
かけはし便り 

「活気いっぱい発動するかけはし・いしずえの皆さん」 
晴れやかな成人式の行事でスタートをきった２０１９年、成人の仲間入りをした S さ

ん（いしずえ就労継続支援 B 型）、K さん（いしずえ就労移行支援）がたくさんの祝福

を頂きました。２年前の入所式での笑顔が、たくましい笑顔に進化した晴れ舞台です。

どのような未来図を描いていくのでしょうか…

いしずえのフロア壁には個性あふれる短冊が躍っています。

２０１９年、毎日頑張りたいこと

・自分から挨拶をする ・誰にでも「ありがとう」と言う ・すてきな笑顔で過ごす

・歯磨き、手洗い、うがいをする ・睡眠をしっかりとる ・ストレッチをする

継続は力なり！皆さんの毎日の頑張りにエールを送ります。

JA ファーマーズでの長期実習（H30.12／3～12／28）（H31.1／7～1／10）を終えた

いしずえ就労移行支援の A さんの感想です。 
「今度で２回目の実習でした。作業内容は野菜の袋詰めです。挨拶や声かけはできま

した。後半は作業のペースが落ちてしまいました。これからも就職に向けて幅広く考え

頑張りたいと思います」

今回も成人式の祝い菓子（マフィン・クッキー）作りに奮闘した製造班の皆さんは、

日々の菓子パン製造と並行しながら計画的に進めています。一方、かけはしの皆さんは

「かけはしバザー」の取り組みに奮闘です。各部署との事前会議を行い、役割分担を明

確にしながら迎えた当日は晴天！内原公民館からの放送もあり、近隣の方々の来店も多

く見られました。オルゴールの優しい音色が響き渡る中での好評なバザーでした。保護

者の皆様、地域近隣の方々のご協力、ありがとうございました。

「みんなが健康で毎日過ごせますように！」生活介護の皆さんが、初詣でしっかり祈願

してくれました。
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（１月１１日（金）第１５回かけはし・いしずえ合同成人式）

「これから第１５回かけはし・いしずえ合同成人式を始めます！」今回司会を担当して

くれたのはいしずえ就労継続支援 B 型の Y さん、いしずえ就労移行支援の A さんです。

そして本日の主役は、いしずえ就労継続支援 B 型☆S さん、いしずえ就労移行支援☆K
さんです。開会の言葉を、かけはし就労継続支援 B 型の A さんが担当してくれました。 
誇らしげな表情で、しっかりと前を向いて座る新成人の二人。S さんは「僕は今、パ

ンの製造を頑張っています。今年は色々な作業に挑戦していきたいです。皆さんよろし

くお願いします」K さんは「僕の去年の目標は人と会話が出来るようになることでした。

最初は手を使って自分の想いを伝えていましたが、今は少しずつ自分の声で思いを伝え

ることが出来るようになってきました。今年も色々なことに挑戦し、成長していきたい

です」しっかりと挨拶をしてくれました。

 先輩からのメッセージでは、いしずえ就労継続支援 B 型の T さんが「S さんは一緒に

パン作り頑張っていますね。作業もていねいでいつも助けてくれます。K さんもしっか

り話せるようになりました。皆で共に頑張っていきましょう」T さんは「周りの支えが

あったから成長できたと思います。恩を忘れずに社会人として一緒に頑張っていきまし

ょう」

 来賓の挨拶として、名護市福祉部長さんより「自分の目標をもち、先輩を見習って一

歩ずつ成長していってください」大西区長さんは「皆さんは挨拶も明るく、公民館近く

の掃除も頑張ってくれています。区民としていつも気にかけています。しっかり地に足

をつけて一歩一歩前進していってください」名護特別支援学校の先生は「お二人が卒業

をして早２年が経ちます。S 君は学生時代も作業をきっちり行うことができ、今はパン

作りで活かされているようで嬉しいです。K 君は手のひらに文字を書いて話をしてくれ

ていましたが、今は声で発表してくれました。とても嬉しいです。二人の成長を他の先

生たちも喜んでいます」心温まるエールをたくさんいただきました。

２

先月の行事より 
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乾杯の音頭を、いしずえ就労移行支援の H さんが担当してくれました。「平成最後の卒

業式！あっ！間違えました（笑）成人式でした！お二人の今後のご活躍を祈念いたしま

して、乾杯！」笑いも交えながら（笑）朗らかに乾杯の音頭を務めあげてくれました。 
選抜メンバーによるダンスの余興で会場は更に熱気に包まれました。二十歳の誓いとし

て、「これからは大人としての自覚をもち、それぞれの夢に向かって頑張っていきたい

と思います」声高々に二十歳の誓いを宣言してくれた S さんと K さん。管理者より花束

と記念品の贈呈があり、笑顔が益々輝きました。激励の言葉として、S さんのお母さん

はお手紙で「優しいスタッフや仲間に囲まれ、充実した毎日をおくっています。パン作

りも頑張っています。大人になった自覚をもって日々成長していってください。いつか

ディズニーランドへいけたらいいね」K さんのお父さんは「皆さんのおかげでこうして

成人式をむかえることができました。ありがとうございます」本日一番の温かい拍手が

会場に響き渡りました。

 閉会の言葉として代表者から「５月から年号も変わります。福祉も激動の時代を迎え

ることになるかもしれませんが、皆で力を合わせて、福祉が充実する時代にしていきま

しょう。新成人の皆さんも自分の道をしっかりと歩んでいってください」

 今年の成人式も、かけはし・いしずえらしく、明るく前向きなエネルギーと、温かい

思いが一つになった素晴らしい式となりました。S さん、K さん、本当におめでとうご

ざいます！！

（１月１４日（月）いしずえ１月誕生日会）

今年初めての誕生日会は、F さんの司会でスタートしました(*^▽^*) 
１月生まれは N さん、R さん、T さんの３名です。他の利用者さんからのお祝いの言葉

「おめでとうー🌸🌸」「これからも一緒に頑張ろう！」等々、たくせんのエールがおくら

れました。

☆N さん『トラック班で頑張ります！』

☆R さん 『これからもトラック班で頑張りたいです』
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☆T さん『製造で集中しながら頑張りたい。オセロで優勝したい』

主役の皆さん、元気に意気込みを語ってくれました！

 製造班お手製の２色のロールケーキを皆さんで美味しくいただきました。とても好評

でした(^_^)v ミニゲームでは、なぞなぞ大会をして、知恵を出し合い楽しみました🎶🎶 
ちょっと簡単すぎる？問題もありましたが、最後の問題は難しかったですよ。

「１日に、２つあって、１年に 1 つしかないものは？」答えがわかった方はいしずえ職

員まで～答え合わせをしてみてください(^_^)v 

（１月１８日（金）かけはし１月誕生日会）

「これから１月生まれの誕生日会を始めます！今日の主役は、就労継続支援 B 型の R さ

んです！」いつもと違って主役が１名なので少し寂しそうな R さんですが、U 支援員が

隣りに座ってくれることになったので少しホッとした表情に(^_^)v 
お祝いのメッセージをお願いします！「R 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」「一緒に頑張りましょう」「これからもみんなで頑張っていき

ましょう」N さん、E さん、Y さん、Y さん、E さん、T さんがお祝いのメッセージを送

ってくれました。手作りケーキが運ばれてきました！ロウソクに火を灯し、皆で誕生日

の歌を唄います🎶🎶はにかみながらも嬉しそうな R さん。元気いっぱいロウソクの火を吹

き消しました(^_^)v 

４

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidj9OFpoPgAhUEF4gKHZBEB00QjRx6BAgBEAU&url=http://switch-box.net/free-illustration-birthday.html&psig=AOvVaw3RAgwhTuKZKsogZnsNbRQi&ust=1548312010849790
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzvt2jpoPgAhWbOnAKHZEaDJkQjRx6BAgBEAU&url=https://matome.naver.jp/odai/2135640498386383301/2135640548986468703&psig=AOvVaw3RAgwhTuKZKsogZnsNbRQi&ust=1548312010849790
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjO-vrut4_gAhXE3mEKHSbEDHAQjRx6BAgBEAU&url=https://illustrain.com/?p%3D25039&psig=AOvVaw1rlH6udKOEiBW5v63U1SiM&ust=1548729053409222
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_xZb32I_gAhUBUrwKHUvUDG4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.illust-pocket.com/keyword/%E8%AA%95%E7%94%9F%E6%97%A5&psig=AOvVaw23nQMd7AzSDxE0LqU7xRG6&ust=1548738003440969
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO-cLU2Y_gAhUF7LwKHTpZASYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sozai-library.com/sozai/5415&psig=AOvVaw171TDWLcAjEfC1P6iIkhso&ust=1548738161814686
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzv5Dt64_gAhXTdXAKHXTdCBwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.irasutoya.com/2012/04/blog-post_09.html&psig=AOvVaw19agM-FzXPIV1jSXm973kt&ust=1548743113371541
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlzsbG7I_gAhUXM94KHeNZA-sQjRx6BAgBEAU&url=https://illust.download/archives/13689&psig=AOvVaw19agM-FzXPIV1jSXm973kt&ust=1548743113371541
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH5JDl7I_gAhVGBIgKHfM4AnwQjRx6BAgBEAU&url=http://pic-aboo.com/material/event-cracker-001/&psig=AOvVaw19agM-FzXPIV1jSXm973kt&ust=1548743113371541
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwiZO22Y_gAhWDWrwKHYj2AjkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.print.sakura.ne.jp/print52.html&psig=AOvVaw171TDWLcAjEfC1P6iIkhso&ust=1548738161814686


ケーキが切り分けられるのを待つ間は、皆さんお待ちかね？！余興タイム！おなじみ

の漫才コンビ KY のコントに、かけはしダンサーズの皆さんが大いに盛り上げてくれま

した(*^▽^*)とっても美味しいケーキに舌鼓をうつ皆さん！ニコニコ笑顔がこぼれます。

最後はプレゼント贈呈。M さんからプレゼントを受け取った R さん。お菓子やジュース

を嬉しそうにテーブルに並べて見せてくれました。歌がとっても上手で、心の優しい R
さん、お誕生日おめでとうございます。まだまだ寒い日は続きますが、みんなで明るく

楽しく元気よく過ごしていきましょう！！

１、かけはし 【1 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パイ

⑦清掃 ⑦文字練習 ⑦スコーン

⑧入浴・清拭 ⑧パーラービーズ ⑧デニッシュパン

⑨足湯

５

いい年になり

ますように！ 
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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初詣

⑫バザー準備

・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 ・ピザ ・リンゴパン

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初詣 ③バザー準備

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〉 ・企業実習

① 挨拶 ①室内清掃 ②納品・販売 ・座学（作業時の責任について）

② 身だしなみ ③洗車 ④公民館清掃 ⑤石鹸袋詰め

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パソコン

⑤ 洗濯 ⑩古紙リサイクル ⑪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バザー準備

⑥初詣

・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⑨用紙カット

⑩ハウスキーピング

６



〈その他〉

① 読書 ②初詣 ③環境整備 ④買い物 ⑤バザー準備

１．いしずえバザー

日 時：平成３１年２月２２日（金）

  午前１０時～１１：３０分 午後１２時３０分～２時まで

（１１：３０分～１２：３０分は昼休憩）

  場 所：いしずえ（名護市大西３丁目１９番６９）

※パンやお菓子、可愛い雑貨等、おいしい輪、楽しい輪をしっかり

広げ、皆様のお越しをお待ちしております(*^▽^*) 

  ２．第３２回名護市福祉祭り

  日 時：平成３１年３月９日（土）１３：００～（オープニングセレモニー）

３月１０日（日）１０：００～

  場 所：名護市民会館中ホール及び周辺広場

🌸🌸今年もかけはし・いしずえの『おいしい輪』をしっかり広げていきたいと 
  思います。たくさんの保護者・ご家族の皆様のご来店をお待ちしております。
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  １月２５日（金）、とっても良いお天気に恵まれたかけはしバザーは、地域の 

方々、保護者も皆様、たくさんの方が足を運んでくださり大盛況！！ 

ありがとうございました！！ 
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