
 

かけはし便り 

 

「６２名の瞳輝き 活気あふれる かけはし・いしずえの皆さん」 

 新年度を迎えた、かけはし・いしずえに名護特別支援学校を３月に卒業した５名の皆

さんが仲間に加わりました。総勢６２名の利用者の皆さんが共に活気溢れるスタートを

きることが出来たことを心から嬉しく思います。 

 平成１６年４月「合資会社知的障害者支援センターかけはし」事業所名「デイサービ

スかけはし」として開所、１５名の利用者さんとの出会いがありました。 

 平成１８年施行された「障害者自立支援法」、平成２５年４月１日より「障害者総合

支援法」へと福祉情勢の推移に伴い、保護者の皆様や地域の多くの方々のご支援を頂き

歩んで参りました。又、平成２６年４月より「株式会社 知的障害者支援センターかけ

はし」へと会社組織を変更し、新たな気持ちで一法人三事業所の取り組みを行っており

ます。 

 足掛け１２年を迎えたかけはしの最年長の利用者さんは、５８才の誕生日を迎えまし

たが、日々の生産活動に励み、行事には喜んで参加しています。 

 一方、今月から入所した１８才の５名の利用者の皆さんは、一般就労を目指し、いし

ずえ就労移行支援で２年間の訓練、実習がスタートします。 

かけはし、いしずえを巣立った８名の先輩達は、一般就労の場でたくましく頑張って

います。時には顔を見せることもあり、後輩の皆さんへしっかりエールをおくってくれ

ます。就労継続支援B型から、一般就労を目指しチャレンジしている利用者さんもおり、

支援員と一緒に活動に入り、助言を受け、課題の取り組みに一生懸命です。 

 かけはしのフロアが最も賑やかで、活気に満ちる活動は“カラオケ”です。生活介護

の皆さんと、就労継続支援 B型のあいきゃんぐるーぷの合同活動は、見応え、聞き応え

があり、事務所の職員も巻き込むほどのパワーです。 

 元気な笑い声、満面の笑み、６２名の利用者の皆さんとの出会いを大切に、未来図に

向けて歩んで参ります。「♪明るい未来は僕らのかけはし♪」 
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＊2月行事の追記＊ 

〈2月２7日（金）ソフトバレーボール大会〉 

 空はどんより曇り空でしたが、かけはし・いしずえの利用者の皆さん達は、ウキウキ

とした気分で２１世紀の森体育館に集まりました。支援員の進行で始まったソフトバレ

ーボール大会は、リーグ戦で A～Fの６チームに分かれての試合でした。 

 生活介護の M さんは、車椅子を押してもらい参加。Y さんは点を入れてガッツポー

ズ！ Yさんと Yさんは戸惑いながらもみんなと一緒にコートに立ち、雰囲気を楽しん

でいました。いしずえ男子は長身を活かし、手を高く上げてボールを相手コートに返し

ていました。 

決勝戦では、Cチームの Yさんが頭にタオルを巻き、コートの中央に立って、なかな

か回ってこないボールを両手を振りながら待っているだけ？！その代わり、Rさんが大

活躍をしていました。 

 対する Bチームは、皆さんマイペースで、Kさん、Yさん、支援員を中心にゲームを

楽しんでいました。結果は Cチームが優勝しました！ 

各チーム、職員・利用者さん皆がソフトバレーボールを楽しんでいる姿が印象的でし

た。表彰式・景品授与式では、景品のお菓子を喜ぶ皆さんの姿があり、その日一番の笑

顔がたくさん見られたひと時でした。 
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 先月の行事より 



〈３月７日（土）８日（日）第２８回名護市福祉祭り〉 

 天候良し！チームワーク良し！ 

日課の生産活動と並行しながら、商品の種類、製造個数を考慮し、当日を迎えたかけ

はし・いしずえの皆さん。製造→搬入→販売の連携をうまく図り、今回もチームワーク

で臨みます。「いらっしゃいませ！」「美味しい菓子パンはいかがですか？」菓子パン、

ちんすこう、シフォンケーキ、ロールケーキ、スコーン、クッキー等１５種類もの商品

が陳列された店内から、土曜日販売担当のCさん、Tさんが元気いっぱい呼びかけます。

日頃の販売活動で培われた成果が発揮される中、ひとしきり Tさんと話されている方が

いらっしゃいました。「頑張っていますね。すごく成長されましたよ」声をかけてくだ

さった方は、中学校での恩師でした。T さんは少し照れながらも、しっかりお礼を言う

ことが出来たようです。 

 その頃、かけはし・いしずえの作業場では、通常の製造作業の流れとは違うものの、

S さん、K さん、Y さん、S さんが、予定個数の製造に奮闘中！イベントに参加する保

育園の親子連れの皆さんが、一時
いちどき

に来店され店内が賑わうと、商品を読み上げる利用者

さんと、レジスター担当者とのコンビネーションが発揮されます。予定の終了時間を待

たずして完売となった２日間でした。 

 今回の福祉祭りを終えての会議では、幾つかの反省点や意見があげられております。 

１、 製造個数が例年に比べて少なかった 

２、 もっと商品をアピールした方が良い 

３、 展示物などがあった方が、事業所をよくわかってもらえる 

４、 舞台での出し物にも参加して宣伝をした方が良い 

   今後の取り組みにおいて、活かしていきたいと思います。 
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毎回足を運んでくださる 

保護者の皆様、ご家族の皆様、 

ありがとうございました！！ 

かけはし・いしずえの皆さん、 

おつかれさまでした！ 



〈３月１３日（金）いしずえ誕生日会〉 

 皆さんが毎月楽しみにしている、お誕生日会が今月もやってきました～！ 

司会進行は、Mさんと Sさんの二人です。 

 

 今月のお誕生日会の主役は・・・・・ 

☆Yさん ３月１１日生まれ 

☆Tさん ３月２５日生まれ 

 

 皆さんからのお祝いの一言です！ 

＊S さん「T さん、お誕生日おめでとうございます。これからも、ごみ取りや缶回収を

頑張ってください。Yさん、就職先でも頑張ってください」 

＊Mさん「お誕生日おめでとうございます。Tさん、ゴミ拾い頑張ってください。Y 

さん、就職しても頑張ってください」 

＊Y さん「お二人とも、誕生日おめでとうございます。Y 先輩、コスモエンジェルでも

頑張ってください。T 先輩、毎日の送迎車両で一緒ですね。これからも、宜

しくお願いします」 

＊D さん「Y 先輩、T 先輩お誕生日おめでとうございます。Y 先輩、これからも販売と

か頑張りましょう。T先輩、トラック班頑張ってください」 

＊D さん「T さん、Y さん、お誕生日おめでとうございます。Y さん、就職しても頑張

って下さい。Tさん、トラック班で一緒に頑張りましょう」 

＊Sさん「Y先輩、お誕生日おめでとうございます。就職おめでとうございます」 

 みなさん、一言ありがとうございました～！！ 

 次に、主役の二人から一言 

☆Tさん「これからも、就職出来るように、頑張りたいです！！」 

☆Y さん「コスモエンジェルに就職が決まりました！（パチパチ～～と、拍手！）    

コスモエンジェルで、おじいちゃんとおばあちゃんの介護を頑張りたいです」 

 

 ここで、皆さんお待ちかねの誕生日ケーキの登場です！！ 

ハッピーバースデーの歌と共に、主役の二人は照れながら、ローソクの火を吹き消し、

ケーキカットの間に、ミニゲーム！！ 

今回は☆ミニボーリング大会☆ 

１位・・・SさんとMさん 

２位・・・Mさん 

３人とも、とても上手でした～ 

 

 

 

 

 

４ 



ゲーム終了後、ケーキを食べ、プレゼントタイム～～！  

☆Tさん・・・図書カード 

☆Yさん・・・おしゃれなベルトとメモ帳とペン 

二人とも、プレゼントをもらい、とても嬉しそうでした～！ 

これにて、お誕生日会はおしま～い！！ 

司会のMさん、Sさんありがとうございました～！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜3月 13日（金）かけはし誕生日会＞ 

ひな壇に居並ぶのは３月生まれの４名の皆さん。Yさん、Mさん、Mさん、Cさんで

す。司会者は Sさんと T支援員の仲良しコンビです！Sさんは司会が決まった一週間ほ

ど前から、この日のことをとても楽しみにしていたようです。「これから３月の誕生日

会をはじめます！」元気いっぱいのかけ声がフロアに響き渡ります。 

みなさんからのお祝いの言葉です 

＊Kさん「お誕生日おめでとうございます」 

＊A さん「３月の誕生日の皆さん、おめでとうございます。Y さん、生活介護で頑張っ

てください。Cさん、パン製造を頑張ってください」 

＊Aさん「誕生日の皆さん、おめでとうございます。これからも頑張って下さい」 

＊Kさん「３月の誕生日の皆さん、おめでとうございます」 

＊Y さん「３月の誕生日の皆さんお誕生日おめでとうございます。これからもみんなで

力を合わせて頑張っていきましょう」 

＊Yさん「ウォー」と両手を上げて笑顔でメッセージを送っています！ 

＊Kさん「誕生日の皆さん、おめでとうございます。Cさん、パン製造頑張ってくださ

い。Y君、生活介護で頑張ってください」 

＊E さんは N さんと一緒に「C さん、M さん、M さん、Y さん、誕生日おめでとうご

ざいます」 

＊Yさん「お誕生日おめでとうございます」 

 

５ 



「次は誕生者の皆さんからも一言お願いします！」Sさんがニコニコ顔で呼びかけ 

ます。 

☆Yさんは Yさんと一緒に「ゴミ拾いを頑張ります。ドライブを楽しみます」 

☆Mさん「頑張ります！」 

☆Mさん「パン製造を頑張ります！」 

☆Cさん「３月９日で２６歳になりました」 

 続いてお待ちかね！生活介護の皆さん手作り！！とってもおいしいケーキが運ばれ

てきました。フロアのあちこちからは「おいしいね」という声が飛び交っています。主

役の皆さんもとてもおいしそうにほお張っています。初参加の I さん「ケーキ、美味し

かったです！」と、とても嬉しそう。６月生まれの I さんに「６月の誕生日会が楽しみ

ですね」と声をかけると、いつものニコニコ顔で微笑んでくれました。 

お腹も心も満たされた後は、こちらもお楽しみゲームの時間です。２チームに分かれ

ての玉渡しゲームは、Mさんチームが白！ Cさんチームは赤！ 

接戦のいい勝負に歓声があがり、最後の玉の行方に皆さん大盛り上がり！！結果は白チ

ームの勝利！！参加賞として、全員にうまい棒のお菓子がプレゼントされました。 

 

続いては手拍子に合わせてプレゼント隊の登場です！ 

 Cさんは（漫画本２冊、シャーペン） 

 Mさんは（何でも入る？大きなバッグ） 

 Mさん（お菓子の詰め合わせ） 

 Yさん（靴下、パンツ） 

祝福される４名の皆さん。温かいエールを送る皆さん。まだまだ寒さが残る３月の午

後でしたが、元気な笑い声の中に、春の日差しが見えたような１日でした。 
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〈３月２０日（金）東村つつじ祭り見学〉 

 お天気にも恵まれた金曜日、生活介護のメンバーは午前・午後に分かれて、東村つつ

じ祭り見学に行きました。東村に着き、早速つつじを見てまわりました。 

色とりどり、どの花もとてもきれいに咲いていました。しかし歩きながらも・・・・。 

皆さん屋台の食べ物が気になるようで、「そば！」「チキン！」声を弾ませ歩きます。 

 急ぎ足で？！見学を終え、念願の？！屋台に到着。 

Nさん：お好み焼き Aさん：ワッフル Yさん：サーターアンダギー 

Iさん：チキンポテトセット（チキンをおまけしてもらいました） 

Eさん：チュロス Yさん：お好み焼き Mさん：焼き鳥 

M さん：チキンポテトセットと大判焼き Yさん：大判焼き 

Aさん：ホットドッグ、アイスクリーム、お土産に大判焼き 

M さん：チキンポテトセット Sさん：たこ天、お土産に魚のから揚げを買い、１００

円安くしてもらい、喜んでいました。 

 最後に皆さんそろって記念撮影。思い出に残る楽しい一日になりました！ 
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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デニッシュパン 

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クロワッサン 

⑥整理整頓        ⑥スキルミニギャラリー   ⑥ケーキスポンジ 

⑦清掃                        ⑦バースデーケーキ 

⑧入浴・清拭                     ⑧スコーン                                                                  

⑨足湯                              ⑨販売  

                                                                      

〈その他〉                        

① ＤＶＤ・ビデオ観賞・読み聞かせ ②散歩 ③ウォーキング 

④買い物 ⑤ドライブ ⑥リトミック ⑦缶・ゴミ拾い ⑧２１世紀の森体育館 

⑨カラオケ ⑩プール 

 

 

〈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・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 ③ＤＶＤ・ビデオ観賞 ④ゴミ拾い ⑤カラオケ 

⑥ ウォーキング ⑦リトミック ⑧ドライブ ⑨ビーズ通し ⑩買い物 ⑪パズル 

⑫電話 ⑬金銭管理  

 

２、いしずえ 

 

〈社会生活参加能力〉 〈訓練・作業内容〉     

① 挨拶         ①室内清掃        

② 身だしなみ      ②納品・販売       

③ 清掃         ③缶つぶし        

④ 整理整頓       ④草刈り ⑤洗車 ⑥公民館清掃 ⑦ティッシュ箱詰め 

⑤ 洗濯         ⑧箱折り ⑨履歴書作成 ⑩ハローワーク（応募手続き） 

８ 

【３月の活動】 



〈実  習〉 

① 厨房 

② リサイクル班 

③ コスモエンジェル 

④ 沖縄綿久 

 

〈その他〉          

① ＤＶＤ観賞 ②ドライブ③買い物④福祉祭り準備 

 

 

〈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トラック洗車⑩厨房 

〈その他〉     

① ＤＶＤ鑑賞 ②ドライブ ③読書 ④買い物 ⑤福祉祭り準備 
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