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指導だけでなく、事務、調理、医務担当職員が

ます。特に子ども達が、「やる気スイッチ」を沢山押して楽しい１年になるよう

サポートしていきますので、保護者の皆さま地域の皆さま、どうぞ今年もご協力

よろしくお願い致します。

す。特に基礎的な学習と楽しい活動の中で、社会性が育つよう多面的に取り組ん

でいきます。また日々の遊びの充実を図りながら、女子のダンスクラブのように

好きな活動に汗を流し、達成感を味わえる活動にも力を入れ、内容も増やしてい

く予定です。みんなで成長していきます

１．施設の維持管理に努め、迅速な対応を心掛けます。

２．事務の手続きや経費支出の効率化を図り、円滑な業務の執行に努めます。

節。たんぽぽ棟は「ルールを守り、友達にやさしくできる人」を目標に、明るく

元気にがんばります。職員はそんな子ども達の元気に負けないよう、笑顔でより

良い支援を目指します。

 

べてもらえる給食を作ります。今年は申年・・・「猿山？」に負けないパワーで

調理職員一丸となってがんばる所存です。

   新年を迎えて

 

                                                            

           

 

                                           

 

                               

 北九州市福祉事業団基本理念

        北九州市福祉事業団は、北九州市福祉事業団は、北九州市福祉事業団は、北九州市福祉事業団は、

            人と知識と技術を結集して、人と知識と技術を結集して、人と知識と技術を結集して、人と知識と技術を結集して、

            一人ひとりの幸せを大切にする一人ひとりの幸せを大切にする一人ひとりの幸せを大切にする一人ひとりの幸せを大切にする

今年も子ども達の安心と安全を基本に、ひとりひとりの特性に向かい合って、

指導だけでなく、事務、調理、医務担当職員が

ます。特に子ども達が、「やる気スイッチ」を沢山押して楽しい１年になるよう

サポートしていきますので、保護者の皆さま地域の皆さま、どうぞ今年もご協力

よろしくお願い致します。

今年も子ども達が健康で健やかに成長していけるよう、発達を支援していきま

す。特に基礎的な学習と楽しい活動の中で、社会性が育つよう多面的に取り組ん

でいきます。また日々の遊びの充実を図りながら、女子のダンスクラブのように

好きな活動に汗を流し、達成感を味わえる活動にも力を入れ、内容も増やしてい

く予定です。みんなで成長していきます

新年を迎え、庶務係として次の

１．施設の維持管理に努め、迅速な対応を心掛けます。

２．事務の手続きや経費支出の効率化を図り、円滑な業務の執行に努めます。

本年もどうぞよろしくお願い致します。

「１年生になるぞ

節。たんぽぽ棟は「ルールを守り、友達にやさしくできる人」を目標に、明るく

元気にがんばります。職員はそんな子ども達の元気に負けないよう、笑顔でより

良い支援を目指します。

 平成２８年 

・運動や遊びを通して、健康な身体を作ります。

・ソーシャルスキルトレーニングなどの活動を通して、自分の気持ちや感情を

コントロールする力を養います。そして自立を目指します

今年も衛生面に十分配慮して、子ども達から「おいしかったよ！」と言って食

べてもらえる給食を作ります。今年は申年・・・「猿山？」に負けないパワーで

調理職員一丸となってがんばる所存です。

新年を迎えて

                                                            

            

  

                                           

 

                               

北九州市福祉事業団基本理念

北九州市福祉事業団は、北九州市福祉事業団は、北九州市福祉事業団は、北九州市福祉事業団は、

人と知識と技術を結集して、人と知識と技術を結集して、人と知識と技術を結集して、人と知識と技術を結集して、

一人ひとりの幸せを大切にする一人ひとりの幸せを大切にする一人ひとりの幸せを大切にする一人ひとりの幸せを大切にする

社会づくりに貢献します。社会づくりに貢献します。社会づくりに貢献します。社会づくりに貢献します。

今年も子ども達の安心と安全を基本に、ひとりひとりの特性に向かい合って、

指導だけでなく、事務、調理、医務担当職員が

ます。特に子ども達が、「やる気スイッチ」を沢山押して楽しい１年になるよう

サポートしていきますので、保護者の皆さま地域の皆さま、どうぞ今年もご協力

よろしくお願い致します。

今年も子ども達が健康で健やかに成長していけるよう、発達を支援していきま

す。特に基礎的な学習と楽しい活動の中で、社会性が育つよう多面的に取り組ん

でいきます。また日々の遊びの充実を図りながら、女子のダンスクラブのように

好きな活動に汗を流し、達成感を味わえる活動にも力を入れ、内容も増やしてい

く予定です。みんなで成長していきます

新年を迎え、庶務係として次の

１．施設の維持管理に努め、迅速な対応を心掛けます。

２．事務の手続きや経費支出の効率化を図り、円滑な業務の執行に努めます。

本年もどうぞよろしくお願い致します。

「１年生になるぞ！！！！」「社会人になります」と期待に胸をふくらませるこの季

節。たんぽぽ棟は「ルールを守り、友達にやさしくできる人」を目標に、明るく

元気にがんばります。職員はそんな子ども達の元気に負けないよう、笑顔でより

良い支援を目指します。              

 ひまわり棟の目標

・運動や遊びを通して、健康な身体を作ります。

・ソーシャルスキルトレーニングなどの活動を通して、自分の気持ちや感情を

コントロールする力を養います。そして自立を目指します

今年も衛生面に十分配慮して、子ども達から「おいしかったよ！」と言って食

べてもらえる給食を作ります。今年は申年・・・「猿山？」に負けないパワーで

調理職員一丸となってがんばる所存です。

新年を迎えて   

                                                            

 

                                           

 

                               

北九州市福祉事業団基本理念 

北九州市福祉事業団は、北九州市福祉事業団は、北九州市福祉事業団は、北九州市福祉事業団は、    

人と知識と技術を結集して、人と知識と技術を結集して、人と知識と技術を結集して、人と知識と技術を結集して、    

一人ひとりの幸せを大切にする一人ひとりの幸せを大切にする一人ひとりの幸せを大切にする一人ひとりの幸せを大切にする    

社会づくりに貢献します。社会づくりに貢献します。社会づくりに貢献します。社会づくりに貢献します。

今年も子ども達の安心と安全を基本に、ひとりひとりの特性に向かい合って、

指導だけでなく、事務、調理、医務担当職員が

ます。特に子ども達が、「やる気スイッチ」を沢山押して楽しい１年になるよう

サポートしていきますので、保護者の皆さま地域の皆さま、どうぞ今年もご協力

よろしくお願い致します。         

今年も子ども達が健康で健やかに成長していけるよう、発達を支援していきま

す。特に基礎的な学習と楽しい活動の中で、社会性が育つよう多面的に取り組ん

でいきます。また日々の遊びの充実を図りながら、女子のダンスクラブのように

好きな活動に汗を流し、達成感を味わえる活動にも力を入れ、内容も増やしてい

く予定です。みんなで成長していきます

新年を迎え、庶務係として次の 2

１．施設の維持管理に努め、迅速な対応を心掛けます。

２．事務の手続きや経費支出の効率化を図り、円滑な業務の執行に努めます。

本年もどうぞよろしくお願い致します。

」「社会人になります」と期待に胸をふくらませるこの季

節。たんぽぽ棟は「ルールを守り、友達にやさしくできる人」を目標に、明るく

元気にがんばります。職員はそんな子ども達の元気に負けないよう、笑顔でより

              

ひまわり棟の目標 

・運動や遊びを通して、健康な身体を作ります。

・ソーシャルスキルトレーニングなどの活動を通して、自分の気持ちや感情を

コントロールする力を養います。そして自立を目指します

今年も衛生面に十分配慮して、子ども達から「おいしかったよ！」と言って食

べてもらえる給食を作ります。今年は申年・・・「猿山？」に負けないパワーで

調理職員一丸となってがんばる所存です。

    ご挨拶申し上げます
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社会づくりに貢献します。社会づくりに貢献します。社会づくりに貢献します。社会づくりに貢献します。    

今年も子ども達の安心と安全を基本に、ひとりひとりの特性に向かい合って、

指導だけでなく、事務、調理、医務担当職員が力を合わせて

ます。特に子ども達が、「やる気スイッチ」を沢山押して楽しい１年になるよう

サポートしていきますので、保護者の皆さま地域の皆さま、どうぞ今年もご協力

              

今年も子ども達が健康で健やかに成長していけるよう、発達を支援していきま

す。特に基礎的な学習と楽しい活動の中で、社会性が育つよう多面的に取り組ん

でいきます。また日々の遊びの充実を図りながら、女子のダンスクラブのように

好きな活動に汗を流し、達成感を味わえる活動にも力を入れ、内容も増やしてい

く予定です。みんなで成長していきます！！！！         

2 点に取り組んでいきます。

１．施設の維持管理に努め、迅速な対応を心掛けます。

２．事務の手続きや経費支出の効率化を図り、円滑な業務の執行に努めます。

本年もどうぞよろしくお願い致します。        

」「社会人になります」と期待に胸をふくらませるこの季

節。たんぽぽ棟は「ルールを守り、友達にやさしくできる人」を目標に、明るく

元気にがんばります。職員はそんな子ども達の元気に負けないよう、笑顔でより

              

・運動や遊びを通して、健康な身体を作ります。

・ソーシャルスキルトレーニングなどの活動を通して、自分の気持ちや感情を

コントロールする力を養います。そして自立を目指します

今年も衛生面に十分配慮して、子ども達から「おいしかったよ！」と言って食

べてもらえる給食を作ります。今年は申年・・・「猿山？」に負けないパワーで

調理職員一丸となってがんばる所存です。         

ご挨拶申し上げます

                                                            

－１－                                                      

１１１１    利用者一人ひとりの人権を尊重した支援を行います。利用者一人ひとりの人権を尊重した支援を行います。利用者一人ひとりの人権を尊重した支援を行います。利用者一人ひとりの人権を尊重した支援を行います。

２２２２    利用者が地域の一員として社会参加できるよう支援していきます。利用者が地域の一員として社会参加できるよう支援していきます。利用者が地域の一員として社会参加できるよう支援していきます。利用者が地域の一員として社会参加できるよう支援していきます。

３３３３    地域に開かれた施設をめざし、地域支援・地域交流の促進に努めます。地域に開かれた施設をめざし、地域支援・地域交流の促進に努めます。地域に開かれた施設をめざし、地域支援・地域交流の促進に努めます。地域に開かれた施設をめざし、地域支援・地域交流の促進に努めます。

４４４４    安全で快適な生活環境の整備を図ります。安全で快適な生活環境の整備を図ります。安全で快適な生活環境の整備を図ります。安全で快適な生活環境の整備を図ります。

５５５５    職員は研鑽を積み、資質向上に努めます。職員は研鑽を積み、資質向上に努めます。職員は研鑽を積み、資質向上に努めます。職員は研鑽を積み、資質向上に努めます。

 

 

今年も子ども達の安心と安全を基本に、ひとりひとりの特性に向かい合って、

力を合わせて

ます。特に子ども達が、「やる気スイッチ」を沢山押して楽しい１年になるよう

サポートしていきますので、保護者の皆さま地域の皆さま、どうぞ今年もご協力

      

今年も子ども達が健康で健やかに成長していけるよう、発達を支援していきま

す。特に基礎的な学習と楽しい活動の中で、社会性が育つよう多面的に取り組ん

でいきます。また日々の遊びの充実を図りながら、女子のダンスクラブのように

好きな活動に汗を流し、達成感を味わえる活動にも力を入れ、内容も増やしてい

     児童指導係

点に取り組んでいきます。

１．施設の維持管理に努め、迅速な対応を心掛けます。 

２．事務の手続きや経費支出の効率化を図り、円滑な業務の執行に努めます。

        

」「社会人になります」と期待に胸をふくらませるこの季

節。たんぽぽ棟は「ルールを守り、友達にやさしくできる人」を目標に、明るく

元気にがんばります。職員はそんな子ども達の元気に負けないよう、笑顔でより

              たんぽぽ棟主任

・運動や遊びを通して、健康な身体を作ります。 

・ソーシャルスキルトレーニングなどの活動を通して、自分の気持ちや感情を

コントロールする力を養います。そして自立を目指します

ひまわり棟主任

今年も衛生面に十分配慮して、子ども達から「おいしかったよ！」と言って食

べてもらえる給食を作ります。今年は申年・・・「猿山？」に負けないパワーで

         

ご挨拶申し上げます

                                                            

                                                      

基本方針基本方針基本方針基本方針

    

利用者一人ひとりの人権を尊重した支援を行います。利用者一人ひとりの人権を尊重した支援を行います。利用者一人ひとりの人権を尊重した支援を行います。利用者一人ひとりの人権を尊重した支援を行います。

利用者が地域の一員として社会参加できるよう支援していきます。利用者が地域の一員として社会参加できるよう支援していきます。利用者が地域の一員として社会参加できるよう支援していきます。利用者が地域の一員として社会参加できるよう支援していきます。

地域に開かれた施設をめざし、地域支援・地域交流の促進に努めます。地域に開かれた施設をめざし、地域支援・地域交流の促進に努めます。地域に開かれた施設をめざし、地域支援・地域交流の促進に努めます。地域に開かれた施設をめざし、地域支援・地域交流の促進に努めます。

安全で快適な生活環境の整備を図ります。安全で快適な生活環境の整備を図ります。安全で快適な生活環境の整備を図ります。安全で快適な生活環境の整備を図ります。

職員は研鑽を積み、資質向上に努めます。職員は研鑽を積み、資質向上に努めます。職員は研鑽を積み、資質向上に努めます。職員は研鑽を積み、資質向上に努めます。

 

 

今年も子ども達の安心と安全を基本に、ひとりひとりの特性に向かい合って、

力を合わせて学園を運営していき

ます。特に子ども達が、「やる気スイッチ」を沢山押して楽しい１年になるよう

サポートしていきますので、保護者の皆さま地域の皆さま、どうぞ今年もご協力

  園長 岩井眞紀子

今年も子ども達が健康で健やかに成長していけるよう、発達を支援していきま

す。特に基礎的な学習と楽しい活動の中で、社会性が育つよう多面的に取り組ん

でいきます。また日々の遊びの充実を図りながら、女子のダンスクラブのように

好きな活動に汗を流し、達成感を味わえる活動にも力を入れ、内容も増やしてい

児童指導係長 

点に取り組んでいきます。 

２．事務の手続きや経費支出の効率化を図り、円滑な業務の執行に努めます。

        庶務係長 

」「社会人になります」と期待に胸をふくらませるこの季

節。たんぽぽ棟は「ルールを守り、友達にやさしくできる人」を目標に、明るく

元気にがんばります。職員はそんな子ども達の元気に負けないよう、笑顔でより

たんぽぽ棟主任

・ソーシャルスキルトレーニングなどの活動を通して、自分の気持ちや感情を

コントロールする力を養います。そして自立を目指します！！！！ 

ひまわり棟主任 

今年も衛生面に十分配慮して、子ども達から「おいしかったよ！」と言って食

べてもらえる給食を作ります。今年は申年・・・「猿山？」に負けないパワーで

         栄養士 

ご挨拶申し上げます 

                                                            

                                                      

基本方針基本方針基本方針基本方針    

    

利用者一人ひとりの人権を尊重した支援を行います。利用者一人ひとりの人権を尊重した支援を行います。利用者一人ひとりの人権を尊重した支援を行います。利用者一人ひとりの人権を尊重した支援を行います。

利用者が地域の一員として社会参加できるよう支援していきます。利用者が地域の一員として社会参加できるよう支援していきます。利用者が地域の一員として社会参加できるよう支援していきます。利用者が地域の一員として社会参加できるよう支援していきます。

地域に開かれた施設をめざし、地域支援・地域交流の促進に努めます。地域に開かれた施設をめざし、地域支援・地域交流の促進に努めます。地域に開かれた施設をめざし、地域支援・地域交流の促進に努めます。地域に開かれた施設をめざし、地域支援・地域交流の促進に努めます。

安全で快適な生活環境の整備を図ります。安全で快適な生活環境の整備を図ります。安全で快適な生活環境の整備を図ります。安全で快適な生活環境の整備を図ります。

職員は研鑽を積み、資質向上に努めます。職員は研鑽を積み、資質向上に努めます。職員は研鑽を積み、資質向上に努めます。職員は研鑽を積み、資質向上に努めます。
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をいただいた皆様ありがとうございました。をいただいた皆様ありがとうございました。をいただいた皆様ありがとうございました。をいただいた皆様ありがとうございました。

 

））））    

予定して予定して予定して予定しています。います。います。います。

ご協力のほどご協力のほどご協力のほどご協力のほどよよよよ    

」の登場で、会場の盛り上がりは

プレゼントされ、大喜びでした

シャンメリーで乾杯した

やハンバーグ！！デザートにはチョ

コレートフォンデュと大好きなメニューがずら

みんなで談笑しながらおなかいっぱい食べて、

な、すてきなクリスマスイブになりました。

」本当に 

１月１日。今年はうららかに晴れたとても良い天気になりました。 

子ども達は昨夜の紅白歌合戦から深夜番組を楽しんでいたようで、 

ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。 

川﨑様 

九州女子大学様     

西南女学院大学様 

をいただいた皆様ありがとうございました。をいただいた皆様ありがとうございました。をいただいた皆様ありがとうございました。をいただいた皆様ありがとうございました。       

います。います。います。います。    

    

の盛り上がりは頂

され、大喜びでした。

シャンメリーで乾杯した

デザートにはチョ

コレートフォンデュと大好きなメニューがずらり！ 

みんなで談笑しながらおなかいっぱい食べて、すてき

な、すてきなクリスマスイブになりました。 

 

           

頂

。 

シャンメリーで乾杯した 

デザートにはチョ

すてき



親子レク親子レク親子レク親子レク（芋掘り（芋掘り（芋掘り（芋掘り））））    

11 月 8日 親子レクリエーションで芋掘りを行いました。曇り空の下ではありましたが、かわいいサイ

ズの芋を掘り、食堂に移動して、スタジオジブリに関するクイズやジュースに紐をくくりつけ、芋に見立て

た「ジュース掘りゲーム」へと進みました。和やかなゲームが一段落したところで、おやつを食べながら、 

スライドショーの観覧です。自分の姿や仲の良

い友だちの姿に、所々で歓声が上がっていまし

た。天候に恵まれず、今年も実施があやぶまれ

ましたが、数年ぶりに無事開催することができ

ました。（小山） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

今年も八幡ライオンズクラブの皆さまに、大好きな 

 お菓子のプレゼントをいただきました。他の施設にも 

 訪問されているとのことで、お忙しいなか短い時間で 

 のふれあいですが、キャラクターのお菓子セットやサン 

 タのブーツに、毎日クリスマスだったらいいのに・・・と 

 可愛い願望が聞かれました。 

 ライオンズクラブの皆さま、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

                      －３－                                                －２－ 

ダンスクラブ発進！！ダンスクラブ発進！！ダンスクラブ発進！！ダンスクラブ発進！！    

子ども達の余暇の充実と、心身ともにリフレッシュする機会を提供 

するため、職員が講師となり、ダンスクラブを設立しました。中高生 

のお姉さん達を対象に、希望者を募り、マネージャーを含め、5名で 

11月から隔週の土曜日に活動を開始しました。自分達で踊りたいダ 

ンスを話し合って決め、お互いに教えあったり、「体動かすの気持ち 

いいね！」と言いあったりしながら、楽しく踊っています。2月の発 

表会に向けて、さらに気合いが入っており、みんなで夢中になって練習しています。（クラブ担当：弓削） 

    

シリーズシリーズシリーズシリーズ    学園の生活学園の生活学園の生活学園の生活     

 
小池まつり小池まつり小池まつり小池まつり    

１０月１７日、毎年恒例の小池まつりがありました。今年の出し物は、小学生が中心の可愛い「ようかい

たいそう」に、中高生女子のセクシーな「おどるポンポコリン」、男子のかっこいい「ソーラン節」とバラエ

ティー豊かで、この日のために数週間前から一生懸命練習していたので、当日は皆ばっちり決まっていまし

た！そして、黒龍舞術団による変面ショー。華やかな姿から繰り広げられる素早い面の動きに、観ている子

ども達からも歓声がわきあがっていました。その後 

は楽しみにしていた、食事とゲームです。カレーや 

焼きそば、ジュースにアイスクリームとそれぞれ好 

きなものを選んで食べ、輪投げやストラックアウト 

などのゲームを楽しみ景品をもらっていました。そ 

の他にも、中高生のお姉さんたちが手作りした小物 

を販売するコーナーもあり、少し緊張しながら接客 

する姿が印象的でした。今年はお天気にも恵まれ、 

素敵な小池まつりとなりました。（濱田） 

 ひまわり棟の日課ひまわり棟の日課ひまわり棟の日課ひまわり棟の日課    

～～～～    浅川小グループ‥夜の学習時間浅川小グループ‥夜の学習時間浅川小グループ‥夜の学習時間浅川小グループ‥夜の学習時間    ～～～～    

    

 ひまわり棟では、浅川小学校に 3名の利用者（5

年生～1 名、6 年生～2 名）が通学しています。

楽しく学校生活を送っていますが、時々友だちと

トラブルになり、うまく解決できないことが見ら

れます。うまく解決する方法や、つきあいの方法

を知らない事も多いため、週に 2～3 回、20 時

から集まり、3人で勉強会をする事にしました。 

 始めに、SST（ソーシャルスキルトレーニング）

の一環としてスムーズな人間関係力の育成を目指

したソーシャルスキルワーク（下画像参照）のプ

リントをして、答え合わせをしながら、この場合

には、どのような態度を取れば良いのか、どのよ

うな言葉を使えばよかったのか？を学習し、実際

に使えるように、ロールプレイなども取り入れて

います。 

時々、学習の後には、トランプなどのゲームを

通して、理解できているか？等を楽しみながら確

認しています。 （脇園） 

 

日本標準 

U-SST 

ソーシャルスキルワーク 

 

 

 

たんぽぽ作品館たんぽぽ作品館たんぽぽ作品館たんぽぽ作品館    パート３パート３パート３パート３    

～番外編（調理）～～番外編（調理）～～番外編（調理）～～番外編（調理）～    

たんぽぽ棟では、中高生のお姉さん達が『女子活

動』として、運動や清掃、ソーシャルスキル、調理

などのグループ活動を月に 3回程度行っています。 

その中でも一番の人気は調理活動です！ 

電子レンジを使った簡単なメニューから、本格的

なメニューまで、グループの中で協力しながら作っ

ていきます。あるグループでは、 

「パンが食べたいなあ。パンに 

合うメニューは？」から、シチ 

ューをメインにした献立を考え 

作りました。 

シチューのルーに顆粒や固形があることに驚いた

り、ブロッコリーをどうやって切ったらいいのか悩

んだり、楽しい調理の時間は、あっという間に過ぎ

ていきます。 

そしてこの時間を通して、日頃いつも美味しい料

理を作って下さる調理の方々の大変さや凄さがわか

り、感謝の気持ちをもつ良い機会にもなっています。 

また、週末や長期休暇の時には、お姉さん達が中

心となっておやつを作り、みんなで食べる事があり

ます。冬休みに 

作ったフレンチ 

トーストは子ど 

も達に大好評で 

した。（平松） 

 

 

楽しい演奏ありがとうございました楽しい演奏ありがとうございました楽しい演奏ありがとうございました楽しい演奏ありがとうございました♪♪♪♪    

    １２月１３日前田地区青少年育成会ブラスバン

ド部の皆さまに、楽しいクリスマスソングのプレゼ

ントをいただきました。演奏に合わせて一緒に踊っ

たり、歌ったりと参加型のイベントですが、今年は

楽器の説明や、楽器に触れることができ、初めての

経験に大喜びでした。 

    

    

    

    

    

    

 


