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TEL（０９６）３２９－１５９５

社会福祉法の改正と経営組織の見直し
熊本市手をつなぐ育成会

川

会長

村

隼

秋

これらの会活動は、「公益を目的とする

本年４月１日から施行された社会福祉
法人法の改正は、社会福祉法人制度の見

事業」として、新定款第四十条に規定し、

直しとして、①経営の透明性の向上、②

運動体として更なる発展と努力を期待し

経営組織のガバナンス（企業統治・管理

ております。

運営体制）の強化、③財務規律の整備等

事業体としての事業運営に対する今回

を柱とし、あらたに法人の責務として「地

の改正は、理事や理事会に対するけん制

域における公益事業」に取り組むことが

機能と財務会計に対するチェック体制を

求められ、「経営の原則等」として、新定

整備し、「経営組織のガバナンスの強化」

款第三条に規定されました。

と「財務規律の明確化」のために、理事

こうしたことは、会員組織の手をつな

及び理事会並びに評議員及び評議員会の

ぐ育成会として当然のことであり、昭和

機能や役割について大きな改正が行われ

３１年に「熊本手をつなぐ親の会」とし

ました。（新定款第五条から第二十九条に

て発足以来、昭和五十年に社会福祉法人

規定）

の認可を受け現在に至るまで、知的障が

主な改正点は、①評議員の選任及び解

い者の教育、福祉の向上に取り組んでき

任は、評議員選任・解任委員会が行う。

ました。

②理事の評議員兼務は認めない。③評議

会運営に当たっては、理事会、評議員

員会は諮問機関ではなく決議機関となる。

会のほか、重要事案については、個別に

④理事・監事の選任・解任は、評議員会

全員協議会を開き、会員一体となって取

が行う。⑤理事、監事及び評議員に対す

り組んでおります。

る報酬等の支給基準は評議員会で行う。

また、会員活動として、部会（学校部・

⑥予算及び事業計画並びに決算及び事業

成人部、本人部）及び委員会（常設の相談、

報告の承認は評議員会が行う。などであ

広報、研修の委員会に加え、必要に応じ

ります。

て特別委員会）を置いて活動しています。
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熊本市手をつなぐ育成会 組織図
評議員会

会 長

監事

10名

川村 隼秋

長田幸基・仲次利光

法人運営会議

（前三役施設長会）

常務理事兼務
副会長

理事会

副会長

西 惠美

７名

高橋 次郎

事務局
《 事業体 》

《運動体》

○「障害者支援施設しょうぶの里」
（入所・生活介護・短期入所）
統括施設長 高橋 次郎

○「第二ぎんなん作業所」
（就労継続支援Ｂ型）
施設長 井芹 靖成

○「地域生活支援センターぎんなん」
（特定相談支援事業）
（障害児相談支援事業）

○グループホーム「ぎんなん」

○グループホーム「千金甲」

○グループホーム「あいりす」

○成人部会

○学校部会

○各委員会

異動後の感想
第二ぎんなん作業所

しょうぶの里

村上慎一郎

今年の３月までの１６年間、しょうぶの里
に勤務しておりましたが、４月より第二ぎん
なん作業所にお世話になることになりまし
た。
初めての人事異動で、慣れ親しんだ職場を
離れる寂しい気持ちと、新しい職場での業務
への不安と緊張が交錯した心境でした。
しかし、初日から作業所の利用者の皆さん、
井芹施設長はじめスタッフの皆さんがとても
温かく迎え入れて下さり、有り難い気持ちへ
と切り替わりました。私はこれまで生活介護、
施設入所を経験してきましたが、就労継続支
援Ｂ型の事業に携わることは無かったので、
事業内容の違いに驚くと同時に、改めて自分
の視野が狭いものであったかということを痛
感しています。現在作業所では、資源物回収
と農耕を担当しています。慣れないことで皆
さんにまだまだ手を借りっぱなしですが、早
く業務をこなせるようになり、利用者の皆さ
んの工賃アップに貢献できるように頑張って
いきます。

太田家

良次

法人内では初めての異動が実施され違う部
署で勤務することになったのですが、自分と
しては以前にも経験のあることだったので違
和感なく新たな気持ちで取り組めたように思
います。
異動と聞くと手続きや気持ちの切り替えな
ど面倒な事のありますが、経験や見聞を広げ
る意味でも有意義なことであり、前向きに取
り組んでいきたいと考えています。
入所の支援においては利用者の方との関わ
りが起床から就寝までだけでなく、夜間の見
守りにも及ぶことで支援者としての中身がとて
も重要です。利用者の方にとっても大切な時
間を共有するパートナーだと実感しています。
しょうぶの里では利用者の方が安心して生
活できる環境が整っており、生活の要である
食事は利用者の方も毎回楽しみにされていま
す。しょうぶの里は静かな立地で、利用者さ
んも落ち着いて過ごすことができると思いま
す。活動は体力づくりやアート作品の制作に
力を注いでいます。他にも焼き物の設備や、
借用している畑もあるので利用者の方々と多
様な動きのあるしょうぶの里を作れるよう
に、一職員として励みたいと考えています。
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講演会の報告

「わたしと育成会」
松村

竹青年教室と出会い、附属養護学校時代

忠彦

「手をつなぐ育成会」の世話係になられて

熊本大学附属養護学
校退職後「チャレン
ジめいとくの里」設
立当初より施設長を
務める。
現 在「 障 が い 福 祉
サービス事業所ケア
･ ハピネス」施設長

高橋

以来、ずっと（現）つなごう会をボランティ
アとして支援して頂いています。
高橋先生はダウン症の子どもと出会い、
一緒に過ごすことにこの上ない心地よさ
を感じたことから、当時内定していた就
職を断り、障害児教育の道へ入られまし
た。附属養護学校時代、松村先生から勧
められて青年教室（現つなごう会）に参加。

次郎

以来、一支援者としてさりげない支援に

３５年間支援学校や
県教庁特別支援教育
課に勤務。熊本支援
学校長を最後に退
職。昨年、第二ぎん
なん作業所施設長と
なり、現在、しょう
ぶの里施設長兼統括施設長

徹してきたとのことです。
子ども達とのかかわりの中で起こった
さまざまなエピソードや６１年の歴史を
有する育成会のこれまでの業績を称えて
いただきました。また、親の会としての
活動の必要性や今後の育成会の課題など
も話されました。
私たち障がい者や親の理解者である先

４月２０日に講演会がありました。長

生方のお話はとても感慨深く、アンケー

い間、育成会にかかわってこられたお二

トでも「子ども達の事をよく理解してく

人の講演という事で沢山の参加がありま

ださっている先生方が育成会におられる

した。

事は、ありがたい」という意見が多くあ

松村先生は、昭和４１年８月に若草若

りました。
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賛 助 会 名 簿
平成２８年４月～２９年３月現在
（５０音順 ・ 敬称略）
稲田よし子

髙木

猛

犬童富士子

武田

治憘

㈱インターライフ

田中ツネ子

浦河緋佐子

㈲ つぼみ内装

大嶋

克子

塘中

康之

奥薗

廣美

塘林

恭介

堅島

敏子

中村

哲也

宗教法人加藤神社

長野

京子

川野

長濱

文夫

木崎千恵子

西

孝子

木村

栄子

西本

隆生

木村

淳子

福島

貴志

小嶺

恭孝

福島

直澄

柴田カズエ

古澤

久雄

島津

堀

元宏

勝孝

松下

忠久

瑞

松村

篤憲

三浦

信之

森川

和憲

湯田

栄弘

吉武

彩子

有田

美紀

今村恵里子
大丸真由美
佳代

齊藤

展

佐藤

直

志賀

祐子

志賀

竜平

柴田

佳子

真崇

菅原

大輔

田中

至子

霍本

耕史

長田

紀義

馬場穂奈美
林田真由美

石川理恵子

小松

下田

中越真奈美

（しょうぶの里職員）

光一郎

下村栄見子
鷹㈱

㈲ 間林染工場
代表取締役 間林修

前田

梢

松本

大志

村上慎一郎
村上理優子
森口

直子

山本

幸男

除野

克典

米田あゆみ

毎年「熊本市手をつなぐ育成会」の活動にご賛同いただきありがとうございます。
今後とも温かいご支援よろしくお願い申し上げます。

御

紹

介

く

だ

熊本市手をつなぐ育成会賛助会員

☆賛助会費一口

さ

い

只今募集しています。

2,000 円 ( 年間 ) ※何口でも結構です

寄付金控除が認められます

詳しくは事務局まで、ご連絡下さい

○熊本市手をつなぐ育成会では、会の目的に賛同され、会の運営を精神的、財政的に支援
して下さる方々を賛助会員として募っております。
○皆様方のお知り合いの方など、ご紹介をお願いいたします。
○ご入会の方法など、詳しいことは、熊本市手をつなぐ育成会事務局にお問い合わせ下さい。
電話 ０９６－３５２－００１０ ＦＡＸ０９６－３５２－１４５９
Ｅメール k@s-ikuseikai.com
ホームページ http://www.s-ikuseikai.com
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第１６回

しょうぶの里まつり

楽しいステージ！！

とってもアートな
しょうぶの里
ギャラリーです

ボランティアさんも
みんな仲良し！
楽しいよ～
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大盛りあがりの
ジャンケン大会

メタボブラザーズ
バルーンアート

最後は
やっぱりバンザイ！

万歳！

６月３日（土）「しょうぶの里」にて第１６回しょうぶの里まつりが行われました。
ステージでは、ひょっとこ踊りやキッズダンス。ギャラリーでは利用者の作品の展示と
オリジナルグッズの販売があり、射的やヨーヨー釣りでみんな楽しんでいました。大学や
専門学校の学生さんのボランティアによる食バザーや新鮮な野菜の販売は大変好評。
ステージの最終コーナーでは豪華景品が当たる大抽選会があり大盛況のう
ちに終了しました。
みなさんお疲れさまでした。また１年後が楽しみですね。
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施設委員会だより
しょうぶの里

第二ぎんなん作業所

新任のあいさつ

就任のあいさつ

施設長

高橋

次郎

施設長

今年４月から、しょう
ぶの里施設長と事業全体
の統括施設長となりまし
た高橋です。
昨年３月に教職生活を終えたあと、縁
あって熊本市手をつなぐ育成会にお世話
に、昨年一年間は、第二ぎんなん作業所
にいました。３５年間ずっと障がいのあ
る子どもの教育にたずさわり、さらに退
職後もこうしてこうして障がいのある人
とかかわる仕事に就くことができたのは、
本当に幸せなことと感謝しています。
しょうぶの里の利用者さん（通所、グ
ループホームも含む。）のうち２０人くら
いは、学生時代や療育活動、キャンプ、
青年教室、つなごう会などでかかわりが
あり、中には担任した人や 何十年振り
に会った人もいてとてもうれしく思って
います。
去年いた第二ぎんなん作業所同様、しょ
うぶの里も利用者さんのことを第一に考
え、人権・人格を大切にした丁寧なかか
わりをするいい職員ばかりだと感じてい
ます。
事務室には「NO と言わないしょうぶ
の里」というスローガンがかかげてあり
ます。利用者さんの加齢化・高齢化など
に由来する課題も多くありますが、一人
ひとりの利用者さんの様子をしっかり見
ながら、より良い支援と利用者さんの健
康で豊かな生活、保護者・家族の皆さま
の安心のために微力ながらがんばりたい
と思っています。
どうぞよろしくお願いします。

井芹

靖成

このほど第二ぎんなん
作業所に参りました井芹
と申します。私は４月１
日付けで、施設長として
赴任して参りました。まだまだ未熟者で
すが、できる限り皆様のお役にたてるよ
うに頑張りたいと思います。
手をつなぐ育成会にも以前かかわった
ことがあります。以前、天草養護学校に
在籍していた時に、天草の育成会である
「白い雲の会」の事務局に四年間ほど在籍
をしていました。天草の育成会は活発な
活動をしていて、映画会、キャンプ、講
演会、鉛筆販売、旅行などの行事や療育
活動にも取り組んでいました。本人、保
護者や学校、婦人会、青年団、商工会議
所の方々と共に活動したことを思い出し
ます。とてもいい思い出です。また、手
をつなぐ育成会にかかわれることも楽し
みのひとつです。
これから第二ぎんなん作業所の施設長
として、歴史のある作業所、積み重ねら
れた実績、良さを大切に、さらに存在感
のある第二ぎんなん作業所になるように
努力をして参りますので、ぜひ、ご協力
いただきますようお願いいたしまして、
就任のあいさつとします。
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つなごう会
いをフォローする様な言葉をくださいま

始まりの会に参加して
山本

した。

緑

今年卒業して、A 型事業所で働き始め
た息子と参加させていただきました。少
し不安気でしたが、同級生の親を見つけ、
久しぶりに会うお友達にとても嬉しそう

外ではなかなか思いを言えない息子は
「お仕事する人の思いが聞けて良かった。
僕も言えるといいなぁ。」と、つなごう会
の場があることが嬉しそうでした。

でした。会は来賓の方々のご挨拶、役員
の補欠選挙、今年度予定の確認等があり
ました。
その後「話したい事がある人」の声に
数人が手をあげ、それぞれの思いを自分
の言葉で話し、親も支援者もゆったり見
守りつつ聞きます。時々支援の先生が思

動植物園遠足

井芹

こと、悩みをお互いに話せるいい機会に

靖成

５月２１日（日）につなごう会の皆さん
で動植物園に遠足に出かけました。今回
は新しいメンバーも加わり、総勢５３名の

なったようです。
次回のボウリング大会でお会いできる
ことを楽しみにしています。

参加があり、希望荘の玄関に集合後、市電、
バスに分かれて動植物園に向かいました。
公共交通機関の利用にも慣れておられて、
スムーズに移動できました。動植物園で
現地集合の方々と合流後、役員さん３人
のリードで早速見学にスタートしました。
地震の影響で見ることのできる動物は
限られていましたが、象やキリンの前で
は餌を食べている様子とかを熱心に見ら
れていました。昼食もグループごとに取
り、お互いの仕事のこと、つなごう会の
ことなどを熱心に話されていました。ま
た、将来のことについても自分の思いを
語られたりしていました。普段話せない
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地域生活支援センターぎんなん
現在のところ、担当の方々のご自宅や

新任のあいさつ
相談員

吉富

勤務先等の訪問に同行させていただき、

篤

話し合いの内容の記録をとることが主な

４月から「地域生活支

仕事です。訪問していく中で、相談者の

援センターぎんなん」で

何気ない言葉の中に大事なキーワードが

お世話になっている吉富

含まれていて、それを会話の中で引き出

です。これまでは高齢者
福祉の分野に携わってきましたので、新
たな分野で勉強することばかりですが、
皆様に信頼していただける相談支援専門
員を目指して日々奮闘中です。
センターの隣には、しょうぶの里のデ
イサービスがあり、ユニークな利用者や
職員に囲まれ、楽しい雰囲気の中で仕事
させていただいています。

すことがとても重要だということを感じ
ています。
夏には相談支援専門員の初任者研修が
あり、それが終了すると本格的に相談支
援のお仕事をさせていただく予定です。
それまでに色々な方々とかかわりを持ち、
必要な経験を積んでいきたいと思ってい
ます。どうぞ宜しくお願い致します。

熊本市からのご案内
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～事務局と会員の皆様をつなぐ～
～事務局と会員の皆様をつなぐ～

通信コーナー
☆ 育成会初の人事異動です！
ぎんなん作業所の立ち上げから 40 年、熊本市育成会はじめての人事異動をこの春実現させました！
熊本市手をつなぐ育成会には、組織図(3 ページ)にもありますように、現在 6 事業所で 52 人の職員
が、障がいのある方々のために日々働いています。
組織が大きくなるにつれ、人事交流をすることで風通しを良くし、職員一人一人のスキルアップの
ためにも人事異動が必要だということで、10 年ほど前から異動しやすい環境づくりをしてきました。
そして、今年、ようやく初の異動発令ということになりました。
初めての異動ということで本部運営会議でも頭を悩ませ、議論を繰り返してやっと出た結論でした。
しかし、異動後は、お二人の努力もさることながら、異動先のメンバーも暖かく迎えて下さったおか
げで、問題なく新しい職場に溶け込んでいらっしゃいます。（村上慎一郎さん、太田家良治さんお二
人の異動の感想は、記事をご覧下さい。）
今後も利用者の皆様のためになるような形で、その時々の状況に応じた人事異動を行っていきたい
と思っています。

☆長田紀義前施設長、長い間お世話になりました。
平成 19 年 4 月から、10 年間しょうぶの里施設長として里の皆さんを温かく見守り、また育成会の
運営にも貢献してくださいました。「ボランティアでちょくちょく顔を見せるよ～」とおっしゃって
いますのでお別れは言いませんが、ほんとうにありがとうございました！

☆育成会の念願かなった「平成さくら支援学校」の見学会(6 月 20 日実施)
今年 4 月開校した熊本市立平成さくら支援学校は、10 年ほど前、私たち育成会のお母さん方から
「今の支援学校がいっぱいで、私たちの子どもの行く支援学校がないんです！」という訴えからでき
た学校です。訴えたお母さんのお子さんは、残念ながら卒業されて間に合いませんでしたが、後輩の
ために頑張ってよかったと喜んでくださいました。
新しい支援学校は、支援教育に必要な最新の設備を整え、明るく、安全に配慮された素晴らしい学
校でした。当日参加した 30 名ほどの見学者からは驚きと感嘆の声が上がっていました。

*今回から支援を横書きに変えました。いかがだったでしょうか?
ご意見ご感想がありましたらお聞かせください！
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★主な行事報告★
４月

６月

13 日（木）正副委員長会議
16 日（日）つなごう会 始まりの会
19 日（水）先輩教えて !!
20 日（木）研修会「育成会とわたし」
24 日（月）ちょっと聞いてよ！
25 日（火）法人運営会議

3 日（土）しょうぶの里まつり
14 日（水）評議員会
18 日（日）つなごう会 ボウリング
21 日（水）成人部研修会
26 日（月）ちょっと聞いてよ！

★今後の予定★

５月

7月
7月
7月
8月

8 日（土）定期大会
22 日（土）育成会職員全体研修会
29 日（土）育成会県大会（玉名郡市）
26 日（土）～ 27（日）
育成会九州大会（佐賀）
9 月 2 日（土）育成会研修会
9 月 23 日（土）～ 24（日）
育成会全国大会 ( 北海道 )

10 日（水）成人部委員会
16 日（火）広報委員会
17 日（水）先輩教えて !!
21 日（日）障害者スポーツ大会開会式
22 日（月）ちょっと聞いてよ！
23 日（火）法人運営会議
26 日（金）自立支援協議会
30 日（火）広報委員会

★毎月の活動★

先輩教えて !!
いろんな悩みを聞いてもらいたい方
毎月一回、先輩をまじえての座談会
をひらいています。( ウェルパルにて )
ちょっと聞いてよ！
誰にも言えない悩み…
まずは「親」として相談員が
あなたの話を伺います

本人部会『つなごう会
月に一回 料理教室やボウリングなど
を楽しんでいます
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