
７・８・９月の出来事（予定）済生会熊本福祉センター

★夏祭り中止のおしらせ 毎年8月に開催しておりました「済生会内田夏祭り」は新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、中止とさせていただきます。    
     

　４月１日に所長就任しました宮川栄助です。宜しくお願い
致します。
　1982年（昭和57年）に済生会熊本病院に入職し、2021年
（令和３年）まで39年間事務職として勤務致しました。　
　済生会は明治44（1911）年、明治天皇が済生勅語※を発せ

られ、御下賜金及び企業等の浄財を集めて作られた組織です。日清・日露戦争後の
混乱のなか貧困により医療を受けられない人々を救済する目的で創設され、その理
念に基づき活動を重ねた結果、医療、保健、福祉では日本最大の社会福祉法人に
なっております。済生会設立の際には熊本出身の北里柴三郎先生が医務主管として
就任されるなどとても縁が深いものですし、今話題の渋沢栄一氏もその設立に関
わったとされています。
　全国40の都道府県に支部を設置し、病院82、介護老人保健施設29、特別養護老
人ホーム53等合計398施設、440事業、63,000人の職員で構成されております。熊

本は、済生会熊本病院、済生会みすみ病院、並びに済生会熊本福祉センター三施設
で構成され、医療、保健、福祉の幅広い分野で地域貢献をしているところです。
　全国済生会内には当センターのような大規模に福祉事業を展開しているところは
少なく、老人福祉施設が多い全国済生会のなかでは異色の存在で、非常に注目され
ております。2004年に前法人から引き継いだ事業は着々と成長し、現在では９事
業400名を超す利用者、園児、利用児を有し、約200名の職員が在籍する県内でも
有数の施設として認知されてきました。初代須古所長、二代目長濱所長、三代目清
水谷所長、四代目道端所長の意志を引継ぎ、更なる発展に力を尽くすことをお誓い
し就任のご挨拶と致します。

新入職員
紹　　介

高見  寧々

①趣味　②抱負　③自己PR

①スイーツ巡りや読書をする
ことが好きです。
②様々な人との関わりを大切
にし、自身の成長を目指し
ながら頑張りたいと思います。
③日常的に広い視野を持ち、
何事も冷静に対応すること
ができるよう心がけていき
ます。

たか   み         ね     ね
支援員

所長就任にあたって

済生会ほほえみ

吉本  紫音

①ドライブや映画が好きです。
②1日でも早く業務を覚えら
えるよう努力してまいりま
す。
③私は明るい性格が取り柄だ
と思っています。どのよう
な時も笑顔で頑張ります。

よし もと        し   おん
支援員

済生会かがやき

吉田葵栄子

①音楽を聴くこと、サックス
を演奏すること。
②社会人としての自覚を持ち、
慣れないことにも真摯に向
き合っていきたいです。
③常に笑顔でいることと責任
感の強さという強みを活か
して皆様と関わっていきた
いです。

よし   だ    き     さ    こ
支援員

済生会かがやき

足立  佳代

①音楽を聴いたり本を読むこ
と。
②食を通して子どもと保護者
の方に寄り添う栄養士にな
りたいです。
③今までの経験を活かしつつ、
何事にも積極的に取り組ん
でいきたいと思います。あ  だち        か    よ

管理栄養士

済生会なでしこ園

磯田沙里奈

①趣味は、愛犬とドックラン
に行くことです。
②先輩の先生方を見習い沢山
勉強していきます。明るく
ニコニコ笑顔で精一杯頑張
ります。
③私はピアノや運動が好きな
のでこれを活かして子ども
達と沢山関わっていきたい
です。

いそ   だ    さ    り    な
保育士

済生会なでしこ園

錦戸  香織

①読書・ウォーキング。
②療育を必要とする子どもさ
んとそのご家族の気持ちに
寄り添う支援を行ないたい
です。
③高校卒業後から一昨年まで
IC製造の仕事をしていまし
た。保育の現場でも頑張り
ます。

にしき ど         か   おり
保育士

済生会なでしこ園

松山  弘奈

①劇団四季やミュージカルな
どの観劇、読書。
②子ども一人ひとりに目線を合
わせ、寄り添えるよう日々努
めていきたいと思います。
③普段から何事にも丁寧に向
き合うことを大切にしてい
ます。よろしくお願い致し
ます。

※済生勅語の大意
　私が思うには、わが国は世界の大勢に対応して、国運の伸長を急務としてきた。経済情勢はようや
く改まったが、国民の中には考え方を誤る者も出てきた。政治を預かる者は、動揺する人心を考慮し
て、これに十分な対策を講ずる必要がある。勧業と教育に意を用い、国民の健全な発展に尽力しなけ
ればならない。
　もし、国民の中に頼るべきところもなく、困窮して医薬品を手に入れることができず、天寿を全う
できない者があるとすれば、それは私が最も心を痛めるところである。こうした人々に対し無償で医
薬を提供することによって命を救う「済生」の活動を広く展開していきたい。その資金として皇室の
お金を出すことにした。総理大臣はこの趣旨をよく理解して具体的な事業をおこし、国民が末永く頼
れるところとしてもらいたい。

まつ やま      ひろ   な
保育士

済生会なでしこ園

小林  萌希

①美味しいものを作ること。
②学校で学んだことを給食を
通して伝えていきたいです。
③しらふじ子ども園卒園児で
す。ここで働けることを嬉
しく思います。宜しくお願
いします。

こ  ばやし     もえ   き
栄養士

済生会しらふじ子ども園

佐々木晴香

①DVD鑑賞、美味しいもの
を食べること。
②1日も早く仕事を覚え、自
身のスキルアップを目指し
ます。
③笑顔で頑張ります。これか
らどうぞよろしくお願いい
たします。さ    さ    き   はる   か

調理師

済生会しらふじ子ども園

佐藤  結子

①韓国ドラマを観ること。音
楽を聴くこと。
②信頼される保育者になれる
よう、元気に頑張ります。
よろしくお願い致します。
③幼い頃から保育士を目指し
ていました。子ども園への
入職が決まりとても嬉しい
です。

さ  とう      ゆう   こ
保育教諭

済生会しらふじ子ども園

清水  千尋

①ジャニーズ出演番組・DVD
鑑賞、ゲーム。
②未来の宝である子どもたち
と共に成長していけるよう、
明るく元気に頑張ります！
③毎日笑顔で過ごし、子ども
たちと楽しい時間を送って
いきます。し  みず        ち   ひろ

保育教諭

済生会しらふじ子ども園

橋之口優奈

①映画を観ること、お笑いを
見に行くこと。
②常に視野を広くもち、子ど
もの発達に合わせた援助が
出来るように頑張りたいです。
③私の強みは笑顔だと思って
いるので、笑顔を絶やさず
子どもたちと関わっていき
たいです。

はし   の   くち ゆう   な
保育教諭

済生会しらふじ子ども園

林田  嵩志

①ジョギング。
②将来、子ども達がいっぱい
幸せになれるよう支援をし
ていきたいと思います。
③明るく素直にをモットーに
頑張ります。よろしくお願
い致します。

はやし だ        たか   し
保育補助

済生会しらふじ子ども園

松岡  祐生

①ファッション、体を動かす
こと、ゲーム。
②先輩方から沢山の学びを吸
収できるよう、積極的に取
り組む姿勢を心掛けます。
③体を動かすことが好きなの
で、その楽しさや喜びを子
ども達と共有していきたい
です。

まつ おか      ゆう   き
保育教諭

済生会しらふじ子ども園

後藤  加菜

①旅行やカフェめぐり、アロ
マテラピーなど。
②ソーシャルワーカーとしての
経験を活かし、専門的支援
の展開に励んでいきたいです。
③1日でも早く職場に慣れて
頑張りたいと思いますので、
ご指導の程お願い致します。ご   とう        か    な

相談員

相談支援センター

西田  悠香

①旅行に行くこと。
②今までと分野が違うので新
しいことを吸収していける
ように頑張ります。
③少しでも早く仕事に慣れた
いと思っています。よろし
くお願いします。

にし   だ         ゆ     か
相談員

定着支援センター

田中  駿也

①ソフトテニス・スポーツ観
戦。
②社会人としての自覚を持ち、
自分だからこそできる関わ
り方を探求していきたいで
す。
③話を聞くことが好きなので、
様々な話題を通して皆様と
の関係を築きたいです。

た   なか     しゅん や 
支援員

済生会ほほえみ

荒木  勇登

①野球とバスケの観戦。
②1日1日の行動を大切にし、
福祉に関わる1人として成
長していきたいと思います。
③興味を持ちやすい性格なの
で、職場でも様々なことに
チャレンジしたいです。

あら   き        ゆう   と
支援員

済生会ウイズ

平生有莉那

①好きなアーティストのライ
ブ映像を観ること。
②社会人の1年目として、自
分にできることを一生懸命
取り組み日々努力したいと
思います。
③１つ１つのことに対して丁
寧に対応し、最後まで責任
を持ってやり遂げます。

ひら  ばえ   ゆ     り    や
支援員

済生会ウイズ

所長　宮川 栄助
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就労継続支援A型・B型
就労移行支援
済生会かがやき

就労継続支援B型
生活介護
済生会ほほえみ

就労継続支援A型・B型
済生会ウイズ

幼保連携型　認定こども園
済生会しらふじ子ども園

2021年６月号

社会福祉法人　    済生会
済生会熊本福祉センター

済生会熊本福祉センターの理念及び基本方針
理　　念　一人ひとりを尊重し、共に生きる社会の実現をめざします。

基本方針　・ライフステージに応じた自立を支援します。
・専門性と施設機能を活かし、地域社会に貢献します。
・利用者主体の福祉を実践します。

vol.61vol.61
こんにちは！！済生会熊本福祉センターです。     

私達の福祉センターは、認定こども園、児童発達支援センター、地域生活定着支援センター、

障がい福祉サービス事業所で構成されています。

園児･利用者･従業員･職員総勢約６２０名が毎日『すまいるん』で頑張っています！！

恩賜
財団

児童発達支援センター
済生会なでしこ園
済生会グループホーム事業所

済生会熊本福祉相談支援センター

熊本市障がい者相談支援センターさいせい

熊本県地域生活定着支援センター



0

　2021年４月３日（土）第18回入園式がありました。
　昨年同様、新型コロナウイルス感染拡大防止の為、規模を縮小して行いました。
　昨年度、途中入園したお友だちと、今年度入園するお友だち、計33名が、お父
さん・お母さんと一緒にドキドキした表情で出席しましたが、会が始まる前のア
ンパンマンの手遊びでは緊張がほ
ぐれたようで、笑顔が見られたり、
手を動かしたりしてくれましたよ。
　式の中で、年長児からの「お祝
いのことば」や「子ども園の歌」
がVTRで流れると、何が始まった
んだろうとじーっとスクリーンを
見ていたお友だちでした。
　これから、いっぱい遊んで早く
仲良くなりたいと思います。

　2021年２月～３月に済生会熊本福祉センターホームページのアンケートを実
施しました。利用者・園児家族、特別支援学校、障がい（児）者施設、就職希望
者等、計107名の方々から回答頂きました。ご協力ありがとうございました。
　全体的な満足度は「大変満足した」28%、「満足した」70.1%と概ね満足して
頂いていました。また、ページの内容は「大変分かりやすかった」42.１%、「分
かりやすかった」57.９%との高評価を頂きました。
　フリーコメントに記載して頂いた主なものとして、①コロナ対策でどのような
ことをしているか知りたい。②家族用のログインページを作ってもらい、行事や
園生活の様子を見たい。③施設の様子等の写真をたくさん載せて欲しい。④採用
情報をもっと分かりやすく。といったご意見を頂きました。皆様からの貴重なご
意見を反映させたページ作りをしていきますので、今後もたくさんホームページ
を見てくださいね！

令和3年度
熊本市障がい者相談支援センター
委託事業を更新しました！

済生会しらふじ子ども園

　済生会熊本福祉相談支援センターでは、福祉サービス利用時に必要な計
画相談を行う「相談支援事業所」と、平成30年度から熊本市の委託を受け
て、地域の障がいに関する総合的な相談窓口である「熊本市障がい者相談
支援センターさいせい」を運営しています。委託相談については、今回３
年間の委託期間を経て、再度更新することになりました。
　「熊本市障がい者相談支援センターさいせい」は、西区圏域担当の相談
機関として、地域にお住まいの障がいのあ
る方やそのご家族の日常生活や福祉に関す
る様々な相談をお受けしています。今年度
から新たに地域支援業務の機能が加わり、
今後はより一層地域との連携・ネットワー
クの構築に取り組み、障害のある人もない
人も誰もが住みやすい地域づくりに取り組
んでいきたいと思います。

熊本県委託事業を
　　　　　 更新しました！
　2021年３月に熊本県委託事業の企画コンペが実施され、無事、契約更新が認め
られました。地域生活定着支援センターは2010年に開所後、2014年に当法人が
事業を引き継ぎ、運営しています。今後は、新規事業もあり、職員の増員や事業体
制の構築も必要となります。まだまだ、発展途上の当センターですが、県内唯一の

刑余者の相談支援事業所として、
引き続き、職員一丸となって取り
組んでまいります。

済生会なでしこ園

相談支援センター 地域生活定着支援センター

　2021年３月31日、なでしこ園では11名のお友だちが卒園を迎えました。コロ
ナウイルスの感染拡大が続く中の開催ということで、今年も地域の方々を含め来
賓の方々をお呼びすることはできませんでしたが、ご家族や支援者に見守られな
がら心あたたまる卒園式となりました。
　普段とは違う雰囲気に緊張した
表情で登園するお友だち。スーツ
やスカート、着物……正装した姿
に、お兄さん、お姉さんになった
ことを改めて実感します。式場に
入り、園長先生からひとりずつ卒
園証書を受け取る際は緊張した表
情のお友だちでしたが、練習の甲
斐あって、自信をもって臨む姿が
頼もしく感じました。

ホームページのアンケート結果

　2021年４月１日、済生会熊本福祉センターでは19名の新入職員を迎えました。かがやき２名、
ほほえみ２名、ウイズ２名、なでしこ園4名、しらふじ子ども園７名、相談支援センター１名、定
着支援センター１名を対象に、ほほえみ多目的ホールで新任式とオリエンテーションを新型コロナ
対策を十分にとりながら開催しました。
　新任式では、４月から就任された宮川新所長から最初に挨拶がありました。その後、新入職員は
緊張した面持ちで辞令交付を受け、先輩職員との顔合わせと新入職員の自己紹介も行いました。
　引き続き行ったオリエンテーションでは、宮川所長より済生会や熊本県支部の組織について、木
下事務長より福祉センターの組織、各事業所の紹介、コンプライアンス・虐待防止について、人材
育成方針・目標管理制度・人事評価について話がありました。
　当センターでは今年度よりチューター制度を導入し、新入職員にはそれぞれ先輩職員のチュー
ターが付いて指導・教育や相談等のサポートをしていきます。職員が伸び伸びと安心して働ける環
境を目指し、利用者支援や保育の質を上げていけるよう取り組んでいきます。

2021年度 新任式・オリエンテーション

質問　ホームページの全体的な満足度
　　　はいかがでしたか？

107件の回答 107件の回答

質問　ページの内容は分かりやすかった
　　　ですか？

大変分かりにくい
分かりにくい

分かりやすかった
大変分かりやすかった

満足しなかった
あまり満足しなかった

満足した
大変満足した

70.1%

28%

57.9%

42.1%

卒 園 式 入 園 式

済生会熊本福祉センター通信
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