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「多様な未来図へチャレンジする かけはし・いしずえの皆さん」 
朝 9:00、かけはし厨房から香ばしい匂いが流れてきます。ハウスキーピングへ行く、か

けはし・いしずえ就労継続支援 B 型の皆さんと、企業実習を取り組んでいる就労移行支

援の皆さんの弁当１１個の出来上がりです。（から揚げ、卵焼き、千切り炒め、ブロッ

コリー、かぼちゃ）調理員のビタミン愛もたっぷり詰まった弁当は大好評です。 
ハウスキーピングに取り組んで１年半が経過しました。一連の作業内容を把握し、細

かな所も確認ができ、リーダーとして任せられる利用者も数名います。次のステップへ

のチャレンジが楽しみです。 
 ９月１２日（水）コンベンションセンターで開催された「障がい者就職面接会」に参

加したいしずえ就労移行支援の皆さんの感想です。 
Y さん：「面接は緊張したが質問されたことは答えることが出来て良かった。 

いしずえで訓練したことを忘れずに自分をアピールできた」 
N さん：「いろんな企業や会社があってびっくりした。面接を受けている人は 
    目を真っすぐ見て話していた。話せない人は手話で話していた」 
H さん：「面接は４人対１人でやっていた。今日は見学だったが、次は自分も 
    出て面接をやりたいと思った。挨拶と身だしなみに気を付けて就職に 
    向けて頑張りたい」 
 一方、A さんはスーパーでの実習にチャレンジしました。「野菜の袋詰めの作業だった

が、高校でもやっていたので難しくはなかった。周りの人とのコミュニケーションも出

来たと思う。初めて２週間の実習だったが一日も休まず頑張った」 
 就労継続支援 B 型からは T さんが企業への実習にチャレンジしました。 
「トラック班とは全然違う仕事を一人でやった。年上の人とのコミュニケーションはあ

まり出来なかった。また違う実習をやってみたい」チャレンジすることで得たモチベー

ションと課題も捉えることが出来た皆さんでした。 
 
 かけはし事務所の窓ガラスに貼り出されたカラフルなリボンが付いた棒グラフが目

を引きます。「パン製造売り上げ目標額」が達成されたことを表示しています。就労継

続支援 B 型の皆さんの奮闘で、５月より途切れることなく継続中です。「窓ガラスを達

成のリボンで埋め尽くしますよ！」自信満々で話す T 主任。工賃向上への確かな成果で

す。 
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 日々の活動が充実している生活介護の皆さんは文字、計算練習に加え時計の読み方を

学習しています。模型の時計を使ったり動画を活用するなど、興味をもってもらいなが

ら工夫を凝らした取り組みです。個人差は見られますが、皆さん笑顔もあり楽しみなが

ら参加しています。大イベントの運動会（１０月２６日・金）が控えています。７５名

の躍動感あふれる演技が今年も披露されます。保護者、ご家族の皆様のご参加、ご協力

を宜しくお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
（※８月行事追記※） 
〈８月３１日（金）生活介護 社会見学〉 
 
 待ちに待ったこの日がやってきました～♪社会見学！私たちメンバー、M さん、M さ

ん、U 支援員、私の４名は、沖縄市のグランメールリゾートまで足を延ばして、優雅な

ランチバイキングを堪能してきました(*^▽^*) 
 思い思いに食べたいものをお皿にのせて、お腹いっぱい食べたあとには、女子には別

腹の何種類もあるデザートに目を輝かせチョイスし、目的の一つであるテーブルマナー

にも気を付けて、最後まできれいに美味しくいただいてきました！ 
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 先月の行事より 
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（※８月行事追記※） 
〈８月３１日（金）いしずえ８月誕生日会〉 
 
 「これから８月誕生日会を始めます！」司会の Y さんの元気な声で８月誕生日会が始

まりました！いしずえの８月誕生日の方は、移行から A さん、H さんの２名です。B 型

からは S さん、Y さん、S さんの３名です。残念ながら Y さんは本日お休みでした。ま

ずは誕生者の方へ皆さんからメッセージをいただきました！日頃の感謝の気持ちを伝

える方もいれば、活動を応援するメッセージを送る方もいました。誕生者の方からは、

ひとつ年齢を重ねての抱負やお祝いをしてくれたことに感謝する言葉が聞かれました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
☆S さん：『（誕生日を祝ってくれて）ありがとうございます』 
☆A さん：『腰を治療中ですが、自分に出来る仕事を探して頑張っていきたいと思います』 
☆S さん：『これからも一緒に製造頑張っていきましょう！ありがとうございます』 
☆H さん：『色々と頑張っていきますので応援よろしくお願いします』 

 
 
 
 
 
 

 
 
皆さんからのメッセージの後は T さんのエイサーで盛り上がりました！その後はフル

ーツたっぷりの手作り誕生日ロールケーキが運ばれてきて、ハッピーバースデイの歌を

唄ってろうそくの火を吹き消しました。そしてプレゼント贈呈タイム。誕生者の皆さん

は、渡されたプレゼントを嬉しそうに開けていました(*^▽^*) 
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〈９月１４日（金）かけはし９月誕生日会〉 
 
「これから９月生まれの皆さんの誕生日会をはじめます！今日の主役は、生活介護から

M さん、I さん（残念ながら本日はお休みです）就労継続支援 B 型からは S さんです！」

元気いっぱい司会を担当してくれたのは、Y さんと U 支援員です。「主役の皆さんへメ

ッセージをお願いします！」トップバッターは M さんです。「お誕生日おめでとうござ

います。これからも頑張ってください」T さんは「誕生日おめでとうございます。頑張

ってください」その他にも N さん、E さん、Y さん、Y さんがお祝いのメッセージを送

ってくれました。主役より、 
☆S さん『これからもハウスキーピングの仕事を頑張りたいです。』 
☆M さんは U 支援員と一緒に、『お祝いをしてくれてありがとうございます。今はエチ

ケット袋も作っています』 
  
 
 
 
 
 
 
次に皆さんお待ちかね、手作りケーキが運ばれてきました。部屋を暗くして、誕生日

の歌を唄い、ローソクの火を吹き消します(^_^)v 花火や星の可愛らしいデコレーション

ケーキに歓声があがりました！！主役の二人もとっても嬉しそう(*^▽^*) 
 ケーキを切り分けている間は、余興タイム☆彡 
 
 
 
 
 

             
かけはしダンサーの D さん、K さん、Y さん、E さんがかっこいいダンスを披露してく

れた後は、お待ちかね？？KY のコント！T さんの独唱タイムがあり、笑顔溢れる時間は

続きます。ケーキが配られ「いただきま～す」「甘くて美味しい！」「もっと食べたい」

嬉しい声が聞こえてきました。最後にプレゼントが手渡されました。S さんはとっても

おしゃれなブラウス！M さんには座布団（後日、お母さんがとっても可愛いカバーを作

ってくれました💛💛）後日、S さんにはドラえもんの DVD が贈られました。しっかり者で

素敵な女性 S さん、かけはしのアイドル M さん、かけはしのスター、I さん、お誕生日

おめでとうございます。まだまだ暑い日は続きますが、皆で元気に乗り越えて、楽しい

実りある秋をむかえましょう(*^▽^*) 
 

４ 

ありがとう 



〈９月２１日（金）いしずえ９月誕生日会〉 
 
 皆さんおつかれさまです(*^▽^*)今月もやってまいりました！いしずえ９月生まれ誕

生日会が行われました。主役はいしずえ就労継続支援 B 型の N さん（残念ながら本日は

お休みです）と、同じく就労継続支援 B 型の S さんです。司会進行を担当してくれたの

は、R さんです。「まずは誕生者の皆さんへお祝いのメッセージをお願いします！」T さ

んは「お誕生日おめでとうございます。同じトラック班でこれからも一緒に頑張りまし

ょう」Y さんは「おめでとうございます。頑張ってください」F さんは「お誕生日おめ

でとうございます。これからも一緒に頑張りましょう」Y さんは「一緒に作業をしたこ

とは少ないけど、トラック班で頑張ってください」たくさんのメッセージを頂きました

(^_^)v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
次に主役の S さんより決意表明がありました！ 
☆S さん：『トラック班でゴミ回収、分別、缶潰しを頑張りたいです！』 
 余興タイムでは今話題の“USA”を“いしずえの DAPAMP”T さん、F さん、Y さん、

N さんがダンスを披露！！大いに盛り上がりました(*^▽^*) 
 そして皆さんお待ちかね！手作りケーキを美味しくいただきました。S さんはプレゼ

ントを手渡され、とても嬉しそうでした。お誕生日、おめでとうございます(^_^)v 
 

１、かけはし       【9 月の活動】 
・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アイスクリーム・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クロワッサン 
③洗面の基本動作     ③絵画・ぬり絵       ③販売納品 
④着脱衣の基本動作    ④会話・コミュニケーション ④新聞紙切り 
⑤身だしなみ       ⑤パズル・ちぎり絵     ⑤バースデーケーキ 
⑥整理整頓        ⑥ビーズ ⑦サンゴ鉢     
⑦清掃          ⑧文字練習 ⑨かるた          
⑧入浴・清拭       ⑩パーラービーズ                                                                                                                                                                   
⑨足湯          ⑪時計の読み方 

５ 



 〈その他〉                                                              
① ＤＶＤ・ビデオ観賞 ②散歩 ③ドライブ  ④缶・ゴミ拾い ⑤トイレ掃除 
⑥体育館 ⑦図書館  ⑧コップ洗い ⑨リトミック ⑩公園 ⑪買い物 
⑫スカイドーム  
 
・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・塩パン         
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  

          ・パウンドケーキ                                  
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草刈り 
          ⑥ペーパー回収⑦段ボール収集・空缶潰し 

             ⑧ハウスキーピング ⑨洗車 
〈その他〉①買い物 
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 ③ＭＨＫ（目標設定について）                       
② 身だしなみ    ④洗車 ⑤公民館清掃       （履歴書の書き方） 
③ 清掃       ⑥ティッシュ箱詰め ⑦キーホルダー  
④ 整理整頓     ⑧菓子箱作り ⑨草刈り               
⑤ 洗濯       ⑪古紙リサイクル ⑫ゴミ袋作り  
〈その他〉①ペーパー収集 ②美化活動 ③買い物 ④洗車 ⑤健康診断 
     ⑥面接練習 ⑦実習 
 
・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・袋詰め・計量  ④販売・納品 
             ⑤護岸清掃 ⑥厨房⑦洗車⑧菓子箱作り 

        ⑩ハウスキーピング 
〈その他〉 

① 読書 ②ＤＶＤ鑑賞 ③環境整備 ④買い物 ⑤実習 ⑥健康診断 
６ 



 
 

          

       
１．かけはし・いしずえ運動会！ 

      日 時：平成３０年１０月２６日（金） 
          １０：３０～１４：３０（予定） 

場 所：名護市２１世紀の森体育館 
※  詳しい内容は、後日、文書にてお知らせいたします。 

 
  

 
 
 
 
 
 
        

      

 
 
 

 

↑売上目標グラフです↑ 
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今月も、売り上げ目

標の黒字達成だ！！ 
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