仲良くして、お仕事

をがんばっていきたいです。

職員さん達もすごく優しく

て、周りの友達ともすぐに

仲良くなれて、とても楽し

いところです。

Ｓ・Ｋ さん
令和３年３月から

Ｙ・Ｍさん
令和３年３月から

　植え込み作業のご依頼も

お待ちしております‼

木工班

 早くも来年の干支制作中。

11月頃より販売予定です。

　進行状況はＳＮＳ等で

随時お伝えしていきます。

今年の干支・丑（親子）

来年は

寅

ワークセンターに新しい仲間が増えました。よろしくおねがいします(^^)/
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サポートハウスあゆの里
共同生活援助

世話人さんレシピ紹介

～ある日の一品～

季節の野菜を使ったオムレツ

☆味付けは味噌、醤油味どちらでも

　美味しいですよ。

（材料）

○豚肉、ジャガイモ、パプリカ、卵、キャベツ、

　玉ねぎ、パセリ、ケチャップ

ポイント

☆少量の塩コショウで野菜を炒め、

　だし汁で焼いた卵で包み込む。

みんなで（いただきま～す）

～甲佐の郷土料理を楽しむ～

いきなりだご汁

毎日、世話人さん達に美味しい

料理を作ってもらって感謝。

利用者さん達も食事の時間を楽しみに

されています。

皆様も是非！作ってみて下さい。

その他にも

煮　物 漬　物

サツマイモは７～８cmの厚さに！

ポイント！小麦粉で包む

卵、牛乳を入れたら柔らかくなる

器も世話人さんが

作られました。

（材料）

○椎茸（乾）、サツマイモ、大根、人参

　ごぼう、タケノコ、鶏肉、昆布、白菜

ポイント☟

今夜は何味？

（季節の野菜ピーマン、ゴーヤ、コーン、グリンピース）

　なども美味しいですよ。
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ワークセンターあゆの里園芸担当指導員。園芸業界に

入って47

年のお花のプロ。好きなお花はマツバボタン。

古川

園芸質問箱
の

指導員

Q．

A．私も大好きなマツバボタンです。開花時期が長く、

期間中次々に花をつけます。乾燥に強く、手間もかから

ないので、初心者の方にもおすすめです。あゆの里では

超大輪の品種を扱っていますよ。

Q．

A．乾燥気味に育てます。水は土が乾いてからたっぷり

と、肥料は月に1回の置き肥程度で十分。地植えなら、水

やりも肥料もほとんど必要ありません。多すぎると、根

腐れや花付きが悪くなる原因になります。

Q．

A．直接霜にあてなければ、冬を越せます。花が終わる

10月ころ、挿し芽をすることで増やすこともできます。

冬越しに失敗したらあゆの里に買いに来てくださいね。

Q．今回おすすめの花は？

Q．育て方のコツは？

Q．他にはどんな特徴が？

Q
Ａ

マツバボタン１ポット

60円。色は白、ピン

ク、しぼり咲きなど。

寄せ植えもできます。

ご相談ください。

　ことわざ「木を見て森を見ず」は木だけを見ていると、森全体を見ることができな

いということから、「些細なことにこだわりすぎると、ものごとの本質や全体像を見

落とすことがある」という格言として使われます。わかりやすいですね。仕事をする

上でも大切な事ではないでしょうか。

　これに対し“神は細部に宿る”とは何のことでしょう。少し哲学的な香りがして難

しそうと感じますね。英語では、God is in the details.と書きます。この格言は元

来、芸術やデザインの世界で使われていたようです。アップルの創始者のひとりであ

るスティーブ・ジョブズではないですが、極限のディテールまでデザインし、製品を

作り上げることが当てはまります。商品に関わる細かなところ全てに配慮してこそ、

最良のものを世に送り出すことができるのということです。

COLUMN かけはし　その①

　 はじめまして、4月から所長として勤務しています清水豊一

です。どうぞよろしくお願いします。今回から広報誌にコラム

に掲載していきたいと思います。文字が多く、とっつきにくい

でしょうが、お読みいただければ幸いです。

こんにちは

ですかけはし
相談支援センター

「木」が奏でる「森」のシンフォニー

相談支援センター かけはし 096-234-9088　上益城圏域虐待防止センター 096-234-3221

相談支援専門員　清水豊一　　清田　稔　　安藤亜樹子

　 私たちは『個人』と対話し『社会』につなぐ『福祉』の仕事をしています。

それは森のシンフォニーを指揮することではなく、どちらかと言えば木が奏で

る音を一つ一つ調律し、全体に調和させる仕事です。これらの格言や金言を常

に肝に銘じていきたいと考えています。

Q
Ａ

Q
Ａ
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Vol.１

甲佐町のいろいろをお伝えする新コーナーです。

まずはあゆの里から

車で15分。

甲佐の中でも歴史あ

る甲佐神社をご紹介

します。

肥後国二宮で阿蘇神

社の二の宮とも呼ば

れています。

鳥居をくぐり階段を上ると拝殿が見えてきました

有名な蒙古襲来絵詞が奉納されていて、

後に明治天皇に献上されたという由緒

ある神社です

知らずに行ったので

びっくりしました

ありがとうございます☆

地鶏にだご汁におにぎりと

とっても美味しかったです

甲佐には楽しいところがいっぱい！これを見たら是非甲佐に寄っといで～
もちろんあゆの里へも来てみてね☆

あゆの里へ行くついでに

甲佐の名所へちょっと寄り道

あゆの里の初詣と

言えばここ！

御朱印も頂きました

次はお食事！

なんと玄関にあゆの里の

製品が置いてありました

あゆの里から

車で約10分。
少し山の中にあるお食事処「野乃家」

古民家風のお店で日向地鶏が名物のお店

甲佐神社

あゆの里

野乃家
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職員新人紹介

皆さんと楽しく仕事をしながら充実した

日々を共に過ごせたらと思います。

黒田　勝
令和３年４月から

職業指導員

ワークセンターあゆの里

（就労継続支援B型）

新しい世界での仕事に“わくわく”です。

多くの人に出会い対話を重ねていきます。

よろしくお願いします。

清水　豊一
令和３年３月から

所　長

相談支援センター
かけはし

（相談支援事業所）

社会福祉法人五色会

あゆの里
障がい者支援センター

TEL 096-234-4311 FAX 096-234-4308

熊本県上益城郡甲佐町津志田2472番地

編集後記編集後記 　じわじわと暑い夏がきている今日この頃。広報あ
ゆのさとは今号より「厚さ」マシマシでお届けいた
します。新コーナーも増え、広報スタッフの趣味色
も「マシマシ」に…？
　ともかく、よりお楽しみいただける誌面を目指し
今後もチーム広報、日々邁進してまいります。まず
は皆さま、どうかよい夏となりますように。（係）

社会福祉関連国家試験

　2020年度、障がい者支援センターあゆの

里では４名が社会福祉関連国家試験に合格い

たしました。

　　　　社会福祉士　　1名

　　　　公認心理師　　2名

　　　　介護福祉士　　1名

　2019年に策定した障がい者支援センター

あゆの里7か年戦略（あゆの里プラン）で

は、重点3本柱の一つとして「学習する組織

の形成」を掲げています。

　今回、社会福祉関連国家試験で4名の合格

者を出したことにより「学習する組織の形

成」の一端を実現することができました。

　2021年度も、引き続き「学習する組織の

形成」を促進し、質の高い支援を実現してま

いります。

あゆの里から4名合格！！


