
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年１０月２０日(土) 

大川市福祉会２５周年記念式典・２０１８年度木の香まつりを開催致しました。 

たくさんのご参加、誠にありがとうございました！ 

＜社会福祉法人大川市福祉会＞ 〒８３１－０００２ 福岡県大川市大字下林４３３－１ 

ＴＥＬ ０９４４－８８－８２３４  ＦＡＸ ０９４４－８８－８２４４ 

Ｍail:kinokajiritsu@iaa.itkeeper.ne.jp  ＵＲＬ：http://kinokaen.web.fc2.com/ 

発行責任者 理事長 今 村 政 美 

第４４号                                   平成３１年３月発行 

２５周年式典・木の香まつりを開催しました！ 
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平成 5 年 4 月 知的障害者通所授産施設 木の香園開設 

平成 20 年 7 月 日中一時支援 木の香園でいさーびす開設 

平成 20 年 10 月 木の香園相談支援センター開設 

平成 22 年 4 月 
地域活動支援センターⅢ型 木の香らんど開設 

共同生活援助事業 木の香ほーむ開設 

平成 23 年 4 月 
木の香園生活支援センター開設 

木の香らんど開設 

平成２６年 ６月 木の香園でいさーびす（三又）開設  

平成 27 年 4 月 木の香園自立支援センター開設 

 

 

 

 

理事長挨拶 
 社会福祉法人大川市福祉会 

          理事長 今村 政美 

 桜のつぼみも日増しに膨らみ、暖かさが増してきました。皆様におかれましては、い

かがお過ごしでしょうか。日頃より木の香園の運営に対しまして、ご支援ご協力を賜り、

心から御礼申し上げます。 

昨年は、開設２５年の節目の年で、２５周年の記念式典と木の香祭りを一緒に行い、

皆様には大変お世話をおかけしました。 

今年は、元号も変わり、木の香園では『木の香ほーむ 陽の木(ひのき)』（重度障がい

者対応）が３月末に完成し、新しい事業が始まります。職員一同、新たな気持ちで、人

としての誇りを大切にし、親切で丁寧な対応と気持ちのいい接遇を利用者様の目線で行

えるように、邁進致しますので、これからも皆様のご指導ご協力を賜りますよう、お願

い致します。 



 

 

平成３０年１０月２０日に２５周年式典を執り行いました。 

日頃より本会のご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

今後とも地域に根付いた法人でありたいと思いますので、 

よろしくお願い致します。 

 

 

     

   

     

【理事長挨拶】   【道海島小学校生徒による太鼓】   【功労者表彰】 

               

  【餅つきパフォーマンス】   【ご利用者の夢】        【出席者】 

 

２５周年式典 

功労者（右より） 

金子 次男 様(前理事) 

永尾  亀  様(元理事) 

    (平成 30 年 12 月ご逝去) 

古賀 紀元 様(前理事) 

中村 研一 様(前監事) 

倉重 輝雄 様(元評議員)欠席 

森岡 タイ 様(元評議員)欠席 



木の香まつり２０１８ スナップ 

『木の香祭り２０１８～笑顔満祭☆あなたの夢はみんなの夢～』 

   

                 

               

       

                  

                

                                 

木の香らんどステージ 

今年はゆずの『タッタ』 

職員・利用者様一緒に明るく元気な 

ダンスを披露いたしました。 

木の香園就労支援センターステージ 

就労支援センターオリジナル Tシャ

ツでみんなお揃い☆元気に『おどるポ

ンポコリン』を踊りました。 

木の香園生活支援センターステージ 

利用者様・職員一丸となり、力強い 

『ソーラン節』を披露いたしました。 

木の香園児童支援センターステージ 

『やってみよう』『さくらんぼ』 

『Find The Answer』の 3曲を 

かわいくダンスしました。 

カラオケ 

毎年、祭りの中で利用者様が楽しみに 

しておられるプログラム！！ 

今年も各事業所より多数参加していただ

き、素敵な歌声を披露いたしました。 

日向ひょっとこ踊りちっご愛好会 

ステージ上でスコップを使った演奏

や、会場内をぐるりと回りながらのひ

ょっとこ踊りの披露★ 

楽しい踊りやリズムに合わせて利用

者様たちも一緒に踊りだす！ 

とても楽しい一時でした♪ 



                                  

                    

                                       

 

 

      

                 

                    

                    

                    

 

                    

                    

  

 

 

 

 

福岡日産自動車株式会社八女店様、有限会社山口商事様、株式会社庄分酢様、園田税務会計事務所様、 

タンスのゲン株式会社様、アジアンキッチンＴａｊ様、若波酒造合名会社様、有限会社古賀商会様、 

有限会社カネクラ加工様、今村石油様、熊本計算センター佐賀サポートセンター様、株式会社平川燃料様、 

有限会社岡車体様、株式会社ユニマットライフ久留米営業所様、大川信用金庫三又支店様、ベジップル様、 

岩田産業株式会社様、有限会社三和開発工業様、高田電機様、株式会社イケヒコ・コーポレーション様、 

株式会社近藤商事様、アンドナチュレ株式会社様、おはよう設備様、フジ電化センター様、ごとう精肉店

様、オークス有限会社様、森崎にんにく様より多数協賛を頂き、ありがとうございました。 

また当日は大川消防本部、西九州大学、大川樟風高等学校、柳川高等学校より多数ボランティアに参加

していただき、とても助かりました。ありがとうございました。 

今年もたくさんの地域の皆様、関係機関の皆様のご協力により木の香まつりを無事に終えることが出来

ました。心より感謝申し上げます。 

大川医仁会 

 今年もステージ出し物の最後を飾ってい

ただきました！！ 医仁会様のエイサー

♪♪素敵な沖縄の音楽に合わせ、かっこい

い踊りを披露してくださいました☆ 

抽選会＆ドリームチャンス 

 豪華賞品が当たるチャンスのある抽選会！皆様抽選会はとても楽しみにされており、今年も賑

わいました！また今年は、ご参加いただいた方皆様に景品が当たるように、ドリームチャンスを

実施し、たくさんのご来場された方々に景品をお持ち帰りいただきました☆☆ 

 今年は『ひまわりねっと様』『グッドジョブ様』『ジョイ 陽だまり工房様』より外部出店に

ご協力いただいております。美味しいお菓子や焼きそば、手作りのアクセサリーなどをご出店

いただきました。 

木の香まつり 協賛企業様・ボランティア参加団体様（順不同） 



 

 

 

〈事業所紹介〉 

木の香園就労支援センターは、大川市福祉会の中でも１番歴史が長く、平成５年４月

に開所してから今年で２５年目となりました。障害のある方への仕事の場の提供はもち

ろん、利用してくださっている方々に楽しんでもらうため定期的にレクリエーションや

季節の行事の開催、ヤフオクドームへの野球観戦を行っている他、利用者様たちに事前

にアンケートを実施し、その結果を元に日帰り旅行や一泊旅行を毎年開催しています。 

 

就労継続支援 B型  作業および訓練の紹介 

線香花火の芯作り    座布団カバー折り    ウッドデッキ解体 

     

   資材梱包作業    海苔の種付け作業     授産製品づくり 

        

                           

 

                                          

                                         

木の香園就労支援センター ～道海島事業所～ 平成５年４月開設 

今回ご紹介しているような作業・施設外でのお仕事を新しく頂き、ご利用者様に頑張っていただ

いております。施設外のお仕事はその年々で、様々なお仕事をいただきます。どのお仕事にも利用

者様たちが意欲的に頑張っておられます！ 

前回発行した広報誌に記載

しておりましたが、道海島事業

所では今年度『お米作り』も行

いました。１０月に収穫が出

来、現在給食や配食にて、ご利

用者様・職員で美味しくいただ

いております☆ 

たくさん とれました♪(^O^)v 美味しいゴハンは元気の素！ 



         【レクリエーション・行事】                         

                            

                           

                           

                           

                            

                           

                

             

                          

                            

                            

 

☆笑いヨガ☆ 

今年初めて『笑いヨガ教室』

を実施しました。 

講師をお招きし、この日は家

族参加型行事として保護者様も

来て頂き、利用者様・職員共に

楽しみました。 

☆道海島厳島神社清掃☆ 

☆日帰り旅行 in ハウステンボス☆ ☆一泊旅行 in 大阪☆ 

    ☆就労支援センター忘年会☆ 

今年は生憎の雨で

の開催でしたが、見

事５名入賞しメダル

を獲得することが出

来ました！ 

☆ときめきスポーツ大会☆ 

☆就労支援センター授産製品のご紹介☆ 

◆ハーバリウム◆ 

見た目は美しく、可愛

いインテリア。玄関やお

部屋に飾るだけでパッと

明るくなりますよ♪ 

 

◆ワックスバー◆ 

可愛いお花たちが飾

られたインテリア雑

貨。こちらもお部屋や

リビングに♪ 

 

★アルミ缶回収にご協力お願いします★ 

木の香園就労支援センターでは、就労支援の一環としてアルミ缶回収を行っております。この回収による 

収益はご利用者様の工賃として還元しています。木の香園開所当初より、ご利用者様の保護者様や地域の 

方々に協力いただき継続して行っているものです。今後もご利用者様の工賃向上の為、アルミ缶回収 

リサイクル事業の拡大をしていきたいと考えています。ご協力をよろしくお願い致します。 

《回収実績のご報告・連絡先》 

昨年度の回収量は約１０ｔでした。ご協力いただきまして、誠にありがとうございました。 

連絡先：道海島事業所 木の香園就労支援センター 電話 ０９４４－８７－７１９７ 担当：古賀 



 

                            

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                            

＜事業所紹介＞ 
 北古賀事業所は今年で１０年目を迎えます。就労継続支援Ｂ型、地域活動支援センターⅢ
型、相談支援事業を行っています。 
 

◆就労継続支援Ｂ型 

＜活動報告＞ 

 木の香らんどでは月に１回程度レクリエーション活動を             

行っています。 

 今年は卓球台を購入し、卓球大会を行いました。                

 毎回白熱した戦いが繰り広げられています！                  

また、毎年恒例の流しそうめんやバーベキューも行いました。 ≪卓球大会≫ ≪流しそうめん≫ 

さらに、今年度よりクラブ活動を実施しています。好きなクラブに所属して、平日や土日に活動を行

っています。 

                                        

                                        

                                 

                                 

                                        

 【旅行クラブ】    【調理クラブ】     【手芸クラブ】   【軽スポーツクラブ】                                    

＜作業や訓練の紹介＞   

木の香らんどでは、施設内や施設外で様々な軽作業を行っています。今年から環境課でのビン分別

作業や介護老人保健施設での清掃業務を始めました。 

また、段ボールの再生資源回収も行っています。回収量により引き取りも可能です。ご協力をお願

い致します。〔お問い合わせは 担当：古賀・高橋まで  ※ TEL 0944-32-9491〕 

                               

                                  

                               

                               

                                    

     ≪清掃業務≫          ≪環境課 ビン分別≫ ≪包丁差し 箱詰め≫                             

                                  

          ＜利用者の声＞ 

             仕事を始めてもうすぐ３年が経ちます。 

木の香らんどでは、納品や環境課での施設外就労が楽しいです。 

           工賃で買い物と外食をして、残り半分は貯金をしています。 

                      （昨年は貯金で成人式のスーツを買いました！） 

           これからも仕事頑張ります！  【手柴和巳さん】 

木の香らんど・木の香園相談支援センター ～北古賀事業所～ 平成 20年 10月開設 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜新人職員 紹介＞ 

                    

津村 一也 

９月から働いている

津村です。利用者さん達

と共に、日々笑顔で頑張

ります！ 

◆地域活動支援センター 

 大川市より補助金を受け、日中活動の場や就労の場の提供を行っています。 

また、福岡県精神保健福祉会連合会にも加盟し、様々な活動に参加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

ファイト！！ 

 

 筑後ブロック ふれあい大会 in 大牟田（H30.10.12） 

    

玉入れ頑張りました！   クイズゲームで優勝しました！ 

ファイト！ 

がんばれ～ 

◆木の香園相談支援センター 

 大川市委託相談事業、障害支援区分認定調査、サービス等利用計画書作成に係る業務を行うと

ともに、自立支援協議会での障害福祉サービスにおける現状把握及び対策を協議し、情報提供や

意見交換を行うことで、関係機関との連携を深めています。 

 

《情報交換会》 

様々な研修等に参加し、地

域のネットワーク作りに努

め、質の高い相談支援を提供

できるよう取り組んでいま

す。 

 

《事例検討》 

 職員ミーティングや事業

所内で事例検討を行い、より

良い支援が提供出来るよう

に日々研鑽しています。 

 

《模擬会議》 

実習生を毎年受け入

れており、社会福祉士の

人財育成にも貢献して

います。 

富田 保 

毎日利用者さん達から

元気を貰いながら働いて

います！気持ちは若手の

つもりで頑張ります。 

 

困ったことや福祉サービスの件で聞きたいこと等ございましたら、

お気軽にお問い合わせください。 

担当：石井・杉田 ／ TEL：０９４４－３２－９４９０ 

  



 

〈事業所紹介〉  

木の香ほーむは大川市内に３か所（小保・道海・木室）あります。日中は、それぞれの活動の場所に 

行かれています。ほーむでの余暇支援は、なるべく利用者様の意見を取り入れて行うよう努めています。

今年度は、居住者会議・職員と行くショッピング・自立と合同のバーベキュー会・夜のドライブ・ 

クリスマス会（忘年会）等行いました。 

（居住者会議）       （合同バーベキュー会）         （夜のドライブ） 

それぞれのホームにて       下林駐車場にて            佐賀の街中 

 

 

 

 

 

 

色々な意見が出ました      自立・宿泊の方々と         イルミネーションきれいでした 

 

（クリスマス会＆忘年会） 

 クリスマス会（小保）  女子会（木室）  念願の回転寿司（木室）    焼き肉（道海） 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木の香ほーむ ～グループホーム事業所～ 平成 22年 4月開所 

～お知らせ  新しいグループホームが開設されます～ 

共同生活援助（日中支援サービス型）を平成 31年 4月に開設いたします。これまで重度障がいのある方

は施設や自宅で家族の介護を受けながら暮らしていましたが、保護者の方々も徐々に高齢となり、親なき

後ではなく、親あるうちに、生活の場・居住の場を確保したいとの思いが強まっています。このグループ

ホームが、そうしたご利用者・ご家族の声に耳を傾けていきます。このグループホームが終の棲家となり

安全で快適な暮らしができるよう支援していきたいと考えております。   

                                   

施設名：木の香ほーむ 陽の木(ひのき) 

対象者：主に障害者支援区分４以上の方                           

定員：男女各５名   短期入所：男女各１名                      

住所：大川市大字鐘ヶ江６５７番地２               

建物の構造 木造・平屋   

【完成イメージ図】 



 

 

 

〈事業所紹介〉 

障がいのある方に生活介護・就労移行を提供する事業所です。生活介護では日中の活動と看護、

介護の提供、行事レクリエーション、保護者会の実施、就労移行は一般就労を目指し、就労に結

び付けるためにトレーニングや実習、就労アセスメント、行事レクリエーション活動を行ってい

ます。一人一人にあった個別対応を行い、利用者のニーズ（思い）に沿ってサービスを提供して

います。今後職員研修や関係機関との連携深め、重度の障がいがある方の生活の場と働くことを

目指すご利用者の支援を行っていきます。               

※H30年 12月末で自立訓練は廃止しました。 

◆生活介護【活動報告】 

  

 

  

 

 

 

                  

 

【そうめん作り体験♪自分で作ったそうめん！美味しかった❤】    【島原がまだすドームにて♪】 

 

 

 

 

 

 

【✌念願の一泊旅行最高！いろんな体験ができました✌】         【竹輪作り体験】 

                      

      日帰り旅行            ピクニック        毎年恒例の野球観戦                             

  

  

 

 

 

 

     ☆いいお天気でした☀☆    ☆滑り台、ボール等で遊び☆     ☆今年も強かった☆ 

                                    ☆散歩もして気持ちよかった☆ 

一 泊 旅 行 

 

木の香園生活支援センター ～下林事業所～平成 23年 4月開設 

 

※4 班に分かれて雲仙まで行ってきました。中には念願だったと喜ばれお礼の手紙 

も頂きました。今後も楽しんで頂ける行事を企画していきたいと思います。 

        



甲先生のレクレーション、毎回楽しんでま～す！ 

                                           

皆で踊ったり、新聞紙をビリビリ破ってストレス発散しています😝楽しいひとときです💛 

                                    

水遊び                買い物実習              ボウリング                              

                                          

   待て待て～♪         どれにしようかな♪      ハイタッチ♪                    

七夕会           工場見学            運動会 

                                       

 さあ、叩くぞ～(≧▽≦)    サイダー、美味しかった  さあ、入れるぞ～(￣▽￣)                           

                                    

                                        

                                    

                                     

                                        

                                      

                                     

                                     

                                          

                                        

                                     

                                         

                                     

                                         

                                       

                                   

                                      

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就労移行支援】                 

職場体験       

 

 

 

 

 

8 月 28 日に、日産自動車八女店で職場体験を行い

ました。チラシ折りや店内のイベントの準備を手伝っ

たり、洗車やタイヤの空気圧点検も体験することが出

来ました。 

職場体験で一生懸命頑張ったことで店長さんからの

評判も良く、この度 1 名 11 月から柳川店で洗車のア

ルバイトで雇用されることになりました。 

 

作業風景 

   

 

 

 

 

園では様々な作業訓練や下請け作業などを行

っています。今年度は新しくニンニクの皮剥きも

行いました。皆さん集中して取り組むことが出来

ていました。 

利用者1人1人に合った作業を行い一般就労に

向けて頑張っています。 



 

＜事業所活動内容紹介＞ 
 木の香園児童支援センターでは年に 1 回宿泊研修を行っています。保護者と離れ、いつもと
違う環境の中で、他児と楽しく過ごせるよう、様々な工夫を行い支援しています。普段は体験で
きない活動を通して、またひとつ大きく成長しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆放課後等デイサービス・日中一時支援 

＜活動報告＞単位Ⅰ宿泊研修で北九州・下関市に行きました!(^^)! 

           

お昼はジョイフル♪    トロッコ列車 気持ちいい♪   門司港レトロで記念撮影♪        

      

門司港レトロでパシャリ♪  記念にパシャリ♪   懐かしい列車、職員が歓喜！笑     夜はお肉三昧♪ 

            

   水族館のレストランで昼食♪   イルカのショーは楽しいね♪   水族館近くで、記念撮影♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜その他の活動＞ 

            

『もみじ狩り』外で食べるお弁当 おいしいね♪      『買い物実習』コンビニでお買い物♪ 

 

 

 

木の香園児童支援センター ～ 三 又 事 業 所 ～ 平成 26年 6月開設 

毎月、色々な行事を企画して、利用児の方が楽しんで頂けるよう、努めています 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜活動報告＞単位Ⅱ 宿泊研修で長崎に行ってきたよ(*^^)v 

          

            

 フェリーの上でキメポーズ♪    寝る前の歯みがき♪     どうぶつ かわいい♥ 

                        

    3 人で パシャリ♪        ボルタリング♪       気持ちよくゴロン♪ 

           

      記念撮影♪      カピバラさん かわいすぎる♥   おさるさんと仲良し♪ 

     

  何ができるかな？    ここでも記念撮影♪ 

     

      

      

      

      

      

       

       

    

     

     

      

      

      

      

＜個別療育の報告＞  

脳バランサーキッズを導入！ 

 アプリで複数のゲームを行うと、そのアプリが注意力や空間認識力、言語力のそれぞれの発達年齢や発達指

数を出してくれます。アプリのゲームを繰り返し行うことでも、能力を伸ばす訓練となりますが、その結果を

分析し、個々の得意不得意や発達段階を理解することで、当園の療育にも繋げています。結果をもとに課題習

得の為の個別療育の取組も始めました。 

           

    

    

   

はじめてのフェリー 

たくさんの動物とのふれあい 

多くの体験ができました♪ 

 



 

 

〈事業所内容〉 

弁当注文の受注、各事業所の給食の提供、配食サービスを行っています。 

栄養バランスの取れた食事の提供を心掛け、利用者の方と一緒に、毎日美味しい食事を提供できるよ

う取り組み、利用者の得意な事を活かして仕事に取り組めるように努めています。今回は、そんな毎日

の中にろう学校より竹嶋おんぷさんが実習に来られた時の事をご紹介します。 

 

（自己紹介）        （説明） 

               

               

                

緊張しながらも表を作成し  わかりやすく伝わる工夫 
頑張りました 

（スケジュール・作業工程作成） 

 

                

                

 

1 日の予定や担当作業などのイメージを行い 

実習に取り組んで頂きました 

（現場実習） 

                

                

                                 人

人参の皮むき    お弁当の盛り付け    給食の盛り付け    ネギの小口切り                

     

                    

                    

                    

木の香園自立支援センター 就労継続支援 A型～下林事業所Ⅱ～H27年 4月開所 

《実習終えて就業体験発表より》 

野菜の皮むきやカット作業をした事等発表

され、「何かわからない時に質問する事」「積極

的に挨拶する事」を課題に挙げ取り組み、今後

も、ボードやカードを使い、話す練習を頑張り

たいと意気込みを語られました。 

《受け入れ後のＡ型利用者の感想》 

・手話を教えてもらい楽しかったです。 

・笑顔が素敵でした。また来て欲しい。 

・高校生なのにすごく真面目でした。 

《職員の感想》 

・１週間と短い期間でしたが、野菜の下処理や

盛り付け作業やおやつ作り等、様々な作業に積

極的にチャレンジされました。慣れない環境や

立ち仕事だったため受け入れ時は心配してい

ましたが、いざ実習が始まると真剣かつ、とび

きりの笑顔で実習を行われ、『本当に料理が好

きなんだなぁ～』とスタッフ一同、感心しきり

でした。 

お花見弁当始め各種イベント行事弁当のご注文承っております。 

木の香園のお弁当は季節の素材にこだわり、全て手作りをモット

ーにお作り致します。また、今年度１０月より初めて木の香園就

労支援センターで収穫したお米を使用し、安心安全なお弁当をお

届けします。ご予算・メニュー等をお気軽にご相談下さい。 

       TEL：０９４４-８８-８３２３ 担当：渡邉・龍 

 

＊＊＊お弁当の注文お受けいたします＊＊＊ 



                     

 

【宿泊自立訓練】では、定員が男性 5名、女性 5名の最大合計 10名を受け入れております。社会人と

してのルールやマナー、社会資源の活用方法など、本人のニーズに沿った『生活面』、『就労･就業』、『健

康面』の支援を中心に、単身生活やグループホームなどの地域生活へと安心して移行できるように支援

します。利用期間は 2年間で、集団生活を通じて規則正しい生活リズムの習得をはじめ、適切な人間関

係づくり、掃除･洗濯、金銭管理など自分でできることを増やし、行事活動を通して良好な人間関係の構

築にも努めています。 

【短期入所】では、利用者の障がいの特性などを事前にしっかり把握し、日常生活の“延長線上”の

支援が提供できるように努めています。ご家族をはじめ、相談支援や通所の事業所等とも密な連携を図

ることで、安心・安全・快適にご利用頂けるよう心がけております。 

  

                          

                          

 

☆宿泊型自立訓練に所属する利用者さんの詩日記のご紹介☆※掲載の事前許可をいただいております。                          

                              

                              

                               

                              

                                 

 

木の香園自立支援センター 宿泊型自立訓練・短期入所 ～下林事業所Ⅱ～ 

《中学生の頃から思っている事》 

①中学生の頃から、ずっと思っている事がある。 

 他の障害者と付き合っている中で障害者にしかない事が見えてくる。 

 優しさ、あたたかさ。そして、伝え方、頑張り方。 

 

②障害者の人は基本優しい。 

 がまんしたり、相手の事を考えて行動したり。おたがいに助け合ったり。 

 そして、素直に「ありがとう」と「いいよ」が言える。 なんて、あったかいのだろう。 

 

③障害者の人は、口に出して言葉を言うのが苦手。 

 なので自分で言葉や気持ちを伝える方法を探す。だから、1人 1人伝え方が違う。 

 人を叩いたり、悪さをしたり。急に叫んだり、泣いたり。少し落ち着いたら、冷静に伝えられる。 

 紙に書いたり、ゆっくり話を聞いてもらいながら頑張ろう。              【原文まま】 

 

                                          

 

苦情件数報告（法人全体） 

集計期間 平成３０年４月～１２月 

苦情件数 １４件 （解決済 １３件  継続中 １件） 

当法人では、ご利用者、ご家族等の苦情・相談等を受け付けて

おります。各事業所に意見箱を設置しております。ご気軽にご利

用をお願いします。また、お電話でも苦情・相談を受け付けてお

ります。些細な事でも構いませんので、ご連絡ください。 

                        

 

  

編集後記 

まだまだ寒さが続いていますが、春の

足音が近づいています。いよいよ４月

から新規事業所が開設するので、私も

楽しみにしています。この事業所が地

域の障がい者のニーズに答えられる

ことを期待しています。（川野） 

＜事業内容＞ 


