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２０１９年度　社会福祉法人大川市福祉会　事業計画
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月 行事内容 内訳 備考 月 行事内容 内訳 備考

誕生日会 プレゼント代　500円×30人 一泊旅行③ 宿泊費・体験費等

バースデーランチ 2,000円×30人 誕生日会

花見 弁当800円、飲み物100円 バースデーランチ

レクリエーション 運動（甲氏） 謝金 木の香かふぇ デザート＋飲み物

創作活動 春の創作　材料代 消防訓練（避難訓練）

園外活動（ボウリング＋外食） ボウリング代＋昼食代　30人 家族懇談会

藤見学 おやつ代 インフルエンザ予防接種

絵手紙教室 絵手紙（横山氏） 謝金 園外活動（ボウリング＋外食）

避難訓練（総合訓練） レクリエーション 大川ブッククラブ

誕生日会 日帰り旅行②

バースデーランチ 誕生日会

木の香かふぇ デザート＋飲み物 バースデーランチ

園外活動（ボウリング＋外食） 創作活動 冬の創作　材料代

野球観戦① チケット代・駐車場代・弁当代 絵手紙教室 絵手紙（横山氏） 謝金

誕生日会 園外活動（ボウリング＋外食）

バースデーランチ クリスマス会 プレゼント代・食事代

創作活動 夏の創作　材料代 誕生日会

園外活動（ボウリング＋外食） バースデーランチ

防犯研修 還暦・成人を祝う会 紅白まんじゅう、祝い品

レクリエーション 音楽（外部講師） レクリエーション 音楽（外部講師）

野球観戦② チケット代・駐車場代・弁当代 初詣

誕生日会 木の香かふぇ デザート＋飲み物

バースデーランチ 園外活動（ボウリング＋外食）

七夕会 誕生日会

消防訓練（通報訓練） バースデーランチ

園外活動（ボウリング＋外食） 救急法講習会

木の香かふぇ デザート＋飲み物 節分行事 豆代

工場見学① バレンタインデー（おやつ作り） 材料代

誕生日会 園外活動（ボウリング＋外食）

バースデーランチ 梅見学 おやつ代

ひまわり見学 歯科検診

レクリエーション グリーンハーモニー 誕生日会

野球観戦③ チケット代・駐車場代・弁当代 バースデーランチ

園外活動（ボウリング＋外食） ホワイトデー（おやつ作り） 材料代

工場見学② ひな祭り おやつ代

一泊旅行① 宿泊費・体験費等 木の香かふぇ デザート＋飲み物

誕生日会 園外活動（ボウリング＋外食）

バースデーランチ DVD鑑賞 レンタル料

木の香祭り プール 希望者

絵手紙教室 絵手紙（横山氏） 謝金 映画鑑賞 希望者：実費負担

木の香かふぇ デザート＋飲み物 移動訓練（電車・バスに乗って出かけよう！） 小グループ活動

園外活動（ボウリング＋外食） 調理実習 小グループ活動

健康診断 買い物実習 希望者：実費負担

誕生日会

バースデーランチ

一泊旅行② 宿泊費・体験費等

レクリエーション 運動（甲氏）

ハロウィン・運動会

園外活動（ボウリング＋外食）

ピクニック 弁当500円×30人

日帰り旅行①
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２０１９年度　社会福祉法人大川市福祉会　事業計画

木の香園生活支援センター「生活介護」　年間行事計画
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月 行事内容 内訳 備考

園外訓練（トレーニング） 城島げんき館 利用料免除

花見 弁当代、飲み物代

調理実習 材料代

園外訓練（交通機関利用） 利用者と協議して決定 利用者負担有り

園外訓練（トレーニング） 城島げんき館 利用料免除

職場体験・見学

防災訓練

木の香かふぇ おやつ、飲み物代

園外訓練（トレーニング） 城島げんき館 利用料免除

調理実習 材料代

防犯教室 警察署依頼

園外レクレーション（余暇活動） 利用者と協議して決定 利用者負担有り

園外訓練（トレーニング） 城島げんき館 利用料免除

園外訓練（交通機関利用） 利用者と協議して決定 利用者負担有り

接遇マナー研修 外部講師依頼

木の香かふぇ おやつ、飲み物代

野球観戦 チケット代・食事代

園外訓練（トレーニング） 城島げんき館 利用料免除

障害者就職準備講座

職場体験・見学

調理実習 材料代

園外訓練（トレーニング） 城島げんき館 利用料免除

障害者雇用促進面談会

木の香かふぇ おやつ、飲み物代

園外レクレーション（余暇活動） 利用者と協議して決定 利用者負担有り

木の香まつり

園外訓練（トレーニング） 城島げんき館 利用料免除

園外活動(一泊旅行) 宿泊費、体験費等 利用者負担有り

調理実習 材料代

園外訓練（交通機関利用） 利用者と協議して決定 利用者負担有り

園外訓練（トレーニング） 城島げんき館 利用料免除

職場体験・見学

木の香かふぇ おやつ、飲み物代

園外訓練（トレーニング） 城島げんき館 利用料免除

クリスマス会

調理実習 材料代

園外訓練（トレーニング） 城島げんき館 利用料免除

成人祝う会 記念品等

初詣 利用者と協議して決定 利用者負担有り

園外訓練（交通機関利用） 利用者と協議して決定 利用者負担有り

木の香かふぇ おやつ、飲み物代

園外訓練（トレーニング） 城島げんき館 利用料免除

職場体験・見学

調理実習 材料代

園外レクレーション（余暇活動） 利用者と協議して決定 利用者負担有り

園外訓練（トレーニング） 城島げんき館 利用料免除

木の香かふぇ おやつ、飲み物代

園外訓練（交通機関利用） 利用者と協議して決定 利用者負担有り

２０１９年度　社会福祉法人大川市福祉会　事業計画
木の香園生活支援センター「就労移行」　年間行事計画
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月 行事内容 内訳 備考 月 行事内容 内訳 備考

誕生日会 プレゼント代　500円×2人 一泊旅行③ 宿泊費・体験費等

バースデーランチ 2,000円×2人 誕生日会

花見 弁当800円、飲み物100円 バースデーランチ

レクリエーション 運動（甲氏） 謝金 木の香かふぇ デザート＋飲み物

創作活動 春の創作　材料代 消防訓練（避難訓練）

園外活動（ボウリング＋外食） ボウリング代＋昼食代　2人 家族懇談会

藤見学 おやつ代 インフルエンザ予防接種

絵手紙教室 絵手紙（横山氏） 謝金 園外活動（ボウリング＋外食）

避難訓練（総合訓練） レクリエーション 大川ブッククラブ

誕生日会 日帰り旅行②

バースデーランチ 誕生日会

木の香かふぇ デザート＋飲み物 バースデーランチ

園外活動（ボウリング＋外食） 創作活動 冬の創作　材料代

野球観戦① チケット代・駐車場代・弁当代 絵手紙教室 絵手紙（横山氏） 謝金

誕生日会 園外活動（ボウリング＋外食）

バースデーランチ クリスマス会 プレゼント代・食事代

創作活動 夏の創作　材料代 誕生日会

園外活動（ボウリング＋外食） バースデーランチ

防犯研修 還暦・成人を祝う会 紅白まんじゅう、祝い品

レクリエーション 音楽（外部講師） レクリエーション 音楽（外部講師）

野球観戦② チケット代・駐車場代・弁当代 初詣

誕生日会 木の香かふぇ デザート＋飲み物

バースデーランチ 園外活動（ボウリング＋外食）

七夕会 誕生日会

消防訓練（通報訓練） バースデーランチ

園外活動（ボウリング＋外食） 救急法講習会

木の香かふぇ デザート＋飲み物 節分行事 豆代

工場見学① バレンタインデー（おやつ作り） 材料代

誕生日会 園外活動（ボウリング＋外食）

バースデーランチ 梅見学 おやつ代

ひまわり見学 歯科検診

レクリエーション グリーンハーモニー 誕生日会

野球観戦③ チケット代・駐車場代・弁当代 バースデーランチ

園外活動（ボウリング＋外食） ホワイトデー（おやつ作り） 材料代

工場見学② ひな祭り おやつ代

一泊旅行① 宿泊費・体験費等 木の香かふぇ デザート＋飲み物

誕生日会 園外活動（ボウリング＋外食）

バースデーランチ DVD鑑賞 レンタル料

木の香祭り プール 希望者

絵手紙教室 絵手紙（横山氏） 謝金 映画鑑賞 希望者：実費負担

木の香かふぇ デザート＋飲み物 移動訓練（電車・バスに乗って出かけよう！） 小グループ活動

園外活動（ボウリング＋外食） 調理実習 小グループ活動

健康診断 買い物実習 希望者：実費負担

誕生日会

バースデーランチ

一泊旅行② 宿泊費・体験費等

レクリエーション 運動（甲氏）

ハロウィン・運動会

園外活動（ボウリング＋外食）

ピクニック 弁当500円×2人

日帰り旅行①
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２０１９年度　社会福祉法人大川市福祉会　事業計画

木の香園生活支援センター「共生型通所介護」　年間行事計画
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月 行事内容 内訳 備考 月 行事内容 内訳 備考

誕生日会 プレゼント代　500円×4人 一泊旅行③ 宿泊費・体験費等

バースデーランチ 2,000円×4人 誕生日会

花見 弁当800円、飲み物100円 バースデーランチ

レクリエーション 運動（甲氏） 謝金 木の香かふぇ デザート＋飲み物

創作活動 春の創作　材料代 消防訓練（避難訓練）

園外活動（ボウリング＋外食） ボウリング代＋昼食代　4人 家族懇談会

藤見学 おやつ代 インフルエンザ予防接種

絵手紙教室 絵手紙（横山氏） 謝金 園外活動（ボウリング＋外食）

避難訓練（総合訓練） レクリエーション 大川ブッククラブ

誕生日会 日帰り旅行②

バースデーランチ 誕生日会

木の香かふぇ デザート＋飲み物 バースデーランチ

園外活動（ボウリング＋外食） 創作活動 冬の創作　材料代

野球観戦① チケット代・駐車場代・弁当代 絵手紙教室 絵手紙（横山氏） 謝金

誕生日会 園外活動（ボウリング＋外食）

バースデーランチ クリスマス会 プレゼント代・食事代

創作活動 夏の創作　材料代 誕生日会

園外活動（ボウリング＋外食） バースデーランチ

防犯研修 還暦・成人を祝う会 紅白まんじゅう、祝い品

レクリエーション 音楽（外部講師） レクリエーション 音楽（外部講師）

野球観戦② チケット代・駐車場代・弁当代 初詣

誕生日会 木の香かふぇ デザート＋飲み物

バースデーランチ 園外活動（ボウリング＋外食）

七夕会 誕生日会

消防訓練（通報訓練） バースデーランチ

園外活動（ボウリング＋外食） 救急法講習会

木の香かふぇ デザート＋飲み物 節分行事 豆代

工場見学① バレンタインデー（おやつ作り） 材料代

誕生日会 園外活動（ボウリング＋外食）

バースデーランチ 梅見学 おやつ代

ひまわり見学 歯科検診

レクリエーション グリーンハーモニー 誕生日会

野球観戦③ チケット代・駐車場代・弁当代 バースデーランチ

園外活動（ボウリング＋外食） ホワイトデー（おやつ作り） 材料代

工場見学② ひな祭り おやつ代

一泊旅行① 宿泊費・体験費等 木の香かふぇ デザート＋飲み物

誕生日会 園外活動（ボウリング＋外食）

バースデーランチ DVD鑑賞 レンタル料

木の香祭り プール 希望者

絵手紙教室 絵手紙（横山氏） 謝金 映画鑑賞 希望者：実費負担

木の香かふぇ デザート＋飲み物 移動訓練（電車・バスに乗って出かけよう！） 小グループ活動

園外活動（ボウリング＋外食） 調理実習 小グループ活動

健康診断 買い物実習 希望者：実費負担

誕生日会

バースデーランチ

一泊旅行② 宿泊費・体験費等

レクリエーション 運動（甲氏）

ハロウィン・運動会

園外活動（ボウリング＋外食）

ピクニック 弁当500円×4人

日帰り旅行①
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２０１９年度　社会福祉法人大川市福祉会　事業計画

木の香園生活支援センター「日中一時」　年間行事計画
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月 行事内容 内訳 備考

個別支援会議

ボーリング大会 ボーリング代 弁当・ジュース@1200×20人

個別支援会議

黒木藤見学

避難訓練（総合訓練）

個別支援会議

日帰り旅行（ほーむ合同） 大分・福岡・熊本・佐賀・長崎 観光代@3,000×20人、食事代@2,000×20人

個別支援会議

避難訓練（通報訓練）

野球・サッカー・劇場・博多座 チケット代 チケット代@5,500×20人

個別支援会議

BBQ（自立・ほーむ合同） 材料費、備品代など バーベキュー代@2,000×20人

夏季大掃除

個別支援会議

勉強会 講師等を招いた勉強会の実施 就労支援に関するテーマで勉強会を実施する。

レクリエーション（買い物） 休日開園 昼食代：実費負担

木の香祭り 出店

個別支援会議

1泊旅行 宿泊代@20,000×20人

木工祭り 出店

福祉の集い 出店

個別支援会議

バルーンフェスタ

避難訓練（避難訓練） 休日開園 昼食代：実費負担

個別支援会議 出店

福祉の集い

クリスマス・忘年会（ほーむ合同） ケーキ、食事代 1人当たり3,500円×20人

年末大掃除

個別支援会議 土曜開園 昼食代：実費負担

初詣

個別支援会議 カラオケ

レクリエーション（カラオケ） 部屋代@800×20人

避難訓練（消火訓練）

勉強会 講師等を招いた勉強会の実施 就労支援に関するテーマで勉強会を実施する。

個別支援会議

保護者懇談会 食事代@2,000×20人

4
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２０１9年度　社会福祉法人大川市福祉会　事業計画
 木の香園自立支援センター「 就労継続支援A型」　年間行事計画
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月 行事内容 内訳 備考

居住者会議 交流・意見交換

花見 弁当、ジュース代 弁当・ジュース@2,000×10人

買い物同行（個別1班　久留米） ※公共交通機関の利用

居住者会議 交流・意見交換

日帰り旅行① 昼食・観光代@5,000×10

避難訓練（総合訓練）  

居住者会議・誕生会（4・5・6月） 交流・意見交換 ケーキ・ジュース＠700×10人

買い物同行（個別2班　大川） ※送迎

野菜作り 家庭菜園栽培

料理教室 食べたいものヒアリング

清掃活動 周辺清掃

野球観戦 チケット代 チケット代@5,500×10人

避難訓練（通報訓練）

居住者会議 交流・意見交換

清掃活動 周辺清掃

居住者会議 交流・意見交換

買い物同行（個別3班　佐賀） ※送迎

GH合同BBQ 材料費、備品代など 食費＠2,000×10人、飲み物＠2000

夏季大掃除

居住者会議・誕生会（7・8・9月） 交流・意見交換 ケーキ・ジュース＠700×10人

料理教室 食べたいもの

木の香祭り

居住者会議 交流・意見交換

日帰り旅行 昼食・観光代

清掃活動 周辺清掃

居住者会議 交流・意見交換

紅葉狩り 昼食代＠1,500×10人

避難訓練（避難訓練）

居住者会議・誕生会（10・11・12月） 交流・意見交換 ケーキ・ジュース＠700×10人

クリスマス会・忘年会 プレゼント、ケーキ代 プレゼント＠2000×10、ケーキ＠700×10

バスに乗って出かけよう 公共交通機関の利用 希望者実費

年越し、年明け 祝い会席 食事代等@3,000×10人

居住者会議 交流・意見交換

初詣 外出レクリエーション 昼食代@1,500×10人

居住者会議 交流・意見交換

避難訓練（消火訓練）

陶芸体験 創作・交流

買い物・映画鑑賞　同行 希望者のみ

料理教室 食べたいもの

居住者会議・誕生会（1・2・3月） 交流・意見交換 ケーキ・ジュース＠700×10人

その他 送別会 利用者退所時の送別会 ケーキ代@500×10×5回
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2019年度　社会福祉法人大川市福祉会　事業計画
木の香園自立支援センター「宿泊型自立訓練・短期入所」　年間行事計画
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月 行事内容 内訳

個別ケ－ス会議

誕生会 誕生者ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ　予算一人1,100円

レクリエーション（土曜開園） グリーンランド・動物園

作業日（土曜又は祭日開園）

避難訓練

個別ケース会議

誕生会 誕生者お祝い、余興

レクリエーション（土曜開園） パークゴルフ

レクリエーション（土曜開園） 大運動会

作業日（土曜又は祭日開園） 昼食調理実習

個別ケ－ス会議

誕生会 誕生者お祝い、余興

レクリエーション（土曜開園） 野球観戦

レクリエーション（土曜開園） 手創り教室①

個別ケ－ス会議

誕生会 誕生者お祝い、余興

レクリエーション（土曜開園） 星野村お茶体験

避難訓練

個別ケ－ス会議

 七夕（旧暦）祭り お供え物

誕生会 誕生者お祝い、余興

レクリエーション（土曜開園） 保護者会＆親子参加レク

作業開園（土曜日） 昼食調理実習

夏期大掃除

個別ケ－ス会議

誕生会 誕生者お祝い、余興

レクリエーション（土曜開園） ときめきｽﾎﾟｰﾂ大会

木の香まつり（土曜開園）

個別ケ－ス会議

みかん狩り

 木工祭り出店（土・日曜開園）

誕生会 誕生者お祝い、余興

レクリエーション（土曜開園） 日帰り旅行

個別ケ－ス会議

避難訓練

誕生会 誕生者お祝い、余興

レクリエーション（土曜開園） 一泊旅行

個別ケ－ス会議

厳島神社清掃

作業開園（土曜日） クリスマス会＆ケーキ作り

誕生会 誕生者お祝い、余興

レクリエーション（土曜開園） 大忘年会（食事代、プレゼント）

 年末大掃除

個別ケ－ス会議

 正月イベント（餅つき・初詣） もち米等

誕生会 誕生者お祝い、余興

レクリエーション（土曜開園） 手創り教室②＆成人・還暦祝い

個別ケ－ス会議

レクリエーション（土曜開園） 佐賀県立宇宙科学館

誕生会 誕生者お祝い、余興

木の香マラソン(日曜開園）

交通安全教室

個別ケ－ス会議

誕生会 誕生者お祝い、余興＜ケーキ代＞

作業日（土曜開園） 花見

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ（土曜開園） 買い物・映画鑑賞

２０１９年度　社会福祉法人大川市福祉会　事業計画
木の香園就労支援センター「就労継続支援Ｂ型」　年間行事計画
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月 行事内容 内訳 備考

個別支援会議 関係者招集
花見 弁当・茶菓代
施設見学、研修 交通費、参加費
個別支援会議 関係者招集
避難訓練(消防立ち会い) 災害想定・救命救急講習
バスハイク 交通費、参加費
個別支援会議 関係者招集
クラブ活動 活動費
家族交流会 準備費
個別支援会議 関係者招集
ＢＢＱ 材料費
寄宿舎夏祭り 材料費
個別ケース会議 関係者招集
クラブ活動 活動費
バスハイク（ぶどう狩り） 交通費、参加費
個別支援会議 関係者招集
木の香祭り 法人合同行事
個別支援会議 関係者招集
福精連ふれあい大会 参加費(弁当代)
大川木工祭 販売出店
個別支援会議 関係者招集
防犯訓練 犯罪想定
バスハイク（釣り堀） 交通費、参加費
クラブ活動 活動費
個別支援会議 関係者招集
ふくしの集い（販売） 社協主催
家族交流会 準備費
忘年会 就労Ｂ・地活合同
個別支援会議 関係者招集
初詣 参拝・交通代
福精連九州大会 交通代・参加代
個別支援会議 関係者招集
クラブ活動 活動費
１泊旅行 旅費、交通費
個別支援会議 関係者招集
避難訓練 火災想定

２０１９年度　社会福祉法人大川市福祉会　事業計画
木の香らんど　「就労継続支援Ｂ型」　年間行事計画
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月 行事内容 内訳 備考

個別ケース会議 関係者招集
花見 弁当・茶菓代
SST 活動費 利用希望に応じて

施設見学、研修 交通費、参加費
個別ケース会議 関係者招集
避難訓練(消防立ち会い) 災害想定・救命救急講習
バスハイク（山登り） 交通費、参加費
クラブ活動 活動費
個別ケース会議 関係者招集
SST 活動費 利用希望に応じて

個別ケース会議 関係者招集
ＢＢＱ 材料費
SST 活動費 利用希望に応じて

個別ケース会議 関係者招集
SST 活動費 利用希望に応じて

バスハイク（ぶどう狩り） 交通費、参加費
個別ケース会議 関係者招集
SST 活動費 利用希望に応じて

木の香まつり 法人合同行事
個別ケース会議 関係者招集
SST 活動費 利用希望に応じて

福精連ふれあい大会 参加費(弁当代)
大川木工祭 販売出店
個別ケース会議 関係者招集
防犯訓練 犯罪想定
バスハイク（釣り堀） 交通費、参加費
SST 活動費 利用希望に応じて

個別ケース会議 関係者招集
SST 活動費 利用希望に応じて

忘年会 就労Ｂ・地活合同
個別ケース会議 関係者招集
SST 活動費 利用希望に応じて

初詣 参拝・交通代
福精連九州大会 交通代・参加代
個別ケース会議 関係者招集
SST 活動費 利用希望に応じて

１泊旅行 旅費、交通費
個別ケース会議 関係者招集
避難訓練 火災想定
SST 活動費 利用希望に応じて

２０１９年度　社会福祉法人大川市福祉会　事業計画
木の香らんど　「地域活動支援センター」　年間行事計画
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月 事務局 内訳 備考

教育機関、民生委員訪問 情報共有

自立支援協議会事務局会議（定例会） 事務局（資料作成）、事例検討会

ケース検討（相談支援報告） 情報共有

自立支援協議会事務局会議（定例会） 事務局（資料作成）、事例検討会

相談支援専門部会 定例会議参加

八女筑後・久留米圏域委託相談支援事業所情報交換会 研修会参加 八女市担当

自立支援協議会事務局会議（定例会） 事務局（資料作成）、事例検討会

相談支援専門部会 定例会議参加

他事業所見学 事業所見学

虐待研修（大川市） 研修会参加

児童生徒居住地区ネットワーク研修会 研修会参加

ケース検討（相談支援報告） 情報共有

社会福祉士相談援助実習生受入 1名(7-8月)

自立支援協議会事務局会議（定例会） 事務局（資料作成）、事例検討会

相談支援専門部会 定例会議参加

筑後特別支援学校　地域懇談会 会議参加

精神障害者地域支援事業関係機関会議 研修会参加

近隣市町村特定相談支援事業所情報交換会 研修参加

ケース検討（相談支援報告） 情報共有

自立支援協議会事務局会議（定例会） 事務局（資料作成）、事例検討会

相談支援専門部会 定例会議参加

福岡県相談支援従事者初任者研修 研修会参加

ケース検討（相談支援報告） 情報共有

自立支援協議会事務局会議（定例会） 事務局（資料作成）、事例検討会

相談支援専門部会 定例会議参加

障害者虐待防止・権利擁護研修 研修会参加

八女筑後・久留米圏域委託相談支援事業所情報交換会（研修会） 研修会参加 八女市担当

福岡県医療的ケア児等コーディネーター養成研修 研修会参加

精神障害者地域支援事業関係機関会議 研修会参加

ケース検討（相談支援報告） 情報共有

社会福祉士相談援助実習生受入 1名(9-10月)

自立支援協議会事務局会議（定例会） 事務局（資料作成）、事例検討会

相談支援専門部会 定例会議参加

自立支援協議会全体会 事務局分担

アルコール薬物関連問題研究協議会 研修会参加

ケース検討（相談支援報告） 情報共有

自立支援協議会事務局会議（定例会） 事務局（資料作成）、事例検討会

相談支援専門部会 定例会議参加

社会福祉士実習指導者研修会 研修会参加

精神障害者地域支援事業関係機関会議 研修会参加

相談支援現任研修 研修会参加

ケース検討（相談支援報告） 情報共有

相談支援専門部会 定例会議参加

自立支援協議会事務局会議（定例会） 事務局（資料作成）、事例検討会

福岡県地域自立支援協議会担当者会議 研修会参加

ケース検討（相談支援報告） 情報共有

相談支援専門部会 定例会議参加

八女筑後・久留米圏域委託相談支援事業所情報交換会 研修会参加 八女市担当

精神障害者地域支援事業関係機関会議 研修会参加

自立支援協議会事務局会議（定例会） 事務局（資料作成）、事例検討会

サービス管理責任者研修 研修会参加

ケース検討（相談支援報告） 情報共有

相談支援専門部会 定例会議参加

相談援助実習報告会（各大学へ）

自立支援協議会事務局会議（定例会） 事務局（資料作成）、事例検討会

ケース検討（相談支援報告） 情報共有

相談支援専門部会 定例会議参加

自立支援協議会全体会（総括・政策提言） 事務局分担

ケース検討（相談支援報告） 情報共有

※研修会は施設職員研修、その他の必要な研修を受講する。

2019年度　社会福祉法人大川市福祉会　事業計画
木の香園相談支援センター　「相談支援事業」　年間行事計画

4

5

6

7

2

3

8

9

10

11

12

1



月 行事内容 内訳 備考 月 行事内容 内訳 備考

DVD鑑賞 レンタル料 宿泊研修 旅行諸費

親子バスハイク 高速代・入館料等 調理実習 材料代

調理実習 材料代 誕生会 材料代

鯉のぼり創作 材料代 ハロウィン 材料代

その他 日常療育等雑貨 その他 日常療育等雑貨

母の日創作 材料代 創作活動 材料代

DVD鑑賞 レンタル料 親子グリーンランド 入園料等

釣り堀 入園料等 お菓子作り 材料代

誕生会 材料代 プール 利用料

その他 日常療育等雑貨 焼き芋 材料代

サイクリングパーク 入園料等 誕生会 材料代

調理実習 材料代 その他 日常療育等雑貨

父の日創作 材料代 誕生日会 材料代

誕生会 材料代 乗り物実習 職員電車代等

DVD鑑賞 レンタル料 クリスマス創作 材料代

ゆうキッズ愛らんど 入園料等 クリスマス会 食事・プレゼント・イベント代

プール 利用料 カレンダー創作 材料代

その他 日常療育等雑貨 その他 日常療育等雑貨

七夕創作 材料代 ぜんざい会 材料代

お菓子作り 材料代 創作活動 材料代

室内ゲーム大会 材料代 国立博物館 高速代・入館料等

乗り物実習 職員電車代等 誕生日会 材料代

プール 利用料 その他 日常療育等雑貨

誕生会 材料代 豆まき 材料代

その他 日常療育等雑貨 DVD鑑賞 レンタル料

プール 利用料 外食 食事代

調理実習 材料代 お菓子作り 材料代

スイカ割り 材料代 乗り物実習 職員電車代等

乗り物実習 職員電車代等 創作活動 材料代

外食 食事代 大川シネマホール 職員鑑賞代

誕生会 材料代 その他 日常療育等雑貨

映画鑑賞 職員鑑賞代 誕生日会 材料代

DVD鑑賞 レンタル料 進級式 材料代

その他 日常療育等雑貨 その他 日常療育等雑貨

プール 利用料

創作活動 材料代

DVD鑑賞 レンタル料

外食 食事代

誕生会 材料代

その他 日常療育等雑貨

木の香祭り 事業所負担金

２０１９年度　社会福祉法人大川市福祉会　事業計画

木の香園児童支援センター単位１　「放課後等デイサービス」年間行事計画

木の香園でいさーびす　「日中一時支援（単位１）」年間行事計画
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月 行事内容 内訳 備考 月 行事内容 内訳 備考
アクアスプール 利用料 調理実習 材料代

工場見学 利用料等 久留米科学館 入園料等

すたみな太郎 食事代 外食 食事代

室内遊び 材料代 室内遊び 材料代

調理実習 材料代 その他 日常療育等雑貨

創作活動 材料代 室内遊び 材料代

ＤＶＤ鑑賞 レンタル料 お菓子作り 材料代

その他 日常療育等雑貨 乗り物実習 職員電車代等

室内遊び 材料代 ＤＶＤ鑑賞 レンタル料

ＤＶＤ鑑賞 レンタル料 バスハイク 高速代・入館料等

映画鑑賞 職員鑑賞代 その他 日常療育等雑貨

室内遊び 材料代 室内遊び 材料代

乗り物実習 職員電車代等 調理実習 材料代

大牟田市動物園 入園料等 ＤＶＤ鑑賞 レンタル料

その他 日常療育等雑貨 親子クリスマス会 食事・プレゼント・イベント代

創作活動 材料代 ボウリング 利用料

どんぐり村 入園料等 室内遊び 材料代

出前授業 利用料等 その他 日常療育等雑貨

室内遊び 材料代 ぜんざい会 材料代

ＤＶＤ鑑賞 レンタル料 お菓子作り 材料代

調理実習 材料代 宇宙科学館 入園料等

その他 日常療育等雑貨 ＤＶＤ鑑賞 レンタル料

ＤＶＤ鑑賞 レンタル料 乗り物実習 職員電車代等

吉野ヶ里遺跡 入園料等 室内遊び 材料代

お菓子作り 材料代 その他 日常療育等雑貨

親子研修 高速代・入館料等 調理実習 材料代

乗り物実習 職員電車代等 久留米科学館 入園料等

創作（外部） 材料代、講師交通費等 室内遊び 材料代

室内遊び 材料代 ＤＶＤ鑑賞 レンタル料

夏休みプール 利用料 その他 日常療育等雑貨

その他 日常療育等雑貨 乗り物実習 職員電車代等

バルーンミュージアム 入園料等 ＤＶＤ鑑賞 レンタル料

夏休みプール 利用料 大牟田市動物園 入園料等

博多総合車両所 高速代・入館料等 お菓子作り 材料代

調理実習 材料代 工場見学 利用料等

干潟体験 利用料等 その他 日常療育等雑貨

室内遊び 材料代

映画鑑賞 職員鑑賞代

ＤＶＤ鑑賞 レンタル料

その他 日常療育等雑貨

創作活動 材料代

乗り物実習 職員電車代等

ＤＶＤ鑑賞 レンタル料

宿泊研修 旅行諸費

お菓子作り 材料代

その他 日常療育等雑貨

木の香まつり 事業所負担金

3

２０１９年度　社会福祉法人大川市福祉会　事業計画

木の香園児童支援センター単位２　「放課後等デイサービス」年間行事計画

木の香園でいさーびす　「日中一時支援（単位２）」年間行事計画
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月 行事内容 内訳

清掃活動 団地内清掃・各ほーむ共有スペース等

利用者会議 会議後茶話会

個別支援会議 関係者招集

誕生会 各ホームにて食事会

屋外活動 ピクニック・藤の花見（自立合同）

買い物ツアー 一人で買えない物に同行

誕生会 各ホームにて食事会

屋外活動 日帰り旅行（自立合同）

個別支援会議 関係者招集

誕生会 各ホームにて食事会

避難訓練

屋外活動 野球等観戦（自立合同）

個別支援会議 関係者招集

誕生会 各ホームにて食事会

大掃除 各ホームにて実施

レクレーション ＢＢＱ（自立と合同）

誕生会 各ホームにて食事会

清掃活動 団地内清掃・各ほーむ共有スペース等

木の香祭り

誕生会 各ホームにて食事会

外食ツアー（レクレーション） 希望募り店など決定

個別支援会議 関係者招集

誕生会 各ホームにて食事会

清掃活動 団地内清掃・各ほーむ共有スペース等

利用者会議 会議後茶話会

誕生会 各ホームにて食事会

屋外活動 イルミネーションドライブ

大掃除 各ホームにて実施
レクレーション 忘年会・クリスマス会（自立合同）

誕生会 各ホームにて食事会

個別支援会議 関係者招集
初詣・新年会 おせち料理
個別支援会議 関係者招集
誕生会 各ホームにて食事会
買い物ツアー 一人で買えない物に同行
誕生会 各ホームにて食事会
外食ツアー（レクレーション） 利用者希望確認後決定
清掃活動 団地内清掃・各ほーむ共有スペース等
誕生会 各ホームにて食事会
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２０１9年度　社会福祉法人大川市福祉会　事業計画
  木の香ほーむ 「共同生活援助」　年間行事計画
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月 行事内容 内訳 備考

ＤＶＤ鑑賞会① DVD賃借料

避難訓練(日中) 火災想定・救命救急講習

誕生日会　 準備費

誕生サプライズ 準備費

調理クラブ① 材料費

ＤＶＤ鑑賞会② DVD賃借料

避難訓練(夜間) 火災想定

誕生日会 準備費

誕生サプライズ 準備費

避難訓練(日中) 水害想定

調理クラブ② 材料費

買い物へＧＯ！① 食事代

ＤＶＤ鑑賞会③ DVD賃借料

日帰り旅行 活動費

防犯対策訓練① 日中を想定

誕生日会 準備費

誕生サプライズ 準備費

木の香祭り 法人合同行事

調理クラブ③ 材料費

家族懇談会　① 準備費

誕生日会 準備費

誕生サプライズ 準備費

木工祭見学(１班) 準備費

木工祭見学(２班) 準備費

ＤＶＤ鑑賞会④ DVD賃借料

避難訓練(夜間) 水害想定

誕生日会 準備費

誕生サプライズ 準備費

調理クラブ④ 材料費

防犯対策訓練② 夜間の場合を想定

買い物へＧＯ！② 活動費

クリスマス・忘年会 活動費・準備費

ＤＶＤ鑑賞会⑤ DVD賃借料

避難訓練(日中) 火災想定

誕生日会 準備費

誕生サプライズ 準備費

おせち 準備費

初詣 地元の神社参り

調理クラブ⑤ 材料費

誕生日会 準備費

誕生サプライズ 準備費

ＤＶＤ鑑賞会⑥ DVD賃借料

買い物へＧＯ！③ 活動費

避難訓練(夜間) 地震想定

誕生日会 準備費

誕生サプライズ 準備費

お楽しみ会・家族懇談会② 活動費・準備費

２０１９年度　社会福祉法人大川市福祉会　事業計画
新ぐるーぷほーむ「共同生活援助(日中サービス支援型)」　年間行事計画
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月 行事内容 内訳 月 行事内容 内訳

個別支援会議 個別支援会議

ＤＶＤ鑑賞会① 誕生日ケーキ　4,000円

避難訓練(日中) 誕生日ケーキ　4,000円

ドライブ 誕生サプライズ 誕生者1名分　一人2,000円

個別支援会議 調理クラブ④ 一人300円

誕生日会　 誕生日ケーキ　4,000円 買い物へＧＯ！② 小ＧＰの食事会　３名　一人2000円

誕生サプライズ 誕生者１名分　一人2,000円 個別支援会議

ドライブ クリスマス・忘年会 お菓子等オードブル・プレゼント　一人1500円

調理クラブ① 一人300円 ＤＶＤ鑑賞会⑤

個別支援会議 ドライブ

ＤＶＤ鑑賞会② 避難訓練(日中)

ドライブ 個別支援会議

避難訓練(夜間) 誕生日会 誕生日ケーキ　4,000円

個別支援会議 誕生サプライズ 誕生者1名分　一人2,000円

誕生日ケーキ　4,000円 おせち 一人4000円

誕生日ケーキ　4,000円 初詣

誕生サプライズ 誕生者２名分　一人2,000円 調理クラブ⑤ 一人300円

ドライブ 個別支援会議

調理クラブ② 一人300円 誕生日会 誕生日ケーキ　4,000円

個別支援会議 誕生サプライズ 誕生者1名分　一人2,000円

買い物へＧＯ！① 小ＧＰの食事会　４名　一人2000円 ＤＶＤ鑑賞会⑥

ＤＶＤ鑑賞会③ ドライブ

日帰り旅行 日曜日予定　　一人1５000円(入場料・食事代等) 買い物へＧＯ！③ 小ＧＰの食事会　３名　一人2000円

避難訓練(日中) 避難訓練(夜間)

個別支援会議 個別支援会議

誕生日会 誕生日ケーキ　4,000円 誕生日会 誕生日ケーキ　4,000円

誕生サプライズ 誕生者1名分　一人2,000円 誕生サプライズ 誕生者1名分　一人2,000円

木の香祭り ドライブ

調理クラブ③ 一人300円 お楽しみ会・家族懇談会② 報告会・外部ボランティアからの出し物　一人2000円

ドライブ

家族懇談会　① 報告・茶話会

個別支援会議

誕生日会 誕生日ケーキ　4,000円

誕生サプライズ 誕生者1名分　一人2,000円

木工祭見学(１班)

木工祭見学(２班)

ＤＶＤ鑑賞会④

避難訓練(夜間)
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２０１９年度　社会福祉法人大川市福祉会　事業計画

新ぐるーぷほーむ　「短期入所支援事業」　年間行事計画
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