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「多様なパワーでつむぐ かけはし・いしずえの輪」 
 『最高の仲間と頑張る！最高の運動会』のテーマを掲げ、利用者の皆さんのカラフル

なパワーが披露された秋の大イベント。「まるで学校の運動会のようですね。大勢の中

で皆さんと一緒に演技が出来て嬉しく思います。」初めて参加された保護者の声です。

親子リレーに間に合わせ、しっかり手を握りバトンをつないだ保護者。「仕事の休憩時

間に来ましたよ。顔を見るだけですが…」と駆けつけてくださった保護者。回を重ねる

たびに保護者席も増え、温かい声援、競技への参加に心から感謝いたします。当日は参

加が出来ないとの事で、前日に事業所へ挨拶にいらした保護者もありました。また、先

輩に負けじと奮闘した名護特別支援学校高等部、沖縄高等特別支援学校の実習生の皆さ

ん。応援に駆けつけてくださった社会福祉法人名護学院の職員の皆様、ありがとうござ

いました。 
 さて、いしずえでは９月から取り組んでいる企業実習が継続して行われました。就労

継続支援 B 型の T さんは沖縄綿久名護工場、就労移行支援の H さんは JA おきなわ A
コープで、一週間、課題と向き合い頑張りました。２週間の実習を終え、次のステップ

の職場適応訓練（６ヶ月）が決まった就労移行支援の Y さんへのインタビューです。  
１．実習内容は？    『じゃがいも、人参、しめじの品出しと補充です』 
２．実習での課題は？  『周りを見てカートを移動することです』 
３．自力通勤は？    『徒歩での通勤は最初、大変でしたが、少しずつ慣れました』 
４．実習で学んだことは？『手洗い消毒をしっかりする、衛生面のことを学びました。 
             ２週間の実習でやったことを忘れずに６ヶ月の実習でも 
             しっかり頑張りたいと思います』 
 実習を終えた達成感と一般就労を目指す皆さんの奮闘は継続中です。 
 
 今年最後の大イベント忘年会がひかえています。２０１８年のカレンダーも、残り少

なくなりました。 
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（１０月１９日（金）かけはし１０月誕生日会） 
 
 「これから１０月生まれの方の誕生日会を始めます！今月の主役は、就労継続支援 B
型の H さんと、D さんです！」元気いっぱい司会を担当してくれたのは、K さんと支援

員です。 
「主役の二人へお祝いのメッセージをお願いいたします！」トップバッターは N さんで

す。「私の名前は N です。おめでとうございます！」自己紹介も交えて笑顔いっぱいお

祝いの言葉をおくってくれました。N さんは「おめでとうございます。これからも一緒

に製造頑張りましょう」I さんは「お誕生日おめでとうございます。これからも頑張っ

ていきましょう」そのほかにも E さん、Y さん、Y さん、T さんが心のこもったメッセー

ジを送ってくれました。 
☆主役の二人から挨拶がありました☆彡 
☆H さん『これからも製造、販売を頑張ります。好きなテレビ番組は、イッテ Q と、 

アメトーークです(^_^)v』 
☆D さん『これからも頑張ります！僕は尼神インターの渚さんが大好きです！』 
  
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
楽しい挨拶をしてくれました(^_^)v 次は皆さんお待ちかね、手作りのバースデーケー

キが運ばれてきました！部屋を暗くして、ロウソクに火を灯し、皆でハッピーバースデ

ーの歌を唄いました！とっても嬉しそうな主役の二人(*^▽^*)ケーキを切り分けている

間は、恒例の余興タイム！！かけはしダンサーの K さんが嵐の歌にのせてノリノリのダ

ンスを披露！！飛び入り参加で D さん、E さん、Y さんも力いっぱい踊ってくれました。

続いて皆さんお待ちかね？？“KY”のコント、そして Y さん、T さんの歌謡曲独唱で会

は大いに盛り上がりました(^_^)v 
２ 

 先月の行事より 
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 とっても美味しそうなケーキの準備ができ、一人ひとりに手渡されていきます。皆さ

んニコニコ(*^▽^*)今回も生活介護の皆さんが心を込めて作ってくれました。デコレー

ションを担当してくれたのは、生活介護の M さん、K さんです！！ 
最後にプレゼント贈呈が行われました。お菓子やノート、色鉛筆にマスクなど、嬉し

そうにテーブルに並べて紹介してくれる主役の二人。しっかり者で笑顔の素敵なHさん、

かけはしのスーパーヒーローD さん、お誕生日おめでとうございます！！

朝晩は涼しくなり、気持ちのいい空が広がる季節になりました。これから年末に向け

て元気いっぱい楽しく過ごしていきましょう(*^▽^*) 

（１０月１９日（金）いしずえ１０月誕生日会）

 「これから１０月生まれの皆さんの誕生日会を始めます(^_^)！」今月の司会進行は就

労継続支援 B 型の Y さんです。

☆今月の主役☆彡

T さん、Y さんです。

「お祝いのメッセージをお願いします！」

T さんは「T さん、Y さん、誕生日おめでとうございます。パンの製造頑張って

美味しいパンを作ってください。Y さんも移行で頑張ってください」H さん、A さん「誕

生日おめでとうございます。Y さん実習頑張ってください。T さん、製造でも頑張って

ください」Y さん「T さん、Y さん、誕生日おめでとうございます。Y さん、移行で頑張

ってください。T さん、製造で頑張ってください」

誕生者からの挨拶です(*^▽^*) 
☆Y さん『今、実習中なので頑張って就職につなげていきたいです』

☆T さん『製造で頑張っていきたいです』

みなさんお待ちかね、いしずえ就労継続支援 B 型の皆さん特製のロールケーキが運ば

れてきました(*^▽^*)皆さん笑顔いっぱい！フルーツがたっぷりでとてもおいしかった

です！プレゼント贈呈も終わり、今月も楽しいひと時を過ごすことができました！

３
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（１０月２６日（金）第１５回かけはし・いしずえ合同運動会） 
 
「これから、第１５回かけはし・いしずえ合同運動会を始めます！」元気いっぱいに開

会の言葉を述べてくれたのは、かけはし就労継続支援 B 型の T さん、生活介護の T さ

んです！いしずえ就労移行支援の N さん、H さんによる選手宣誓が声高々に行われ、第

１５回かけはし・いしずえ合同運動会は始まりました！今回のテーマは、『最高の仲間

と頑張る、最高の運動会』赤、青、黄、ピンクのハチマキをしっかりとしめた皆さんの

表情がひきしまります。２１世紀の森体育館に、総勢１００名余人の利用者さん、職員、

そして保護者の皆様のパワーが集結しました！さあ、これからどんなドラマが待ってい

るのでしょう(*^▽^*)しっかりと体をほぐし、準備体操もバッチリ。いよいよ競技開始

です！まずは“じゃまじゃま玉入れ”が行われました。それぞれ、玉入れの邪魔をする

ボードを持った人が登場( ﾟДﾟ)負けないように球を投げる皆さん！じゃまじゃま担当

者は笑顔いっぱい皆さんを阻止します(^_^)v 
 水分補給の時間もとり、次は障害物リレーです。デカパンをはいてダッシュする人、

糸巻きに苦戦する人もいましたが、皆さんとっても楽しそう！「頑張れ～」応援する 
皆さんにも力が入ります。アンカーは借り物競争！封筒の中には「社長」「管理者」の

文字が（笑）社長はKさんと、管理者はDさんと、力いっぱい？走りきりました！！(^_^)v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 厨房職員手作りの、心のこもった美味しいかけはし弁当が各自に配られ、昼食タイム。

保護者や仲間と笑顔いっぱい、リラックスした表情で過ごす皆さんの様子が印象的でし

た。昼食の後はかけはし、いしずえ〇×クイズ！「H 支援員の年齢は３９歳である？」

楽しいクイズに会場が大いに盛り上がりました。次に余興であるエイサーが行われまし

た。ダイナミック琉球の音楽に合わせて、パーランクーを打つ皆さん。ポンポンを持っ

て可愛らしく踊る皆さん。とってもかっこよかったです。次に綱引きが行われました。

玉入れ同様、保護者チームとの対戦もあり、手にまめをつくって頑張った利用者さんも

いました。 
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 最後は運動会の呼び物、かけはしリレーと、親子リレーです。「頑張れ～」「速いはや

い！」たくさんの声援が飛び交います。一生懸命走る皆さん一人ひとりの姿は本当に素

敵です☆しっかりとバトンをつなぐ皆さんの姿に、今年の運動会のテーマ「最高の仲間

と頑張る、最高の運動会」という言葉が浮かんできました☆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 表彰式が行われました。栄えある１位は黄色チーム☆彡２位は赤チーム。３位はピン

クチーム、来年も頑張るぞ４位は青チームでした。各チームの代表者が賞状と商品を受

け取りました。保護者挨拶では、かけはし就労継続支援 B 型の K さんのお母さんより

「とても素晴らしい運動会でした。一緒に参加させていただき、皆さんの頑張る姿にと

ても元気をもらえました！」心温まる言葉をいただきました。 
「とっても楽しかった！」「来年の運動会も頑張ります！」あちこちから嬉しい声が聞

こえてきました。最後はみんなで、お互いの健闘をたたえ合う拍手が会場に響き渡り、

今年の運動会も、ケガや事故もなく無事に終了しました。お忙しいところご参加くださ

った保護者の皆様、ありがとうございました。 
 

１、かけはし       【10 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          ⑥スコーン 
⑦清掃          ⑦文字練習           
⑧入浴・清拭       ⑧パーラービーズ                                                                                                                                                                   
⑨足湯           
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 〈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運動会練習 
⑫健康診断 
 
・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 ⑩運動会練習 ⑪健康診断 
〈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（生活リズムについて）                       
② 身だしなみ    ④洗車 ⑤公民館清掃 ⑥石鹸袋詰め 
③ 清掃       ⑦ティッシュ箱詰め ⑧キーホルダー  
④ 整理整頓     ⑨菓子箱作り ⑩パソコン ⑪企業見学 ⑫企業説明会 
⑤ 洗濯       ⑬古紙リサイクル ⑭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運動会練習 ⑥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運動会練習 
６ 



 
 
 
 
       

  
     
    
    １．ハッピーハートバザール 
    日 時：平成３０年１１月３日（土）１１：００～１７：００ 
             １１月４日（日）１０：００～１７：００ 
    場 所：イオン名護店 
    ※ハッピーハートバザールとは、北部地域の福祉施設、作業所等で 
     作られている製品の即売会です。かけはし・いしずえのパンやお菓子、 
     可愛い雑貨など、美味しい輪、楽しい輪をしっかり広げて皆さまの 
     お越しをお待ちしております！ 
 
 
    ２．名護特別支援学校 なごとく祭り 
    日 時：平成３０年１１月１６日（金）１７：３０～２０：００ 
    場 所：名護特別支援学校 
    ※かけはし・いしずえの美味しい商品もたくさん販売しております！ 
     皆様のお越しをお待ちしております！ 
 
 

３．第１５回かけはし・いしずえ忘年会 
    日 時：１２月１４日（金）１９：００～２１：００ 
    場 所：名護出雲殿 ３階 うりずんの間 
    ※詳しい内容は後日、文書でお知らせします。 
 
 
 
 

７ 
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