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「２０１８年 実り多い かけはし・いしずえの歩み」 
 平成１９年８月かけはし新社屋落成。真新しい建物に歓声をあげ、未来図を描きなが

ら歩んで参りました。当法人の礎となった「福祉作業所浅茅の里」平成８年開所からの

利用者さんはすでに還暦を迎えておりますが、元気に頑張っています。名護特別支援学

校卒業後入所した利用者さんはそろそろ３０歳を迎えます。現在かけはし利用者さん４

５名、いしずえ利用者さん２９名の皆さんが各自の目標をかかげ、日々訓練、活動に励

んでいます。いしずえの事業方針である「就労班の取り組み」が行われています。一般

就労を目指し計画的に企業実習（沖縄綿久名護工場）（JA おきなわ A コープ）（JA おき

なわファーマーズ）（マックスバリュー名護店）（新城商事）を行った就労移行支援の皆

さん。同様に、就労継続支援 B 型においても、就労移行支援との連携を図り取り組みが

行われました。改めて、訓練の見直しや支援における課題も求められております。 
 ロールパンリニューアル！材料の配合や巻き方等を改善し、更に美味しいパンが完成

しました。製造班の皆さんの笑顔とチームワークのたまものです。 
「支援の充実」を事業方針にかかげているかけはしの皆さんも奮闘しました。工賃見直

しや、工賃向上への具体的な取り組みがありました。１か月の売り上げ目標、１日の売

り上げ目標を明確な数字で捉え、日々の販売に活かしました。また、地域近隣での販路

拡大も実践しております。「今日も完売しましたよ！」と満面の笑みで報告する就労継

続支援 B 型の皆さんです。今年も多様なパフォーマンスでかけはしパワーを発信した生

活介護の皆さん。日々の活動内容も充実しており、特に２回の社会見学には、大満足の

皆さんでした。フロアでの買い物学習が実践でき、またいっぽの前進です。 
「アニョハセヨ…」韓国（完州郡社会福祉協議会）視察団の皆さんとの小さな国際交流

会が６月２８日（木）かけはしフロアにて行われました。心に残る一コマです。 
 今年もたくさんの出会いがあり、“明るく、楽しく、元気よく”利用者の皆さんの笑

顔を源泉に歩んで参りました。「かけはし」「いしずえ」「おおぞら」の実り多い歩みを

お届けできたことを嬉しく思います。保護者の皆様、地域の方々のご支援に支えて頂い

た一年でした。職員一同、心から感謝申し上げます。来年もどうぞよろしくお願いいた

します。 
 
 
 

１ 
 

今年もありがとう 

ございました！！ 
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（１１月９日（金）かけはし１１月誕生日会） 
 
 「１１月生まれの誕生日は、就労継続支援 B 型の Y さん、S さん、本日はお休みとな

ってしまいましたが、K さんの３名です！」元気いっぱい、司会を担当してくれたのは、

生活介護より T さんと支援員です。 
「誕生者の皆さんへお祝いのメッセージをお願いします！」トップバッターは K さんで

す。「お誕生日おめでとうございます。S さん、一緒に販売を頑張っていきましょう。Y
さん、製造頑張ってください」S さん「S さん、作業班の仕事、販売など頑張ってくだ

さい。Y さん、製造で一緒に頑張っていきましょう」その他にも E さん、Y さん、Y さん、

I さんが心のこもったメッセージをおくってくれました。主役からの挨拶です。 
☆S さん『これからもパンの販売を頑張っていきたいです』 
☆Y さん『これからも頑張ります』 
 そして皆さんお待ちかね！生活介護のメンバー手作りのとっても可愛い＆おいしい

ケーキが運ばれてきました(*^▽^*)歓声があがるほどの可愛いケーキ！！ローソクに火

を灯し、誕生日の歌をみんなで唄います。少し恥ずかしそうな主役の２名。「お誕生日

おめでとうございます」元気いっぱいロウソクの火を吹き消していました。 
 ケーキを切り分けている間は、皆さんおまちかね？！余興タイムです。おなじみかけ

はしダンサーの K さん・D さんがノリノリのダンスを披露してくれたり、全国各地で披

露しているという？！お笑いコンビ“KY”のコント、T さんの独唱「瀬戸の花嫁」など

がつづき会は大いに盛り上がりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 とっても美味しいケーキが一人ひとりに配られ、「いただき～す！」「とっても美味し

い！」「甘くて美味しいな」あちこちから嬉しい声が聞こえてきます。 
 最後はプレゼント贈呈が行われました。図書カード、ぬりえ、マスク、お菓子、ペン、

色鉛筆などを嬉しそうにテーブルにひろげ、紹介してくれる主役の二人(*^▽^*) 
 
 

２ 
 

 先月の行事より 
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 かけはしのカリスマ販売員、S さん♪ニコニコ、踊る姿もとてもキュートな Y さん♪

かけはしのお姉さん的存在、K さん♪お誕生日おめでとうございます。 
今年も残すところあと１か月！みんなで楽しく笑顔いっぱいで過ごし、元気よく新し

い年を迎えましょう。 
 
 
（１１月９日（金）いしずえ１１月誕生日会） 
 
 「これから１１月の誕生日会を始めます」元気よく挨拶をしてくれたのは、今月の司

会担当の H さんと R さんです。１１月に誕生日を迎える主役の方を紹介します(^_^)v 
☆M さん、☆T さんです。 
 主役２名に色々なお祝いのメッセージがおくられました。T さんは「Y さん、T さんお

誕生日お誕生日おめでとうございます。Y さんは毎日笑顔でパンの仕事を頑張ってくだ

さい。T さん、厨房でおいしいご飯をつくってくれてありがとうございます。これから

も頑張ってください」Y 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「Y さん、T さんお誕生日おめでとうございます。Y さん、ニコ

ニコ笑顔でこれからも頑張ってください。T さん、厨房と製造頑張りましょう」F さん

「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」他の方からのお祝い

メッセージもたくさんおくられました(^_^)v 次にバースデーケーキのロールケーキが

運ばれてきました！主役の二人、寄り添って仲良くロウソクの火を吹き消しました！ケ

ーキを切り分けているあいだは、腹話術やダンスをして楽しみました。皆さん上手でし

た(*^▽^*)一人ひとりにケーキが配られ、おしゃべりをしながら楽しい時間を過ごしま

した。 
♪プレゼントの紹介(^^♪ 
☆Y さん⇒商品券！お買い物、楽しんでくださいね♪ 
☆T さん ⇒手芸用ビーズ、毛糸、マスク、修正テープ、お菓子！ 

かわいいものをたくさん作ってください(^_^)v 
楽しい時間はあっという間でしたね！またみんなで楽しく仕事も頑張って、素敵な時間

を過ごしましょう！！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
３ 
 

おめでとう！！ 

 

ケーキが楽しみ

だな～ 

さて、私は誰

でしょう？ 
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（１１月１９日（月）生活介護 社会見学） 
 
 今日は待ちに待った社会見学！！皆さんが一番喜んでいたのは昼食時間(*^▽^*) 
場所は、はま寿司です！どうして皿が動くのか、不思議そうに観察している Y さん。マ

グロが大好きな K さん。最後はみんなでスイーツを食べてとびきりの笑顔(*^▽^*) 
 お土産はドーナツです💛💛 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１１月２０日（火）生活介護 社会見学） 
 
 今回の社会見学、メンバーは A さん、Y さん、K 支援員と私の４名。 
目的地は海洋博記念公園と、本部町にある食堂ブーゲン、イオン名護です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 
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天気に恵まれ、絶好の外出日和になりました！海洋博記念公園に向かい、オキちゃんシ

ョーが午前１１時に始まるので、それに間に合わせ、熱帯ドリームセンター近くの駐車

場に車を停め、皆でオキちゃんショー会場を目指しました。景観がよく、伊江島タッチ

ュー、綺麗な海を見ながら、A さんは笑顔(*^▽^*)Y さんは慣れない場所だからかな？

少し緊張した様子でした。                           
ショーが始まる時間には人がいっぱい！イルカを見た二人はとても嬉しそう(*^▽^*)

また、美ら海水族館のエスカレーターに乗った際、A さん、Y さんは静かに立ち、エス

カレーターを降りても、たくさんの人がいる中で、スムーズに皆で行動することが出来

ました。今回の社会見学のテーマ「公共施設でルールやマナーを学ぶ」にそった良い社

会見学ができました。A さん、Y さんのとびきりの笑顔が見られた、素敵な時間でした

☆彡 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１、かけはし       【11 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清掃          ⑦文字練習           
⑧入浴・清拭       ⑧パーラービーズ                                                                                                                                                                   
⑨足湯           
 
 
 〈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 

５ 
 



・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（履歴書の書き方）                       
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 
             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 
 



 
 
 
       

  
     

1．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 
 
    ２．年末年始の休みについて 
    １２月２９日（土）～平成３１年１月３日（木）までの間は 
    休みになります。 
     
    ３．成人式について 
    日 時：平成３１年１月１１日（金） 
        午後１時３０分～午後２時３０分 
    場 所：大西公民館（いしずえ向かい） 
     
 
 
 
 
 

   
１１月１６日（金）に名護特別支援学校にて、なごとくまつりが開催され 

  ました！！かけはし・いしずえのパンや雑貨もたくさん並び、完売しました！ 

  足を運んでくださった皆様、ありがとうございました(*^▽^*) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
７ 
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