
 
かけはし便り 

    

 

『2015 年 更なる 飛躍の年へ』 

 
  
 
 皆様、新しい年をどのように迎えられたでしょうか？家族や親族が集まり仲睦まじく

することから、睦月（むつき）と言われるように、一家団欒の楽しいお正月を過ごされ

た事だと思います。昨年 2014 年は、かけはし誕生から 10 年の節目に当たり、4 月には

会社組織変更により『株式会社 知的障害者支援センターかけはし』として歩み始めま

した。大西の「障害福祉サービス事業所いしずえ」のフロアーの壁には、数枚の写真が

掲示されています。「福祉作業所浅茅の里」「福祉作業所みらい」「デイサービスかけは

し」今日までの沿革を知る貴重な道しるべです。あどけない笑顔が残る利用者さん達と

若々しかった職員の姿があります。1 年後・5 年後・10 年後・・・次に並べられる写真

には、どのような背景が描かれていくのでしょう。 
 
 障害施策の改革においても大きな流れがあり、平成 15 年に始まった支援費制度、平

成 18 年の障害者自立支援法から平成 25 年 4 月以降の障害者総合支援法へと移行してい

ます。福祉サービスの在り方も多様化し、受け入れる事業所の真価が問われています。

新たな未来図を掲げ、かけはし・いしずえ・おおぞら（グループホーム）の独自性の向

上に職員一丸となり励んで参ります。 
 個性豊かな 58 名の利用者の皆さんの笑顔を大切に、今年も明るく・元気に・楽しく、

共に歩んで行きます。保護者の皆様、地域の方々のご指導・ご支援の程宜しくお願い致

します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新年のお慶びを申し上げます 

平成 26 年はお世話になりました。 
平成 27 年も宜しくお願い致します。 



 
 
 

 
 
＊11 月行事追記＊ 
 
＜11 月 21 日（金）かけはし就労継続支援Ｂ型・社会見学＞ 
 
 利用者の皆さん 22 名と職員 5 名総勢 27 名で社会見学に行ってきました。まずは、シ

ョッピング。向かったのは具志川メインシティー。5 グループに分かれそれぞれ好みの

お店へ。サンリオのお店は女子メンバーだけではなく、男子メンバーにも人気でシール

やぬり絵・ハンカチ・お菓子などを買っています。昼食は、メインシティー内のフード

コートにて好きな物を選び皆で楽しく頂きました。 
 
 午後は沖縄市のある防災研修センターへ。センターでは、3Ｄ災害体験。地震体験（1
回に 10 人まで体験可能）消火器を使った消火体験、自然災害クイズなどを行いました。 
 3Ｄ災害体験では、3Ｄメガネをかけ（皆さん意外と似合っていました） 
地震発生から津波が到達するまでのシュミレーション。その後、地震の疑似体験をしま

した。立ったまま、前のアームにつかまるというものでしたが・・・怖がる男子メンバ

ーをよそに、積極的に参加する女子メンバー。震度 1・震度 2・震度 3・・・徐々に強く

なる揺れ。震度 6 弱からはこれまでの揺れとは違い、立っているのもやっとという感じ

でした。 
 大きな揺れにキャーキャー騒ぐ女子メンバーと、怖くて声も出ない男子メンバーでし

たが 後まで体験することができました。 
 電子消火器による消火体験では「火事だ～」と叫び消火スタート。意外に難しく消火

に失敗するメンバーも多くいました。自然災害クイズも選択問題になっていて、ボタン

を押してクイズを楽しんでいました。 
 話しを聞くだけでなく、実際に体験することで自然災害の怖さを感じることができ、

とてもいい社会見学になりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 先月の行事より 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜11 月 28 日（金）かけはし誕生日会＞ 
 パープルのかけはしＴシャツがお似合いの、ＥさんとＨ支援員の初コンビが司会進行

を務めます。ひな壇ににこやかに座っている主役のレディーは、Ｋさん・Ｙさん。 
「お祝いのメッセージがある人は手を挙げて下さい。」Ｅさんの弾んだ声がフロアーに

響きます。 
一番手はＫさん「Ｋさん・Ｙさんおめでとうございます。これからも頑張って下さい。」 

ユニークな野球パフォーマンスで伝えるのはＫさん。 
「誕生日おめでとうございます。一緒に頑張っていきましょう。」Ｙさん・Ｓさん・Ｅ

さん・Ｓさんからのメッセージが送られる中、Ｍさんが威勢よく立ち上がり「おめでと

うございます！」の言葉を残しお手洗いへ直行。小さな笑いがおこりフロアーが和やか

になったところで司会者の出番です。「誕生日を迎えたＹさん、Ｋさん一言お願いしま

す。」 
 
☆Ｙさん（11 月 18 日生まれ） 
 「皆さんこんにちは。これからもよろしくお願いします。」 
☆Ｋさん（11 月 14 日生まれ） 
 「今年も無事に誕生日を迎えることができて嬉しいです。皆さんよりお姉さんになり

ますが宜しくお願いします。」フロアーから大きな拍手が送られました。 
 Ｅさんの笑顔が一段と増し、バースデーケーキ入場を告げます。♪ハッピバースデー

Ｙちゃん・Ｋさん、お誕生日おめでとう♪ 沢山の祝福をもらい主役の皆さんが輝く瞬

間です。車座になって頂くケーキに舌鼓を打つ皆さん。 
 「 初は、グー、ジャンケンポン！」フロアーのあちらこちらから元気な声が聞かれ

ます。“ジャンケン列車”のゲームが始まりました。2 名乗りから 4 名・6 名・・・どん

どん列車は長く繋がって行き、先頭列車をキープしたのはＹさん・Ｈさんでした。11 月

後の金曜日の昼下がり、かけはしは和やかな誕生日会を過ごしました。 
Ｙさん・Ｋさん沢山の幸福が訪れますように・・・。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

＜12 月 19 日（金）第 11 回かけはし忘年会＞ 
「感動しました。このような忘年会があったんですね。利用者さんと職員の方の一生懸 
 命な姿に・・・」初めて参加して頂いた来賓のお一人が感涙されながら話して下さい

ました。 
「今から 10 年前、2004 年、かけはしはデイサービスを開所し・・・この年にあった出 

来事は、アテネオリンピック・新紙幣の発行・ヨン様フィバー・・・」司会者の話に

時間を巻き戻して見ると確かな歩みがあり、時代の背景と共に忘年会も進化してきまし

た。10 年間共に頑張った利用者の皆さん（Ｅさん・Ｈさん・Ｔさん・Ｓさん・Ｄさん）

５名の職員、計 11 名の表彰は実に喜ばしい事であり、次に続く皆さんへのエールとな

ることでしょう。 
 
さて、今回はプログラムの構成に工夫を凝らし、かけはしオールスターズ・いしずえ

オールスターズに分けた余興時間を設け歓談も多めに取り入れました。オープニングセ

レモニーは、かけはし生活介護の皆さんが魅せました。臨場感を出すために本番 30 分

前に打ち合わせをした支援員の皆さん。残念ながらＩさんの「ちゃ～ん」のセリフは、

今回も聞く事ができませんでした。「5 人じゃないけど 5 レンジャー」定番となったフレ

ーズに会場から大きな拍手。2014 年、話題を呼んだ≪妖怪ウォッチ≫の『ダン・ダント

ゥビーズバ－』『おどるぽんぽこりん』のダンスを壮快に披露した、かけはしオールス

ターズの皆さん。再び、生活介護の皆さんコント・パフォーマンスありで登場。友情出

演は、就労継続支援Ｂ型のＫさん・Ｙさん。日頃のコミュニケーション、チームワーク

の成果が見事に発揮されました。 
 一方、いしずえオールスターズの演目は、運動会で大好評だったエイサー。大太鼓を

肩に掛けＲさん・Ｙさん・Ｔさん、舞台ではパーランクーを持った皆さんがスタンバイ

していますが・・・？ スピカーから雑音が・・・どうしたのでしょう。ハプニング発



生・・・エイサーの曲が流れてきません。 
 機転を利かせた進行で ♪ カモン カモン カモン ベィビー ♪「恋するフォー

チュンクッキー」の曲が会場に流れます。切り替えが早い利用者の皆さん、直ぐにＡＫ

Ｂ４８に成りきり可愛らしいポーズを見せます。女装した男子利用者の登場にびっくり

仰天！！ 
“人生にハプニングは付き物。でも乗り越える力を持っている” 2014 年の忘年会も利

用者の皆さんが主役！144 名のパワーで歓喜いっぱい楽しむことができました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

＜12 月 23 日（火）いしずえバザー＞ 
 心配されていた天気も晴れ、無事バザーの日を迎えることができました。今回は「ヨ

シモトコーヒー」のホットコーヒーを販売。いしずえの１室を「カフェ風」に作りお客

様にゆっくり出来るスペースを提供し、いつものバザーとはちょっと違う雰囲気をだし

てみました。クリスマス前にも拘らず、保護者の方や地域の方も足を運んで頂き、無事

大盛況で終わることができました。年末のお忙しい中お越し頂いた保護者の皆様、誠に

ありがとうございました。平成 27 年度も宜しくお願いいたします。 
 
 
 
＜12 月 25 日（木）いしずえ・誕生日会＆クリスマス会＞ 
 フロアに集まった利用者の皆さんが職員室をのぞき大爆笑!! 視線の先には・・・  

誕生日会＆クリスマス会の司会を務める、Ｙさんとトナカイに扮したＤさんの 2 人の姿

が!! 2 人とも照れ笑い。恥ずかしそうに職員室から登場です。 
☆Ｄさん☆ 
・12 月 13 日生まれ（29 歳） 
「皆さんこんにちは。僕は 12 月 13 日で 29 歳になりました。これからもゴミ取りや分 
 別作業を頑張りたいと思います。」 



☆Ｔさん☆ 
・12 月 25 日生まれ（5？歳） 
「12 月 25 日で 5？歳になりました。トゥイ（鶏）とヒージャー（ヤギ）が大好きです。 
 缶潰し頑張ります。」終始照れながらの挨拶。 
 
❀祝福のメッセージ❀ 
・Ｓさん「Ｄさん、Ｔさん誕生日おめでとうございます。Ｔさん、いつも缶潰し 
     ご苦労様です。Ｄさん、ゴミの分別これからも頑張って下さい。」 
・Ｔさん「Ｔさん、これからも一緒に頑張りましょう。Ｄさん、これからも冗談 
     を言っても怒らないで下さい（笑）」 
・Ｙさん「おめでとうございます。これからも頑張って下さい。」 
・Ｙさん「お誕生日おめでとうございます。これからも長くお仕事頑張っていきましょ 

う。」 
・Ｒさん「Ｔさん、これからも缶潰し頑張って下さい。Ｄさん、これからも一緒に 

ゴミ取り・分別頑張りましょう。」 
・Ｍさん「Ｔさん、Ｄさん、これからも一緒にトラック班頑張りましょう。」 
・Ｎさん「これからもトラック班頑張って下さい。」 
・Ｓさん「Ｔさん、缶潰し頑張って下さい。Ｄさん、トラック班頑張って下さい。」 
☆プレゼント贈呈☆ 
・Ｔさん：Ｎさん・Ｓさん二人から受け取り照れながらとっても喜んでいました。 
  お菓子・コーヒー 
・Ｄさん：Ｔさんから受け取りました。 
  図書カード 

 
☆クリスマス会☆ 
皆で、『あわてんぼうのサンタクロース』を歌い、クリスマス会の始まり～。 
まず始めは、ビンゴゲーーーーーム！！ 
なかなかリーチもビンゴも出ない中、一番 初にリーチの名乗りをあげたのはＹさん！

大きな声で「リーチです！！」と言いながら起立！！ 
皆が「早く自分もリーチになりたい」と焦る中、密かにビンゴしている人がいました！！

Ｄさんです！！これにはＹさんもビックリ（笑）勝ち誇った顔で賞品を受け取りにきた

Ｄさん。ドヤ顔でした！ 
 次々とリーチが出る中、次にビンゴしたのはＳさん。3 番目はＹさんでした。 
1 位～3 位の賞品は、3 色ペンとお菓子の詰め合わせです。今回は、クリスマスなので、

全員に景品がありました。赤ペンと黒ペン＆お菓子の詰め合わせです。 
 続いて、皆さんのお待ちかね誕生日＆クリスマスケーキの登場です。チョコケーキを

皆さん幸そうな顔で♪おいしい・おいしい♪と頬張っていました。 
 ケーキタイムが終わり 後のお楽しみクリスマスプレゼントタイム～♪ Ｙサンタ

から、一人一人名前を呼ばれ笑顔で受け取っていました。それぞれ自分で選んだプレゼ

ントをもらい、終始笑顔で誕生日会＆クリスマス会は幕を閉じました。Ｙサンタ・トナ

カイのＤさんお疲れ様でした。 



 2014 年 後の行事も、笑顔で締めることが出来本当に良かったです。また、来年も皆

さんの笑顔が見れるのことを楽しみにしています！！ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜12 月 25 日（金）かけはし誕生日会と Xmas＞ 
 
 今年 後のイベント！誕生日会と Xmas 会。昨年も職員Ｋがレポートし、12 月生まれ

の人は、誕生日プレゼントとクリスマスプレゼント一緒にもらえてＷのハッピーでうら

やましいなぁ～。とレポートしました・・・今回も満面の笑顔を見ているとそう思いま

した。 
 今回の司会は、就労継続支援Ｂ型のＡさんと作業班担当のＦ支援員です。Ａさんは、

可愛らしいサンタに扮しＦ支援員との息の合ったコンビで会を盛り上げてくれました。

今回も盛りだくさんのプログラムで会は大盛況でした。 
＊プログラムの紹介＊ 
１、誕生者の紹介・お祝いの一言・誕生者の喜びの声 
２、ゲーム（風船バレー） 
３、余興 

・生活介護＆あいきゃんグループ＝ハンドベルと歌 



 ・就労継続支援Ｂ型＝手品 
４、誕生日ケーキ・クリスマスケーキとピザのおやつタイム 
５、誕生者へのプレゼント   
６、かけはしサンタから皆さんへプレゼント 
 
☆誕生者の紹介・喜びの声・プレゼント☆ 
・Ｓさん（12 月 7 日生まれ・23 歳） 
健康のために週に 1～2 回自宅(港区)からかけはし（我部祖河）まで朝歩いて登所して

います。 
 （手話通訳にＳ支援員を指名） 
「皆さんこんにちは。Ｓです。製造とポケモンゲットを頑張ります。」 
  白のＴシャツ（大好きなＭさんとＥさんから手渡され、嬉しさ 2 倍です。） 
・Ｍさん（12 月 12 日生まれ・25 歳） 
 Ｍさんは、朝夕の散歩が大好きで、自宅（羽地山田）からかけはし（我部祖河）まで

来ることもあります。 
  おしゃれな帽子（プレゼントを手渡され「おぉー」と歓喜の声を上げていました。） 
・Ｓさん（12 月 1 日生まれ・33 歳） 
 歩くことは少し苦手ですが自転車に乗るのは得意です。 
 「私の名前はＳです。早く風邪を治します。」 
  ベルト・ストール・時計 
Ｓさん・Ｙさん・Ｓさんおめでとうございます♪ 
 
☆余興☆ 
・手品（就労継続支援Ｂ型） 
 手品を披露してくれたのは、チームアフロのキャシーことＹさんとイザベラことＳさ

んです。 
ふたのされたコップにコインを・・・見事にいれました。 
カードの上に置かれた紙が・・・下からもう一枚のカードで風を送ると見事に空中に 
浮きました。みんなで「3・2・1」とカウントし大いに盛り上がりました。アフロヘ 
アーの 2 人もとても可愛かったです。 
 

・ハンドベルと歌（生活介護＆あいきゃんグループ） 
 『聖夜』をハンドベルと歌声で聞かせてくれました。受け持ちの音（音階）を職員の 

合図（肩にふれる）でベルを振り、見事なハーモニーで静けさの中にベルの音が響き、 
教会に雪が降る光景が見えました。 

・かけはしサンタからのプレゼント 
 かけはしサンタはＫさんとＹさんです。ギャグを交えながらみなさんへ 
 サンタ「メリークリスマス」  皆さん「メリークリスマス」 
 サンタ「プレゼントは欲しいか？」 皆さん「欲しい」 
 サンタ「良い子にしていたか？」 皆さん「は～い」 
一人一人にかけはしサンタからプレゼントを手渡します。笑顔いっぱいのかけはしの



『輪』と『和』で和気あいあい楽しい会でした。昼食のクリスマス特別メニュー、会の

手作りピザとケーキでお腹も満足の一日でした。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
１、かけはし 

〈日常生活・介護支援〉  〈社会生活介護・支援〉    〈生産活動〉 
①食事の基本動作     ①挨拶・電話        ①プリン・ゼリー 
②トイレ使用の基本動作  ②ルール（安全管理）マナー ②リンゴパン 
③洗面の基本動作     ③絵画・ぬり絵・文字練習  ③アイスクリーム 
④着脱衣の基本動作    ④会話・コミュニケーション ④クッキー 
⑤身だしなみ       ⑤パズル・ビーズ      ⑤ケーキスポンジ 
⑥整理整頓        ⑥スキルミニギャラリー   ⑥ピザ 
⑦清掃          ⑦スキルミニギャラリー   ⑦ガトーショコラ         

⑧入浴・清拭                           ⑧スコーン 
⑨足湯                        ⑨バースデーケーキ 
                           ⑩販売                

                                           

〈その他〉                        
①ＤＶＤ・ビデオ鑑賞・読み聞かせ ②散歩 ③ウォーキング ④ドライブ  
⑤リトミック ⑥缶・ゴミ拾い ⑦21 世紀の森体育館 ⑧買い物 ⑨カラオケ  
⑩プール ⑪ダンス ⑫ハンドベル ⑬余興練習 

 
〈社会生活参加能力〉   〈生産活動〉 
① 挨拶         ①パン製造 
② 身だしなみ      ・菓子パン・ウィンナーパン・カレーパン・メロンパン 
③ 洗濯         ・ハムパン・ラスク・ミートパン・三色パン・ちんすこう      

④ 清掃         ②シール貼り・袋つめ・箱詰め・計量 
          ③販売・納品  

④畑作業  
          ⑤アパート清掃 
          ⑥菓子箱作り 
          ⑦ハウス作業 

〈その他〉                    
① 支援員補助実習 ②厨房 ③買い物 ④DVD・ビデオ鑑賞 ⑤ゴミ拾い 
⑥ウォーキング ⑦リトミック ⑧ドライブ ⑨図書館 ⑩パズル ⑪貼り絵  
⑫余興練習 ⑬電話 ⑭金銭管理 ⑮ハンドベル 
 

 
 
 

【12 月の活動】 



２、いしずえ 
 

〈社会生活参加能力〉 〈訓練・作業内容〉     〈実  習〉 
① 挨拶         ①室内清掃       ①厨房 
② 身だしなみ      ②納品・販売      ②沖縄綿久 
③ 清掃         ③缶つぶし       ③リサイクル班 
④ 整理整頓       ④草刈り 
⑤ 洗濯         ⑤洗車 ⑥公民館清掃 

           ⑦ティシュ箱詰め ⑧箱折り 
             ⑨キーホルダー 
〈その他〉          
①カラオケ ②買い物 ③余興練習 ④バザーチラシ配り 
 

 
〈社会生活参加能力〉  〈生産活動・作業内容〉 
① 挨拶         ①清掃・リサイクル作業 
② 身だしなみ       （トラックでのゴミ・缶回収・缶つぶし 
③ 洗濯           ペットボトルラベルはがし・ゴミ分別） 
④ 清掃         ②菓子製造 
             ・シフォンケーキ・マフィン・ロールケーキ・ドーナツ 
             ・ロールパン・食パン・カレーウィンナー・ジャムパン 
             ・うぐいすロール 
             ③シール貼り・袋つめ・計量  ④販売・納品 
             ⑤草刈り ⑥護岸清掃 ⑦ティシュ箱詰め ⑧箱折り 
             ⑨バザーチラシ配り 
      


