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運動会大いに盛り上がりました 
５月２７日（土）に就労支援センターの行事として運動会が行われました。 

当日は晴天に恵まれ利用者様はもちろんの事、ご家族の皆様にも多数競技に参加し

て頂き、赤組と白組に分かれて競いました。 

借り物競争や玉入れなど力の限りを尽くした白熱した競技が続き、僅差ではあり

ましたが今回の運動会は白組の勝利で終結。一日通して大いに盛り上がった日とな

りました。 

  

 



                             

                             

                             

理理理理    事事事事    長長長長    挨挨挨挨    拶拶拶拶    

 

 

 

 

 

    
 

この度、平成２９年６月２３日に開催されました、本法人の理事会におきまして、 

金子次男 前理事長の後を受け継ぎ理事長の職務を引き継ぐことになりました。その責務の

重さを痛感し誠に身の引き締まる思いです。 

大川市福祉会は、平成５年に道海島に授産施設「木の香園」を開設し障がいのある方の 

支援をしてまいりましたが、前理事長は当初から理事、監事として当法人の発展に尽力を注

いでいただきました。特に理事長として就任された平成１９年度以降は、日中一時事業、相

談支援センターの開設、グループホーム事業、放課後等デイサービス事業、生活介護事業、

就労移行事業、機能訓練事業、宿泊型自立訓練事業、就労継続支援Ａ型事業等を矢継ぎ早に

事業を立ち上げ大川市において障がいのある方を全面的に支援できる法人に成長させてい

ただきました。心から感謝申し上げます。 

平成２９年４月に施行された改正社会福祉法では、経営の透明性の向上、経営組織の 

ガバナンスの強化、地域における公益的な取り組みの実施等の改革を進めることが社会福祉

法人に求められています。大川市福祉会といたしましても法の改正趣旨にのっとり法人運営

の一層の改革に取り組んでまいります。 

支援に当たっては、利用者様と職員との信頼関係の構築がなければ良い支援はできませ

ん。信頼関係は利用者様と職員が毎日接する中で醸成していきます。職員研修などを通じて

利用者様から信頼を受ける職員になるよう周知を図ってまいります。また、利用者様の支援

は法人だけでは成り立ちません。利用者様が地域で生活をしていくためには障がいに対する

地域のご理解とご協力がなければ利用者様の地域移行は進みません。地域との連携の強化を

図ることにより利用者様の地域移行がしやすい環境を作ってまいります。 

施設については、利用者様が利用しやすい環境整備に努めてまいります。これからも、大

川市福祉会の「木の香園」を利用してよかったと思われるよう法人運営に努めてまいります

ので今後も、大川市福祉会への更なるご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

 

本本本本    部部部部    長長長長    挨挨挨挨    拶拶拶拶    
法人本部法人本部法人本部法人本部            

本部長 古 賀 文 博    

皆様、こんにちは。本部長に就任してから早いもので、今年で６年目になりました。 

木の香園の理念である「人としての誇りを大切にし、地域社会で共に暮らせるよう支援します。」を目

標に法人運営に努めております。 

毎年度、少しでも目標に近づければとの思いで取り組んでいます。これからもよろしくお願いします。 

社会福祉法人大川市福祉会 

理事長 今 村 政 美 

 



                             
 

新新新新    任任任任    職職職職    員員員員    紹紹紹紹    介介介介    

        
    

    

    

    

    

今村今村今村今村    潤潤潤潤        

    

    
    
    
        
                

堤堤堤堤    初美初美初美初美    
 昨年 5 月から勤務していま
す。私自身、介護の仕事に携
わり２０年になります。これ
からもよろしくお願いしま
す。 

    
    
    
    
                

古賀智美古賀智美古賀智美古賀智美    
 昨年 5月から勤務していま
す。まだまだ至らない所もあ
るかと思いますが、これから
もよろしくお願いします。 
 

    
    
    
    

    
長尾長尾長尾長尾さとみさとみさとみさとみ    

 生活支援センターに昨
年 11 月から勤務してい
ます。 頑張りますのでよ
ろしくお願いします。 
 

 

 

  

                    
辻辻辻辻    京子京子京子京子    

今年５月より勤務して

おります。よろしくお願い

します。 

     

古賀古賀古賀古賀    清隆清隆清隆清隆     

昨年の１０月からお世

話になっております。一日

一回は利用者様の名前を

間違えたりしますが、悔い

が残らぬように頑張りま

す。気持ちは４０代です。 

木の香園生活支援センター木の香園生活支援センター木の香園生活支援センター木の香園生活支援センター    

４月にグループホームの

サービス管理責任者として

入職致しました。利用者様が

毎日笑顔で安心して過ごせ

るように努めて行きたいと

思っております。宜しくお願

い致します。 

 

 

 

 

 

                      

   川川川川    貞士貞士貞士貞士                    森武由利子森武由利子森武由利子森武由利子  

                                                                            

4 月より児童支援センターに勤務

しております川貞士と申します。ま

だまだ経験も浅く、勉強中ですが、

児童の皆さんと共に成長していけれ

ばと考えています。 

これからよろしくお願い致しま

す。 

    

 

 

   

  佐藤佐藤佐藤佐藤    仁美仁美仁美仁美  

         

        利用者様の望む暮らしに向けて

支援をしていきます。安心してお話

できる雰囲気作りを心がけていき

たいと思います。 

 

    

 

 

        

武下武下武下武下    沙織沙織沙織沙織    

    皆さんと一緒に仕事を頑張り、

時には楽しく…と、充実した毎日を

過ごして頂けるよう努めて行きた

いと思います。 

    

            

    中村中村中村中村    恭子恭子恭子恭子    

    

今年４月から入社した中村恭子

です。厨房にいます。季節感を味わ

ってもらったり、誕生日のおやつ

は、珍しいものに挑戦したりしてい

きたいと思います。これからよろし

くお願いします。 

 

 荒巻荒巻荒巻荒巻    浩樹浩樹浩樹浩樹    

 

昨年の１０月からお世話になって

おります。 

どうぞよろしくお願い致します。 

 

木の香らんど木の香らんど木の香らんど木の香らんど    

木の香園児童支援センター木の香園児童支援センター木の香園児童支援センター木の香園児童支援センター    

児童支援センターに勤務をさせ

て頂く事になりました。今までは、

高齢者の方での仕事をしていまし

たので、勉強不足な所があります

が、学びながら初心を忘れず頑張

っていきたいです。 

 

木の香園自立支援センター木の香園自立支援センター木の香園自立支援センター木の香園自立支援センター    

木の香園就労支援センター木の香園就労支援センター木の香園就労支援センター木の香園就労支援センター 木の香木の香木の香木の香ほーむほーむほーむほーむ 



                             

                             

 
 

＜活動報告＞＜活動報告＞＜活動報告＞＜活動報告＞    
 定期的に開園日を設け日頃の作業の疲れを癒し、心身共にリフレッシュして頂いています。 

２０１７年度もさまざまな行事を予定しています♪ 
 

☆大宰府天満宮参拝☆☆大宰府天満宮参拝☆☆大宰府天満宮参拝☆☆大宰府天満宮参拝☆                    ☆中山大藤見学☆☆中山大藤見学☆☆中山大藤見学☆☆中山大藤見学☆                    ☆明太子工場見学☆☆明太子工場見学☆☆明太子工場見学☆☆明太子工場見学☆    

       

     ☆豆まき☆☆豆まき☆☆豆まき☆☆豆まき☆                                ☆野球観戦☆☆野球観戦☆☆野球観戦☆☆野球観戦☆                                ☆買い物実習☆☆買い物実習☆☆買い物実習☆☆買い物実習☆    

       

  

木の香園木の香園木の香園木の香園就労支援就労支援就労支援就労支援センターセンターセンターセンター ～～～～    道道道道    海海海海    島島島島    事事事事    業業業業    所所所所    ～～～～    

＜作業紹介＞＜作業紹介＞＜作業紹介＞＜作業紹介＞    
 自動車部品の組み立てやアルミ缶回収等様々な種類の作業を下請けして行っています。 

何かお困りの事やお手伝いできる事がありましたら気軽にお問合せください。 
 

☆自動車部品組み立て作業☆☆自動車部品組み立て作業☆☆自動車部品組み立て作業☆☆自動車部品組み立て作業☆               ☆アルミ缶回収・プレス☆☆アルミ缶回収・プレス☆☆アルミ缶回収・プレス☆☆アルミ缶回収・プレス☆          ☆消臭い草☆☆消臭い草☆☆消臭い草☆☆消臭い草☆  

         

                                    

＜事業所紹介＞＜事業所紹介＞＜事業所紹介＞＜事業所紹介＞    

木の香園就労支援センターでは障がいのある方に仕事をする場を提供しています。また、一般就

労などを目指す方は職業に必要な知識と技術の習得を行っています。 

その他にも日中活動の場として、レクリエーションや季節の行事活動などを行っています。 

施施施施    設設設設    長長長長    挨挨挨挨    拶拶拶拶    
木の香園就労支援センター木の香園就労支援センター木の香園就労支援センター木の香園就労支援センター    

木の香園自立支援センター木の香園自立支援センター木の香園自立支援センター木の香園自立支援センター 

施設長 井 手 道 代 

木の香園では、生活の場・生きがいとして働く場であり一人ひとりの思いに寄添いながら皆様にと

って快適かつ豊かな生活を過ごして頂けるように職員一同取り組んでいます。 

また、利用者様を中心とした施設運営を目指し利用者様の満足度を高めるために支援内容の充実に

努めて参ります。 

◆就労継続支援Ｂ型 



                             

                  

」 

          

                             

◆宿泊型自立訓練 

 就労継続支援 A 型では、弁当の注文の受注、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こころがけ、利用者様と一緒に、毎日美味しい食事を提供できるよう取り組

んでいます。利用者様もそれぞれ得意なことを活かして仕事に取り組んでいます。 

 

 

 

 

    

       

 

 

 

 

 

 

    

◆就労継続支援Ａ型 

＜＜＜＜生活訓練生活訓練生活訓練生活訓練＞＞＞＞    

    

    

            

                                
夕食の準備夕食の準備夕食の準備夕食の準備                    換気扇の掃除換気扇の掃除換気扇の掃除換気扇の掃除                        ふとんふとんふとんふとん干し干し干し干し                    ボランティア活動ボランティア活動ボランティア活動ボランティア活動        

    

＜＜＜＜活動報告活動報告活動報告活動報告＞＞＞＞    

    

    

    

                            
初詣初詣初詣初詣                                    日帰り旅行日帰り旅行日帰り旅行日帰り旅行①①①①                                日帰り旅行日帰り旅行日帰り旅行日帰り旅行②②②②                            お別れ会お別れ会お別れ会お別れ会    

＜事業所紹介＞＜事業所紹介＞＜事業所紹介＞＜事業所紹介＞    

木の香園自立支援センターでは障がいのある方に就労・宿泊型自立訓練・短期入所を提供していま

す。利用者様たちは、自分の目標に向かって日々取り組んでいます。 

木の香園自立木の香園自立木の香園自立木の香園自立支援センター支援センター支援センター支援センター ～～～～    下下下下    林林林林    事事事事    業業業業    所所所所    ⅡⅡⅡⅡ    ～～～～    

木の香園自立支援セ

ンターでは、事業所や

地域での行事などの

弁当の注文をお受け

しています。 

ご予算に応じて注文

を承ります。ぜひご注

文ください。 



            
 
 
 

                 

                             

                
 

木の香園木の香園木の香園木の香園生活生活生活生活支援センター支援センター支援センター支援センター  ～～～～    下下下下    林林林林    事事事事    業業業業    所所所所    ⅠⅠⅠⅠ    ～～～～    

◆自立訓練 

＜活動報告＞＜活動報告＞＜活動報告＞＜活動報告＞    生活介護ではたくさんのプログラムや季節ごとの行事を提供しています。 
    

                

    

                            

1111 月月月月    初詣・成人を祝う会・木の香カフェ初詣・成人を祝う会・木の香カフェ初詣・成人を祝う会・木の香カフェ初詣・成人を祝う会・木の香カフェ            2222 月月月月    節分・バレンタインおやつ作り節分・バレンタインおやつ作り節分・バレンタインおやつ作り節分・バレンタインおやつ作り    
    
    
    

    

    

                                                                                        

3333 月月月月    ホワイトホワイトホワイトホワイト DayDayDayDay・買い物実習・買い物実習・買い物実習・買い物実習                    4444 月月月月    桜ﾋﾟｸﾆｯｸ・藤ドライブ桜ﾋﾟｸﾆｯｸ・藤ドライブ桜ﾋﾟｸﾆｯｸ・藤ドライブ桜ﾋﾟｸﾆｯｸ・藤ドライブ 

◆生活介護 

＜事業所紹介＞＜事業所紹介＞＜事業所紹介＞＜事業所紹介＞    
木の香園生活支援センターは障がいのある方に生活介護・就労移行・自立訓練を提供する事業所です。

一人一人にあった個別対応を行う事によって利用者様のニーズ（思い）が達成する事により活動の充実

を図っています。また、身辺自立に向けて、レクリエーションや個別訓練の実施と基本動作の促しを行

うリハビリテーションに取り組んでいます。 

    

自立訓練では毎月 1 度、理学療法士の先生をお迎えして利用者様の身体機能の維持、向上、回復を目的

にリハビリを実施しています。また、5 月 30 日に佐賀市にある県立佐賀地域生活リハビリセンターへ施

設見学に行かせて頂きました。園でのリハビリにどのような器具が必要か学ぶために、写真にあるような

器具を見せて頂きました。今回の見学で学んだ事を取り入れて機能訓練に活かしていきたいと思います。 

 

 

 

 

     

       

施施施施    設設設設    長長長長    挨挨挨挨    拶拶拶拶    
木の香園生活支援センター木の香園生活支援センター木の香園生活支援センター木の香園生活支援センター    

木の香ほーむ木の香ほーむ木の香ほーむ木の香ほーむ    

施設長 中 村 公 彦 

木の香園生活支援センター・木の香ほーむ施設長の中村です。 

木の香園生活支援センターは、開設７年目を迎えました。介護やリハビリのサービス、就職に向け

ての支援等、多様な内容の中でも質の充実に力を入れてまいります。 

木の香ほーむでは、現在定員 18名で運営しております。地域の居住の場の拡大に向けて、新規開

設に取り組んでまいります。 

今年度も、ご支援ご協力の程よろしくお願いいたします。 

 



これまで木の香ほーむは小保・道海島・木室の３ヶ所で実施しておりましたが、６月１日より新たに木の

香ほーむⅤ106 号と木の香ほーむⅥ405 号を増設致しました。現在合計 18 名の利用者様が入居されてい

ます。木の香ほーむでは共同生活を営むべき住居においての相談や日常生活の援助を行っており、利用者様

は各々の夢や目標に向かって頑張っておられます。 

利用者様のより良い生活の実現を目指し、これまで以上に質の高いサービス提供を念頭に置き、職員一同

取り組んでまいります。 
 

       

 

 

 

 

       

 

          
 

＜職場体験報告＞＜職場体験報告＞＜職場体験報告＞＜職場体験報告＞    
きっかけは利用者様の一言。「郵便局の仕事、興味あります。」 

ということで、大川市の『鐘ヶ江郵便局』に職場体験の依頼をしたところ、とても気さくで優しい局長さ

んに「ぜひ、来てください！」と、快くお引き受けいただきました。 

朝、園から自転車で現地に向かいます。（職員も一緒に自転車で…結構疲れました。）自力で通う、という

ことは仕事するための大事な条件です。 

実際に体験させてもらった仕事は、シュレッダー作業、チラシ折り・封入作業、お客様が持ち込まれた郵

便物に切手を貼る作業、両替機の操作、接客対応、等々…。予想していたよりたくさんの、普段できない体

験をさせてもらいました。局員さんへの質問タイムでは話が弾み、好きな歌手や、家族の話まで…。 

事前に考えていた「お客さんの名前はどうやって覚えていますか？」という質問に対して「コミュニケー

ションをとって、たくさんお話しすることで、少しずつその人のことがわかってくる。」という答えを受け、

「なるほど～」と、納得することができました。 

 

利用者様はもちろん、同行した職員も初めての体験ができ、とても楽しい一日となりました。 

 

一番、嬉しそうだったのは、ハンバーグ弁当を食べている時だったかも＾-＾？ 

 

    

    

    

                                                                

                                            

木の香ほーむ木の香ほーむ木の香ほーむ木の香ほーむ    ～～～～    グループホーム事業所グループホーム事業所グループホーム事業所グループホーム事業所    ～～～～    

◆就労移行 



                             

                             

                             

木の香らんど・木の香らんど・木の香らんど・木の香らんど・木の香園木の香園木の香園木の香園相談相談相談相談支援センター支援センター支援センター支援センター ～～～～    北古賀業所北古賀業所北古賀業所北古賀業所    ～～～～    

大川市より委託を受け、生 

活保護受給者の方を対象とし 

た、被保護者就労準備支援事 

業を行っています。 

また、SST(ソーシャルスキル 

トレーニング)も行っています。   

 

◆相談支援 

    

＜事業所紹介＞＜事業所紹介＞＜事業所紹介＞＜事業所紹介＞    
北古賀事業所は、北古賀・三又事業所を一つの拠点区分として運営しています。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、放課後等デイサービス、日中一時支援の５事業を２カ所で

行っています。 
 

施施施施    設設設設    長長長長    挨挨挨挨    拶拶拶拶    
木の香らんど・木の香園相談支援センター木の香らんど・木の香園相談支援センター木の香らんど・木の香園相談支援センター木の香らんど・木の香園相談支援センター    
木の香園児童支援センター木の香園児童支援センター木の香園児童支援センター木の香園児童支援センター 

施設長 上 釜 光 輝 

大川市福祉会木の香園は、障がいのある方への支援を通じて、福祉のまちづくりに取り組んでいる法人

です。人々の暮らしには喜怒哀楽があり、それぞれの人生を歩んでいるわけですが、どんな時にでも近く

で寄り添い、支え合えるようなサービスの提供ができればいいなあと考えています。 

利用者様、職員、地域の皆様が幸せを感じることが出来るように、木の香らんど、木の香園相談支援セ

ンター、木の香園児童支援センターを運営してまいります。 

◆地域活動支援センター 

＜活動報告＞＜活動報告＞＜活動報告＞＜活動報告＞    

    木の香らんどでは、月に１回 

レクリエーションを行ってい 

ます。より多くの利用者様に参 

加頂けるように、平日に行事を 

行い、土曜日を作業日として開 

園しております。 

 

５月５月５月５月    どんぐり村どんぐり村どんぐり村どんぐり村    

 

３月３月３月３月    ボウリングボウリングボウリングボウリング    

 

４月４月４月４月    お花見お花見お花見お花見    

◆就労継続支援Ｂ型 

大川市委託相談事業の他、 

サービス等利用計画の作成に 

係る、支援区分認定調査やア 

セスメント、社会資源の情報 

提供や利用調整を行います。           

お気軽にご相談下さい。       

 

 

そうめんそうめんそうめんそうめん箱詰め箱詰め箱詰め箱詰め    

 

大木町大木町大木町大木町花花花花植え植え植え植え    

＜＜＜＜作業作業作業作業紹介紹介紹介紹介＞＞＞＞    

下請け作業の他、ギフト販売も行っています。 ＜＜＜＜福精連＞福精連＞福精連＞福精連＞    

 福岡県精神障害者 

福祉会連合会の活動 

として、ふれあい大 

会や精神保健福祉研 

修会にも参加してい 

ます。 

 

 

SSTSSTSSTSST の様子の様子の様子の様子 

 

  

大木町大木町大木町大木町自立自立自立自立支援支援支援支援    

協議会協議会協議会協議会参加参加参加参加    



                             

                             

                             

 

＜事業所紹介＞＜事業所紹介＞＜事業所紹介＞＜事業所紹介＞    
 木の香園児童支援センターは、放課後等デイサービス事業を行っています。未就学・就学児童の放課後

活動の場、休日の日中利用の場として第１土曜日・祝日以外を開園しています。 

◆放課後等デイサービス・日中一時支援 

＜児童＜児童＜児童＜児童福祉法の福祉法の福祉法の福祉法の一部一部一部一部改正について改正について改正について改正について＞＞＞＞    

    2012 年（平成 24 年）、障がい児への福祉サービスは児童福祉法に一本化され、学校に通っている

障がい児を対象として「放課後等デイサービス」が新設されました。 

 以降、放課後等デイサービスは多様化し、様々な特色を持った事業所が増えています。障がい児が、

将来社会において自立できるよう支援をする施設として、今後ますます需要は増えていくと思われま

す。そのような背景から、今年 4 月から人員基準が厳格化されました。 

１．児童発達支援管理責任者の資格要件の見直し ２．人員配置基準の見直し   

３．運営基準の見直し 

以上の 3 点になります。より専門性の高い職員を配置することと、事業所の評価を行い公表するこ

とが求められるようになりました。当事業所におきましても適切な人員の配置と、当事業所利用の保護

者様を対象にアンケート調査を行い、その結果を公表していく予定としております。結果につきまして

は法人ホームページでもお知らせをさせて頂きます。 

木の木の木の木の香園香園香園香園児童支援センター児童支援センター児童支援センター児童支援センター ～～～～    三三三三    又又又又    事事事事    業業業業    所所所所    ～～～～    

＜活動＜活動＜活動＜活動報告報告報告報告＞＞＞＞  
                                                      

    
大大大大きなきなきなきなクリスマスツリークリスマスツリークリスマスツリークリスマスツリー見学見学見学見学                フルート演奏フルート演奏フルート演奏フルート演奏会会会会                                            アート創作アート創作アート創作アート創作                        
                                                                                                           

誕生日誕生日誕生日誕生日会会会会                                            バスハイクバスハイクバスハイクバスハイク                                            創作活動創作活動創作活動創作活動    
                             

大塚大塚大塚大塚製薬工場見学製薬工場見学製薬工場見学製薬工場見学                                                    スポーツ教室スポーツ教室スポーツ教室スポーツ教室                                    コンペイトウ王国見学コンペイトウ王国見学コンペイトウ王国見学コンペイトウ王国見学            

活動内容は、平日の放課後は個別対応で宿題をしたり、小集団の中で社会性が身に着くよう支援を行

っています。休日は、季節行事や園外活動など児童の方々に楽しい時間を過ごして頂けるよう、ニーズ

把握に努め寄り添う支援を心掛けています。 



◆◆◆◆アルミ缶アルミ缶アルミ缶アルミ缶回収にご協力を回収にご協力を回収にご協力を回収にご協力を    
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の回収を行っています。この回収によ

る収益は利用者様の工賃として還元しています。 

 アルミ缶リサイクル事業は「木の香園」の開設当初より保護者や職員、地域の協力のもと継続して行

っているもので、現在、授産売上の約３割を占めています。今後とも利用者様の工賃向上の為、アルミ

缶リサイクル事業を拡大していきたいと考えています。 

 つきましては皆様にも趣旨をご理解いただき、アルミ缶の回収にご協力頂きますよう宜しくお願い致

します。 

【回収方法のご案内】【回収方法のご案内】【回収方法のご案内】【回収方法のご案内】    

・各事業所（下林・道海島・北古賀）に持参して頂くと、定期的に回収を行います。 

※持ち込みが難しい方は連絡を頂ければご自宅まで回収に伺います。 

・市指定ゴミ袋に入れる必要はありません。ビニール袋、段ボール等でも結構です。 

【回収【回収【回収【回収実績実績実績実績のごのごのごのご報告報告報告報告】】】】    

・昨年度の回収量は、約１約１約１約１２ｔ２ｔ２ｔ２ｔでした。ご協力頂きまして誠に有り難うございました。 

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 

 

                
木の香木の香木の香木の香園園園園自立支援センター自立支援センター自立支援センター自立支援センターでは、では、では、では、ご予算に応じご予算に応じご予算に応じご予算に応じ

て、弁当の注文を承ります。是非て、弁当の注文を承ります。是非て、弁当の注文を承ります。是非て、弁当の注文を承ります。是非、ご利用くだ、ご利用くだ、ご利用くだ、ご利用くだ

さい。さい。さい。さい。電話電話電話電話：：：：0944094409440944----88888888----8323832383238323    担当担当担当担当    橋本橋本橋本橋本    ・・・・龍龍龍龍 

 

【編集後記】【編集後記】【編集後記】【編集後記】         
私が木の香園を利用し始めたのは１９９５年か

らで、今年で２３年目になります。 

利用当初は大川市の障がい者福祉は他所と比べ

ると遅れているなぁと感じながら過ごしていまし

たが、２０１７年度には目を見張るような７ヶ所

の事業所およびサービスが充実した大川市周辺の

福祉拠点となり、とても嬉しく思っています。 

（川野勝己） 

【防犯研修の報告】【防犯研修の報告】【防犯研修の報告】【防犯研修の報告】    

 

 

 

 

     

 

大川市福祉会では利用者様の安全の為警察の方の指導の下、防犯訓練に取り組みました。訓練では

不審者その他の注意事項の説明・手軽に行える防犯対策のレクチャーに加え、防犯器具の取り扱い、

避難誘導・警察への連絡までの職員間連携について学びました。 

これからも安心して利用者様にサービスを提供していけるよう定期的に研修を行っていきます。 

 


