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木の香園木の香園木の香園木の香園はははは今年２５今年２５今年２５今年２５周年を周年を周年を周年を迎えます迎えます迎えます迎えます！！！！    

 

木の香園は皆様のおかげで今年２５周年を迎えます。 

  平成５年の開設から２５年の長きにわたり、ご理解ご協力いただきありがとうございます。 

今後とも大川市福祉会をよろしくお願い致します。 

 

大川市福祉会２５周年記念式典大川市福祉会２５周年記念式典大川市福祉会２５周年記念式典大川市福祉会２５周年記念式典    １０月２０日（土）１１０月２０日（土）１１０月２０日（土）１１０月２０日（土）１１１１１：：：：３３３３０～１０～１０～１０～１２２２２：：：：３３３３００００    

２０１８年度木の香祭り２０１８年度木の香祭り２０１８年度木の香祭り２０１８年度木の香祭り                            〃〃〃〃                        １１１１２２２２：：：：３３３３０～１７：０００～１７：０００～１７：０００～１７：００    

 



                             

                             

                            

    

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

 

 

 

 

 

    

 

残暑厳しき折り、皆様におかれましてはお元気でお過ごしの事と拝察致します。 

早いもので大川市福祉会は２５年前に道海島に支援施設を建設しその後、北古賀、下林、中

古賀事業所と拡大し、法人本部を下林自立支援センター内に移し現在にいたっています。 

当法人は公設民営として設立されました。人としての誇りを大切にし、地域社会で共に暮

らせるように支援しますを基本理念に運営を行っています。 

職員は、人権、自立、社会参加を目標に、目配り、気配り、笑顔で利用者に接しいつも明

るい職場づくりに努力しています。今後共ご家族の皆様の暖かいご支援により楽しい明るい

施設運営に努めて参りますのでご協力よろしくお願いします。 

 

本本本本    部部部部    長長長長    挨挨挨挨    拶拶拶拶    
    

本部長 古 賀 文 博 
 

日ごろ、当法人をご支援頂いていることにつきまして感謝申し上げます。 

法人では、障がいがある方が地域社会で自立した生活ができるよう障がい特性に応じた施

設の設備を行っているところです。 

 現在、重度障がいがある方のグループホームの設置に向け事業の推進を図っています。建

設計画に当たっては利用者等へのアンケート調査を行ったところ多くの方が建設を待ち望

んでおられることがわかりました。 

 このため、建設用地として平成２９年度に大川市大字鐘ヶ江に用地を確保し、用地の造成

事業及び建物の設計を完了したところであります。建物は男女５名ずつの１０室、男女１名

ずつのショートステイ用の部屋２室、合計１２室の木造の建物を予定しています。 

 障がいがある方が地域社会で自立した生活ができるよう全力を挙げて支援してまいりま

すので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    

上釜上釜上釜上釜    光輝光輝光輝光輝    

    

担当事業：担当事業：担当事業：担当事業：    
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        
木の香園相談支援センター木の香園相談支援センター木の香園相談支援センター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    
    

木の香園も少しずつ成長して、利用者様・
職員も年々増えておりますが、その基盤とな
る法人運営を着実に行っていく必要がありま
す。法人の理念を職員全員で共有し、共に成
長していくことができるように学び合い、励
まし合っていきたいと考えています。これか
らも大川市福祉会「木の香園」をどうぞよろ
しくお願い致します。 

    

    

    

        

    

井口井口井口井口    公子公子公子公子    

井手井手井手井手    道道道道代代代代         

    
担当担当担当担当事業：事業：事業：事業：    
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    
木の香ほ－む木の香ほ－む木の香ほ－む木の香ほ－む        
    

私たち職員一同は、【人として誇りを大切
にし、地域で共に暮らせるよう支援します】
という基本理念に基づいて、ご利用者様の地
域生活を支えるサービスの提供に努めてお
ります。 

諸先輩方が、木の香園の種をまき、あらゆ
る枝に分かれ木の香園という「木」を大切に
育てて参り、今年で木の香園創立 25 周年を
迎える節目の年になります。 

これからも地域に根づいた施設運営を心
掛けたいと思いますのでどうぞよろしくお
願い致します。 
    

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    

    

    

    

    

    

三枝三枝三枝三枝    優里奈優里奈優里奈優里奈 

    

    

    

 

 

津野津野津野津野        克行克行克行克行        

    

野田野田野田野田    孝子孝子孝子孝子    

 

施施施施    設設設設    長長長長    挨挨挨挨    拶拶拶拶    

    

    

    

    

黒川黒川黒川黒川    順子順子順子順子    
 

 

 

    

    

    

野口野口野口野口    大陸大陸大陸大陸  

    

    

    

    

    

古賀古賀古賀古賀    幸子幸子幸子幸子 

    

    

    

島松島松島松島松    博文博文博文博文    

ご縁がありまし

て今年の一月から

働かせていただい

ております。ご利

用者様と共に成長

できるよう頑張り

たいと思います。 

木の香園就労木の香園就労木の香園就労木の香園就労支援センター支援センター支援センター支援センター    木の香木の香木の香木の香らんどらんどらんどらんど    

木の香園児童木の香園児童木の香園児童木の香園児童支援センター支援センター支援センター支援センター    

4 月から保育士
として入職しまし
た。社会人 1 年目
でまだ分からない
ことばかりですが、
日々勉強させてい
ただきながら仕事
に取り組んでいま
す。笑顔を忘れずに
頑張ります。 

4 月から児童支援

センターに保育士と

して勤務しておりま

す。利用する児童の

みなさん一人一人の

特性を理解し、より

良い支援ができるよ

う努めて参ります。 

児童支援センタ
ーに勤務させてい
ただくことになり
ました。慣れないこ
とも多く、日々勉強
を重ねている最中
です。利用児や家族
の皆様に喜ばれる
支援を目指して努
めていきます。 

 ５月からお世話に
なっております。最
初に教わった丁寧
な言葉遣い、丁寧な
支援を心がけなが
ら利用者の方と一
緒に居心地のよい
時間を共有したい
と思います。 
 

６月よりお世話
になっています看
護師の黒川と申し
ます。一日一日を利
用者さんが楽しく
出来るように支援
していきたいと思
っています。宜しく
お願いします。 

４月より看護師と
して勤務しています
島松と申します。利
用者さんや家族の方
に安心を与えられる
ような看護師を目指
し日々努力して参り
たいと思いますので
よろしくお願いしま
す。 

    

内田内田内田内田        彩彩彩彩    

 

常に笑顔で過ご

したいと思います。

与えられた仕事に

取り組むことはも

ちろん、利用者様の

事を一番に考え、新

しい事にも挑戦し

たいと思います。 

まだまだ未熟で

はありますが、皆

さんが笑顔で働け

るように頑張りま

す。よろしくお願

い致します。 



                             

                             

 
 

現在の利用状況 

道海（男性５名 女性２名） 

木室（男性５名 女性５名） 

小保（男性１名 女性２名）合計２０名 

 

日中は就労や、他福祉サービスを利用されています。 

ほーむでは、世話人より食事提供や、日常生活内での助

言を受けながら、自分なりの生活を過ごされています。 

６月に各ホームにて“交流会”を行い、利用者の方々の 

日々に対する思い等を聞く機会を設け、行事計画等に反

映していけるようにしています。 

 

現在 利用者１7 名 職員７名 

“美味しく 楽しく 美しく”をモッ

トーに日々配食業務を行っています。今

年度４月からの平均給食数 151 食  

配食サービス 60 食でした。 

また、月に１回程度行事を通し、利用

者間の交流も図れるようにしています。 

 

 

◆短期入所 ◆就労継続支援Ａ型 

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    ～～～～    

 

＜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。 

＜事業所紹介＞＜事業所紹介＞＜事業所紹介＞＜事業所紹介＞    

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。 

 

現在 利用者 男性４名 女

性５名 

日中は就労に行かれている

方、地域移行を目指して準備

をされている方が利用されて

います。 

今年度は、“居住者会議”を

月に１回程度開催し、行事内

容等を一緒に考える取り組み

をしています。 

  

定員２名  現在平均利用

人数 週末２名 平日１名

以上 

本人、ご家族様に安心し

て利用して頂けるよう努め

ています。 

 

◆宿泊型自立訓練 

◆共同生活援助 

    

 

 

 

 

 

ほーむでの生活のようす 
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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    ～～～～    

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    ～～～～    

◆自立訓練 ◆生活介護 

＜事業所紹介＞＜事業所紹介＞＜事業所紹介＞＜事業所紹介＞    
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

を行い、レクレーションや季節毎の行事、就職に向けた訓練、リハビリテーション等、利用者様のニー

ズ（思い）に沿ってサービスを提供しています。 

    

創作活動や屋外でのレク

リエーション活動など、たく

さんの活動を行っており、多

くの利用者様が楽しんで参

加されています。 

 

＜新規作業紹介＞＜新規作業紹介＞＜新規作業紹介＞＜新規作業紹介＞    

☆空きびん☆空きびん☆空きびん☆空きびん分分分分別☆別☆別☆別☆                ☆スライドレールダボ☆スライドレールダボ☆スライドレールダボ☆スライドレールダボ入れ入れ入れ入れ☆☆☆☆        ☆米作り☆☆米作り☆☆米作り☆☆米作り☆ 

                 
 今年度より施設外就労の場として大川市環境課での空きびん分別作業を開始しました。 

さらに秋の収穫を目標に米作りに取り組んでいます☆ 

＜活動報告＞＜活動報告＞＜活動報告＞＜活動報告＞    

☆身だしなみ・☆身だしなみ・☆身だしなみ・☆身だしなみ・マナーマナーマナーマナー講座☆講座☆講座☆講座☆        ☆運動会☆☆運動会☆☆運動会☆☆運動会☆                        ☆野球観戦☆☆野球観戦☆☆野球観戦☆☆野球観戦☆        ☆☆☆☆ときめきスポーツときめきスポーツときめきスポーツときめきスポーツ大会大会大会大会☆☆☆☆    

    

    

    

    

                

 生活・就労支援の一環として身だしなみ・マナー講座を実施したり、恒例行事の運動会や野球観戦を

したりとリフレッシュしました☆ 

 

＜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。 

◆就労移行 

毎月１度、理学療法士の先

生より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。 

 

生産活動、職場体験その他

の活動の機会の提供や就労

に必要な知識及び能力の向

上のために必要な訓練、求職

活動に関する支援を行って

います。 

 

◆就労継続支援Ｂ型 



            
 
 
 

                 

        

                     

                

 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、関係機関との連携を深めてい

ます。困ったこと等あれば、いつでもご相談ください（TEL:0944-32-9490）。 

＜活動報告＞＜活動報告＞＜活動報告＞＜活動報告＞    

 木の香らんどでは、作業だけでなく、気分転換にな

り楽しく過ごすことができるような行事やレクリエ

ーションを企画しています。 

３月には大川中央公園で 

毎年恒例のお花見を行いま 

した。今年も桜がとても綺 

麗でした� 

 

◆放課後等デイサービス・日中一時支援 

◆相談支援 

◆地域活動支援センター ◆就労継続支援Ｂ型 

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    ～～～～    

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    ～～～～    

【編集後記】【編集後記】【編集後記】【編集後記】         
木の香園２５周年おめでと

うございます。私は木の香園が

できる前の無認可作業所のこ

ろから知っているので感慨す

るものがあります。 

これからさらに大川市周辺

の福祉ニーズは多様化してい

くと思いますが、常に利用者様

を第一に考えた施策を充実し

ていただければと思っていま

す。     （川野勝己） 

＜事業所紹介＞＜事業所紹介＞＜事業所紹介＞＜事業所紹介＞    
 北古賀事業所は今年で８年目を迎えます。相談支援事業、就労継続支援Ｂ型、地域活動支援センター

Ⅲ型の３事業を行っています。 

☆木の香園相談支援センター☆ 

＜作業紹介＞＜作業紹介＞＜作業紹介＞＜作業紹介＞         

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。 

 

 

 

 

 

＜事業所紹介＞＜事業所紹介＞＜事業所紹介＞＜事業所紹介＞    
就学期の発達が気になるお子さんを対象に、専門的な療育活動を行い、成長・発達を手助けします。 

お子さんの個性や能力に着目し、自由にのびのびと自分の力を発揮できるよう心身の発達を促します。 

＜講習および＜講習および＜講習および＜講習および訓練訓練訓練訓練のののの報告報告報告報告＞＞＞＞    

より良いサービスが提供できるよう、緊急時の対応や、送迎リフト車で

の車いす操作講習を 6 月に行いました。 
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