
 

かけはし便り 

          

「多様な活動に取り組むかけはし・いしずえの皆さん」 
 ゴールデンウイークの行事を満喫したかけはし・いしずえの皆さんは、それぞれの部

署において通常の訓練、活動に励んでいます。４月にいしずえ就労移行支援の仲間入り

をしたＳさんに、初めて工賃を手にした感想を訊ねると、「普通です。工賃は大事にし

ます」と笑顔で応えてくれました。就労移行支援２年目のＴさんは、就労継続支援Ｂ型

製造班での実習に取り組みました。「睡眠不足や忘れ物をすると作業に集中できない。

次の実習には気をつけたい」反省をこめ話してくれました。 
 一方、就労継続支援Ｂ型のＧさんは（有料老人ホーム）での実習で学んだことを教え

てくれました。「シーツ交換をするときは、でこぼこにならないようにピーンと張る。

理由はでこぼこになっていると、床ズレになりやすいからです」「衣類の洗濯の時は柔

軟剤を入れるが、タオルを洗うときは、入れなかったです」小さなメモ張には、他にも

留意事項が記入されていました。いしずえの皆さんが楽しみにしている、昼食を作る厨

房で頑張っているＹさんに加わり、Ｔさんがチャレンジしています。当初は緊張してい

る様子が見られましたが、厨房職員のアドバイスや支援員の声かけ等もあり、徐々に落

ち着いて作業を進められるようになりました。 
 梅雨に入り、トラック班の皆さんは雨具での作業の日が多くなりましたが、安全確認

を怠ることなく頑張っています。 
 かけはし構内の一角の景観が華やかに一変しました。生活介護の皆さんの園芸活動が

復活し、雑草で生い茂っていた小さな花壇が手入れされ、鮮やかなベゴニアやなでしこ

の登場です。隣のプランターには、トマト、ピーマン、オクラが陽ざしを浴びすくすく

生育しています。 
「〇〇さんからお菓子と缶茶をもらいました」定期的に空缶を集めて頂いている近隣の

方からのご厚意を、満面の笑みで報告する就労継続支援Ｂ型リサイクル作業班の皆さん

です。チームワークで日々奮闘する菓子・パン製造班の“おいしい輪”がまた一つ増え

ました。市内にある幼稚園へ毎週木曜日、カレーパン、ハムチーズ、ミートパン、ハム

マヨパン１２０個を製造班の皆さんの笑顔も添えて納品しています。梅雨空を吹き飛ば

す、活気いっぱいのかけはし・いしずえの皆さんの活動をお届けしました。 
 
 
 
 
 

 
１ 
 



 
 
 
 
〈５月３日（水）かけはし就労継続支援Ｂ型・ＧＷ おとばの杜見学〉 
 今日からゴールデンウイークがスタート(^_^)v かけはし就労継続支援Ｂ型ではこの

日の午前中、今帰仁村にある福祉事業所「ソーシャルサポート・おとばの杜」へ見学に

出かけました。外はあいにくの雨模様でしたが、利用者の皆さんの表情は晴天です(^-^) 
今回の見学は、以前おとばの杜さんがかけはしへ見学にいらしたことがきっかけで実

施されました。朝９時３０分にかけはしを出発し、１０時に到着！職員の方からの温か

い出迎えを受け、「見学よろしくお願いします！！」元気に挨拶も済ませて早速見学開

始(^^♪ 
おとばの杜では「就労継続支援Ｂ型」「就労移行支援」「生活介護」があり、職員１４

名、利用者３０名で事業所を運営しているとのこと。まず始めに見学したのはパン工

房！こちらでは職員２～３名、利用者２～３名で１日４０種類約２５０個のパンを製造

しているそうです。午前中に作ったパンを午後販売に行き、ほとんど売れ残ることがな

いそうでとても人気があると話していました。次に向かったのは食堂です。こちらでは

職員４名利用者２名が仕事をしていました。１日に約８０食を作っていて利用者さんの

食事はもちろん、役場などからの注文、地域の年配の方の食事配膳サービス等も行って

いるそうです。最後はリサイクル活動が行われている作業場を見せていただきました。

こちらでは古着や布などの綿製品を、再利用するためのウエス作り、新聞紙を１枚ずつ

ばらして、２０㎏を１束にして納品したり、アルミ缶、ビンの回収等様々な活動をして

いるそうです。今回初めておとばの杜さんへ見学へ行き、我々職員や利用者さんたちに

とってもいい刺激になったことだと思います(#^.^#)今後もお互い良好の関係を築いて

交流を深めていけたらいいなと思いました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  ２ 

 先月の行事より 



〈５月３日（水）かけはし就労継続支援Ｂ型・ＧＷ ＢＢＱ〉 
 
 ５月３日ＧＷ初日！前日より楽しみにしていたお昼のＢＢＱの様子をお伝えしてい

きます(^^♪Ｂ型は午前に“おとばの杜”の見学にいき、皆さんお腹を空かせ待ちに 
待ったお昼時間の始まりです。お肉が焼けて良い匂いがかけはし中に広がります。皆さ

んニコニコ待ちきれない様子です(^_^)v 一方の職員たちは、空腹と煙と熱さにちょっと

負けそうになりながらも（笑）頑張って焼いていきました。お肉によく火を通さないと

いけないので、出来上がりまでに少し時間がかかりましたが、牛肉、豚肉、焼き鳥、ウ

インナー、おにぎりにサラダと、みんなが大好きなものばかりで、笑顔いっぱい美味し

く食べてくれました(^_^)v お腹がいっぱいになった後は、ゆっくりお昼寝をして、それ

ぞれの部署で午後は過ごしました。 
 
 
 
〈５月３日（水）いしずえ就労継続支援Ｂ型・ＧＷ パターゴルフ＆かるた遊び〉 
 
 ５月３日（水）ゴールデンウイーク１日目の午前は、外でグランドゴルフを予定して

いたのですが…雨のため、室内でパターゴルフをすることになりました(^^♪１回３球 
打って、４回みんなに順番がまわってくるように行いました。初めて行う人が多く、 
最初はボールを強く打ちすぎてしまう人が目立ちましたが、２回目以降になると、徐々

に軽く当てて、ポット（点数穴）に入る人も増えてきていました。Ｔさんは力加減で少

し苦労しているようでしたが、４回目、ポットに球が入り「やった～よかった～」と喜

んでいる様子が印象的でした。ゴールデンウイークを、始めていしずえで過ごすＳさん、

Ａさん、Ｍさんも含め、全員にニコニコ笑顔が見られてとても嬉しかったです。パター

ゴルフの他にもトランプやかるたも行い、楽しい時間はあっという間に過ぎていきまし

た。 
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〈５月４日（木）生活介護・ＧＷ グランドゴルフ〉 
 
 ５月４日（木）天気は晴れ(^^)/Ｍさん、Ｍさん、Ｙさん、Ｉさん、Ｓさん、Ａさんの

６名の皆さんは、我部祖河公園にてグランドゴルフを楽しみました。一番最初にＹさん

が赤い球をおもいっきり打ちスタート！！Ｍさんも負けじと打ったのはいいが空振り

(#^.^#)気を取り直してナイスショット！！Ａさんは転がる玉と追いかけっこ(^^♪Ｍさ

んは一回打って、木陰でちょっと休憩♪Ｓさんは「どうやって打つの？」と職員に質問

をし、習った後は楽しそうに打つことができました(^^)/Ｉさんは「どんぐりころころど

んぐりこ～」と繰り返し歌い、芝生の上で楽しく動き回る様子が見られました。皆さん

汗をかき、リフレッシュも出来たゴールデンウイークでした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈５月４日（木）生活介護・ＧＷ カラオケ〉 
 
 本日はカラオケハウスとまとにて、生活介護のメンバーはカラオケ大会(*^▽^*)いつ

もとは違う雰囲気に、皆さん少々緊張気味でしたが…そんな中！！トップバッターはＡ

さん『３６５日の紙飛行機』ＡＫＢの本人映像が流れる中、元気に唄ってくれました。

続きましてＭさんの『チューリップ』緊張されていたのか、声はちょっぴり小さく、そ

れでも周りの皆さんと楽しそうに唄ってくれました。Ｙさんの『はたらく車』素敵な裏

声を使いながら唄っています。やっと緊張もほぐれたのか、次々とリクエストが入りま

す(^^)/Ｍさんによる『ムーンライト伝説』周りの皆さんもタンバリンやマラカスで盛り

上げてくれています。なかなか自分の番まで待ちきれないＩさんは「ヒヨコがね～ヒヨ

コがね～♪」を入れてほしいと催促（笑）Ｎさんは、皆さんがうまく歌えるようにフォ

ローしてくれています。ここでＩさんの出番です(^^♪やっと題名がわかった（笑）『か

わいいかくれんぼ』がかかりました～(^_-)-☆Ｉさん、カラオケの大音量にも負けず元気

よく唄いきりました。そして今回一番嬉しかったことは、本人いわく、かけはしでカラ

オケを歌ったことがないというＳさんが、コブクロの『さくら』を唄いたいとリクエス

トをしてくれて、歌いだしから最後まで、コブクロに負けず劣らずの歌唱力でＳさんが

気持ちよさそうに唄ってくれました(*^▽^*)その後、『恋するフォーチュンクッキー』『ド

ラえもん夢をかなえて』『アンパンマンマーチ』等々、みんなで大合唱！！皆さん大満

足な様子の楽しい時間でした。 
４ 



〈５月４日（木）生活介護・ＧＷ 美ら海水族館見学〉 
 
 お弁当を持って美ら海水族館へレッツゴー！！たくさんのきれいな魚たちがお出迎

え～(^^)/どんな表情をしているのかな～？ジンベイザメよりもレストランからの美味

しそうな香りに夢中…（笑）大水槽正面では、一匹のサメが仲間のサメのヒレを噛んだ

まま海底へ…（求愛しているとのこと💛💛）さすがに圧倒されている様子の皆さん(^-^) 
 大きなイカの標本の横に並び記念写真をパチリ📷📷その後、青い海、青い空の下でおい

しいお弁当を「いただきまーす！」今日、一番の笑顔が見られました(≧▽≦) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈５月４日（木）いしずえ ＧＷ ボーリング〉 
 
 ゴールデンウイーク２日目！皆さんが楽しみにしていたボーリング(^_^)v 登所時か

らウキウキしている様子が伝わってきました。毎年１位になっているＲさんに今年こそ

は勝つぞ！と意気込んでいたＤさん(^^♪１１４点で惜しくも負けてしまいました(;^ω
^)今年もＲさんが１位かと思ったら…Ｔさんが１３４点で１位！！Ｒさんは２位になり

悔しがっていました♪他の皆さんもスペア、ストライクをとり大喜びで楽しんでいまし

た！！ 
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〈５月４日（木）かけはし就労継続支援Ｂ型・ＧＷ カラオケ〉 
 
 ５月４日ゴールデンウイーク！！カラオケハウスサクラストーリーで、皆さんが１曲

でも多く歌えるよう、４部屋に分かれて、好きなドリンクを飲みながらカラオケタイム

がスタートしました！童謡、歌謡曲、演歌、懐メロ、アニメソングとレパートリーが多

く、みなさん、曲を選ぶのに悩んでいる様子も見られました。他の利用者さんが唄い、

自分もわかる曲が流れると、口ずさんだり、手拍子やダンスをしたり、皆さん笑顔で喜

んでいる様子が見られました。かけはしに戻る車内でも、「楽しかった」「また行きたい」

と、皆さん元気いっぱい、楽しくリフレッシュができたようです(*^▽^*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈５月５日（金）生活介護 ＧＷ カツオのぼり見学〉 
 
 ゴールデンウイーク３日目の５月５日こどもの日(*^▽^*)生活介護のメンバー、Ｙさ

ん、Ｎさん、Ｅさん、Ｋさん、Ｍさんはカツオのぼりを見に、本部町へ行ってきました

(^_^)v 天気もよく、元気にカツオのぼりが空を泳いでおり、「ウオー！」と歓声をあげ、

喜んでいたのはＹさん。「お魚みたいだね～」とＥさん。見学者もそれほど多くはなく、

ゆっくりと、みんなで見て回ることができました。 
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〈５月５日（金）いしずえ ＧＷ おやつ作り〉 
 
 ５月５日（金）ゴールデンウイーク行事最終日！！いしずえでは、おやつ作りをして

楽しみました。メニューは皆さんのリクエスト“タコ焼き”“お好み焼き”(*^▽^*) 
お好み焼き班では、定番の具材を入れてのクッキングでしたが、表・裏の返しの挑戦を

したり、焼き加減をずっと見つめていたり…こげたり（笑）でも！！ソースやかつお節

をのせたら、立派なお好み焼きの完成でした( *´艸｀)タコ焼き班では…ロシアンルーレ

ットを決行！！こ・わ・い( ;∀;)定番の具材もありましたが、なかにはワサビ！からし！

チョコなど（笑）誰に当たるかわからない状況の中、皆さんニコニコニヤニヤしながら

クッキングをしていました（笑）フライングでワサビの入ったタコ焼きを食べたＧさん、

Ｆさん！「少しだけツーンときますね～」とクールな表情を見せて食すＧさん(^^♪「辛

い～！！」と笑顔を見せながらお茶を飲みに行くＦさん(^_-)-☆普通のタコ焼きを食べ

ているのに、わさび入りが当たったように「うっ」とリアクションをした 
Ｔさん(^^♪さすが！！いしずえ３トップの皆さん！それぞれのリアクション勉強にな

りましたよー！！（笑）昼食時に、皆さんの愛情たっぷりの～タコ焼き＆お好み焼き 
を食しました！！美味しそうに食べる皆さん、恐る恐る食べるＤさん（笑）そんなＤさ

んは見事に！？からし入りタコ焼きが当たりました(≧▽≦)運がついてる～♪（笑） 
いつもより、ドキドキの昼食でしたが、笑顔あり、笑いありの楽しい時間を過ごすこと

ができました。また、来年のゴールデンウイークが楽しみだー(^^)/ 
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〈５月５日（金）生活介護 ＧＷ 美ら海水族館見学〉 
 
 今日はこどもの日(*^▽^*)子供は入場無料ということで、いつも以上に、にぎわいを

みせている美ら海水族館へいざ出陣？！（笑）人の多さに圧倒されつつも(;^ω^)皆さん、

元気いっぱいに見学をしている模様。日頃なかなか見られない大きな魚に目を輝かせる

人も、パンフレット収集に精を出す人も（笑）皆さん様々な楽しみ方をしている様子で

した。お昼ご飯は、イートインスペースで好きな飲み物を購入し、お弁当をひろげ、楽

しい時間はあっという間に過ぎていきました(*^▽^*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈５月 日（金）いしずえ５月誕生日会 〉 
 
 「これから５月の誕生日会を始めます！」元気な声で司会を務めてくれたのはＹさん

です。そして主役は、４月からいしずえに仲間入りしたＭさんです。 
～お祝いのメッセージ～ 
Ｇさんは「お誕生日おめでとうございます。製造作業を頑張っていますね。休憩時間、

Ｆ君たちと一緒に話をして楽しいです。これからも頑張ってください」Ｙさん「４月か

らいしずえにきて色々なことを覚えていて、とてもかっこいいです。またこれからも一

緒に頑張っていきましょう」Ｙさん「お誕生日おめでとうございます。エイエイオー」

その他、Ｔさん、Ｔさん、Ｆさん、Ｓさんからも温かいメッセージをいただきました。 
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～主役、Ｍさんからの一言～ 
「これからも製造班を頑張っていきたいです！」と大勢の仲間の前で緊張も見られまし

たが、力強い言葉を頂きました。 
 出し物はブルゾンちえみのモノマネをＴさん、Ｍさん、支援員が行いました～♪もう

三人が歩いている姿を見るだけでみんな大笑い。今月の出し物もとても面白かったです。

続きまして、バースデーケーキの登場。皆で誕生日の歌を唄ってお祝いをしました。そ

して！わりばし落としゲームへ(^-^)１０本の割りばしを持って、一升瓶の中に何本入れ

られるかを競うゲームです。なかなか難しいですが、最高６本もＳさんが入れました！

すごい！！(^^)/最後はプレゼント贈呈です。歌を口ずさみながら登場したのはＴさん

「愛しているよ（笑）」というメッセージと共に文房具セットを手渡しました。Ｍさん、

お誕生日おめでとうございます。これからも一緒に頑張っていきましょうね。 
 
 
 
 
 
 
〈先月行事追記〉 
〈４月２８日（金） 平成２９年度 第１回かけはし・いしずえ社内研修〉 
 この日、全職員出席の平成２９年度第１回かけはし・いしずえ社内研修会が行われま

した。前年度はグループに分かれてテーマごとの発表を行いましたが、今年度は個々の

支援力、プレゼン力の向上を目的に、一人ずつ“仕事に関わること”をテーマに発表を

しました。「日々の支援を通して学んだこと」「防犯について」「手帳について」「多角的

視点の捉え方とチームアプローチについての基礎」と題して、４名の職員がプレゼンを

行いました。ここで学んだことを、日々の支援にしっかりと繋げていきたいと思います。 
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【５月の活動】 
１、かけはし 
・生活介護 
〈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・金銭     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アイスクリーム 
③洗面の基本動作     ③絵画・ぬり絵・文字練習  ③クロワッサン 
④着脱衣の基本動作    ④会話・コミュニケーション ④スコーン 
⑤身だしなみ       ⑤パズル・ちぎり絵     ⑤販売・納品 
⑥整理整頓        ⑥ビーズ          ⑥デニッシュパン 
⑦清掃          ⑦文字練習         ⑦サンゴの小物作り 
⑧入浴・清拭                                                                                                                               
⑨足湯                       
 
 〈その他〉                                                              
① ＤＶＤ・ビデオ観賞 ②散歩 ③ドライブ ④リトミック  
⑤缶・ゴミ拾い ⑥カラオケ ⑦体育館 ⑧図書館 ⑨ゴーダック見学 

 
・就労継続支援 B 型 
〈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・バジルパン・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・ミルクパン・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アパート清掃 ⑤菓子箱作り⑥草刈り 
          ⑦支柱伸ばし作業⑧段ボール収集・空缶潰し 

            ⑨ハウスキーピング⑩洗車 
〈その他〉         
① 支援員補助実習 ②ＤＶＤ・ビデオ観賞 ③買い物 ④ゴミ拾い ⑤ウォーキング 

 
２、いしずえ 
・就労移行支援 
〈社会生活参加能力〉 〈訓練・作業内容〉        
① 挨拶       ①室内清掃  ②納品・販売   
② 身だしなみ    ③洗車 ④公民館清掃       
③ 清掃       ⑤ティッシュ箱詰め        
④ 整理整頓     ⑥菓子箱作り           
⑤ 洗濯       ⑦小物作り ⑧古紙リサイク ⑨ゴミ袋作り 
〈その他〉①ペーパー収集 ②美化活動  

１０ 



・就労継続支援 B 型 
〈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・缶収集・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・ラスク 
             ・クッキー・ロールパン・食パン・フランスパン 
             ③シール貼り・袋つめ・計量  ④販売・納品 
             ⑤護岸清掃 ⑥厨房⑦支柱伸ばし作業⑧洗車⑨菓子箱作り 
〈その他〉        ⑩ハウスキーピング 
① 読書 ②ＤＶＤ鑑賞 ③ドライブ ④漢字練習 
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１１ 

野菜作りの前に場所探

しです。Ｓさんが「日当た

り良好！」「フロアからも

観察できる！」と、この

場所を選びました！ 
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