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「多彩な活動で育む かけはし・いしずえの輪」 

 ♪明かりをつけましょぼんぼりに♪生活介護の皆さんの歌声がかけはしフロアから

流れてきます。“弥生３月”初詣で祈願したのがつい先月。１月のかけはしバザー、２

月はいしずえバザー、立て続けの取り組みでしたが、大いに奮闘した利用者の皆さんで

す。幾つかの課題も上がり、次回へしっかり活かしていきたいと思います。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。 

 

生産活動を通して工賃向上を目指す就労継続支援 B 型の皆さんは、〈パン、菓子製造、

清掃リサイクル作業、ハウスキーピング、アパート清掃、護岸清掃等〉活動計画表に則

って日々頑張っています。「今月は一回も休んでいないから皆勤手当がもらえますよね」

「自分の目標利用日が来れているかな？」「３月はボーナスがあるんですか？」工賃支

払日が近づくとよく聞かれる会話です。（作業能力）（作業態度）（出勤状況）を項目毎

に評価をし、新年度からの工賃査定をします。「工賃向上」「支援の充実」を基幹の取り

組みとして、日々奮闘するかけはし・いしずえ就労継続支援 B 型の皆さんです。 

 

一方、いしずえ就労移行支援の Y さんは企業での６か月職場適応訓練期間の折り返し

に入りました。毎月１回、いしずえで定期的に本人、保護者との面談を行っています。

現状報告に伴い、評価、課題を把握し、改めて社会人としての基本的な事柄、一般企業

で働くことの厳しさ等を確認します。また、自宅での余暇の過ごし方の支援も行ってい

ます。Y さんのチャレンジに利用者の皆さんもエールを送っています。 

平成３０年度の締めくくりの３月です。新年度へのバトンタッチも明るく楽しく元気

よくしっかり取り組んで参ります。 
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（※１月行事追記※） 

（１月２８日（月）生活介護桜祭り見学） 

 

 １月２８日（月）Y さん、M さん、Y さん、サビ管、と支援員の５名で桜祭りに行っ

てきました。八重岳の桜を見て心が癒された後、別の楽しみ屋台での買い物です。八重

岳の屋台が閉まっていたため、名護城へ急行！皆さん食べたい物を選んで買い物をして

嬉しそうに食べていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１月２９日（火）生活介護桜祭り見学） 

 

 桜祭り見学！場所は名護城へ！午前１０時に出発！メンバーは Y さん、A さん、支援

員２名です。みんなで散歩をしながら桜の木の下で写真を撮ったりして出店へ向かいま

した。A さんはタコ焼きとリンゴジュースを、Y さんはタコ焼きとレモンティーを購入

(*^▽^*)その後、広場へ移動して屋根のある場所でみんなで美味しくいただきました。

その後は再び、散歩をしました。桜は五分咲きでしたが、天気にも恵まれ、ニコニコ楽

しい時間を過ごすことができました。 
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 先月の行事より 
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（１月３０日（水）生活介護桜祭り見学午後の部） 

 桜祭り見学、午後は Y さんと M さんと一緒に行ってきました！ 

ホットドックやジュース、大判焼きを、見晴らしのいい高台で食べました。Y さんは家

族へのお土産も買っていましたよ(*^▽^*)楽しいティータイムとなりました🎶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１月３１日（木）生活介護桜祭り見学） 

 今日は桜祭り見学ということで天気も良く、予定通り名護城へ！桜の開花には早かっ

たのですが、屋台で T さんの大好きな大判焼きを買い、支払いもバッチリ(*^▽^*)名護

城上のガンジュー広場で美味しそうに食べていました🎶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１月３１日（木）生活介護桜祭り見学） 

 とても良いお天気の午後、I さんと桜祭り見学へ🌸ゆっくり歩きながら観賞し、そし

てお楽しみの屋台へレッツゴー‼レモンティー、焼き鳥、ホットドッグを美味しそうに

食べる I さん☆彡楽しい午後のひとときでした🎶 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ３ 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj43O665bTgAhVLQd4KHatOAesQjRx6BAgBEAU&url=https://kawaii-illust.com/?p%3D70&psig=AOvVaw2RgWe91EhShR7Qt0m-XYUt&ust=1550012701003650
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqiO7Uw7LgAhUI8LwKHSuFCgkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.illust-ai.com/single.php?c%3D00000073&psig=AOvVaw1owSuIuKdut6oJ6ymcCxVB&ust=1549934601559847
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqiO7Uw7LgAhUI8LwKHSuFCgkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.illust-ai.com/single.php?c%3D00000073&psig=AOvVaw1owSuIuKdut6oJ6ymcCxVB&ust=1549934601559847
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqiO7Uw7LgAhUI8LwKHSuFCgkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.illust-ai.com/single.php?c%3D00000073&psig=AOvVaw1owSuIuKdut6oJ6ymcCxVB&ust=1549934601559847
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj43O665bTgAhVLQd4KHatOAesQjRx6BAgBEAU&url=https://kawaii-illust.com/?p%3D70&psig=AOvVaw2RgWe91EhShR7Qt0m-XYUt&ust=1550012701003650
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTnL_n5rTgAhULMd4KHbhCD1MQjRx6BAgBEAU&url=http://tbkr-material.seesaa.net/article/431617307.html&psig=AOvVaw2RgWe91EhShR7Qt0m-XYUt&ust=1550012701003650
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTnL_n5rTgAhULMd4KHbhCD1MQjRx6BAgBEAU&url=http://tbkr-material.seesaa.net/article/431617307.html&psig=AOvVaw2RgWe91EhShR7Qt0m-XYUt&ust=1550012701003650


 

 

（２月１日（金）生活介護桜祭り見学） 

 生活介護桜祭り見学！今日のメンバーは S さん、N さん、K さん、H さんと職員２名

です。皆で名護城へ行ってきました。桜はあまり咲いていませんでしたが、アメリカン

ドックやから揚げ、大判焼きと美味しいものを食べて楽しんできました🎶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２月７日（木）かけはし就労継続支援 B 型 社会見学） 

 かけはし B型では今回４グループに分かれての社会見学となりました。本日は第１班、

作業班のメンバー（Y さん、K さん、A さん、S さん、T さん、K さん、H さん、Y さん）

８名と、職員２名計１０名で沖縄市泡瀬のマンガ倉庫に行ってきました。今回は買い物

を通して社会のルール、レジでのやり取りを学ぶ目的のもと実施。当日は天気にも恵ま

れ絶好のお出かけ日和。かけはしを出発し、いざマンガ倉庫へと車を走らせます。車内

ではみなさんテンションが高く、会話もはずんでいました🎶午前１１時に買い物スター

ト！店内に入り、商品の品ぞろえの豊富さに驚きを隠せない一行( ﾟДﾟ)皆さん、目的の

ものを見つけるため、店内を歩き回ります。 

欲しい物が買えた人、なかなか探せずあきらめた人もいましたが、何とか全員一つは買

うことが出来ました。約１時間の買い物はあっという間に終わり、次は皆さんお待ちか

ね、ランチタイムです！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

とんかつ屋さんに入り、かつ丼、カツカレー、かつ定食で胃袋を満たし、帰路へとつき

ました。普段の作業とは違い、皆さん、終始和やかなムードで、充実した一日になった

のではないでしょうか？また一段と作業班の団結力が強くなると実感した一日となり

ました。 
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（２月８日（金）かけはし就労継続支援 B 型 社会見学） 

 社会見学第２班レポーターです(^_^)v 今日は７名の利用者（C さん、D さん、H さん、

Y さん、M さん、S さん、T さん）と、職員２名でイオン南風原へ行きました。出発す

るときは、小雨が降っていましたが、高速道路に入ってからしばらくすると雲の隙間か

ら陽ざしが見えてきました。イオン南風原に到着する頃には、雨も上がってホッと一息

(^_^)v 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

店内に入って、二手に分かれていざ買い物へ！本当に必要な物を考えて皆さんそれぞれ

楽しそうに買っていました。昼食はフードコーナーで食べたいものを選びました。美味

しそうに皆さんニコニコ(*^▽^*)そして満腹、満腹！帰りの車内では、何を買ったのか

見せ合いっこもして、終始楽しそうで、充実した社会見学となりました！ 

 

（２月８日（金）かけはし２月誕生日会） 

「これから２月生まれの誕生日会を始めます！今日は主役がたくさんいます！紹介し

ます！生活介護より、E さん、Y さん、就労継続支援 B 型より N さん、H さん、N さん、

K さん、S さん、A さん、K さんです！」本日の司会 N さんと支援員が元気いっぱい紹

介をしてくれました。「誕生者の皆さんより挨拶をお願いします」 

☆A さん『作業を頑張っています』 

☆K さん『パンの形成を頑張っています。アイドルの嵐が好きです』 

☆N さん『製造を頑張っています。形成も頑張っています』 

☆S さん『製造やハウスキーピングを頑張っています。就職目指して頑張ります』 

☆Y さん『JAL に乗りたいです』 

☆K さん『アパート清掃や販売を頑張っています』 

☆H さん『一週間交代で作業と製造をやっています。頑張りすぎて無理をしない 

     ようにしたいです』 

☆N さん『仕事はパンの生地丸めと切り分けです。よろしくお願いします』 

☆E さん『これからも頑張ります』 

「今度は誕生者の皆さんへメッセージをお願いします！」 

「製造や作業を頑張って、皆で工賃をあげましょう」「皆さん、お誕生日おめでとうご

ざいます」「これからもみんなで頑張りましょう S さん、K さん、M さんから温かいメ

ッセージがおくられました。 
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突然、主役の E さんから、「H（支援員）さん、お願いします！」と、大好きな H 支援員

への指名がありました(^_^)v 

「２月生まれの皆さん、お誕生日おめでとうございます。作業も頑張って、みんなで仲

良くやっていきましょうね🎶」E さん、ニコニコ嬉しそうでした(*^▽^*) 

 皆さんお待ちかね！手作りケーキが運ばれてきてロウソクに火を灯します。皆で心を

込めて誕生日の歌を唄います。嬉しそうに火を吹き消す主役の皆さんたち。ケーキを切

り分けている間は、こちらもお待ちかね？！余興タイムです。かけはしダンサーが華麗

なダンスを披露し、K さんと K さんのコントがあり本日も盛沢山。たくさん楽し 

ませてもらいました！美味しいケーキも食べ、最後はプレゼント贈呈！お菓子やジュー

ス、文房具に靴下など、嬉しそうに紹介してくれる主役の皆さん。

かけはしのムードメーカーE さん、かけはしのスターY さん、キャリアウーマン N さ
ん、かけはしダンサーズの H さん＆K さん、しっかりものの S さん、ニコニコ笑顔が素
敵な N さん、元気いっぱい K さん、面倒見もいい A さん、お誕生日おめでとうございま
す🎶皆さんの笑顔がはじけるとっても楽しい誕生日会でした！ 

（２月１４日（木）かけはし就労継続支援 B 型 社会見学） 

 今回は初の試みで４グループに分かれての社会見学！今日のメンバーは軽作業班のS
さん、T さん、A さん、K さん、M さん、R さん、I さん、Y さんの８名と、職員２名
で、他施設の活動、作業風景を見学、交流も目的として、ドリームワークそてつさん

へと出発(*^▽^*)パン工房、お米、サニーレタスの水耕栽培、ウレタン樹脂独特のス

テッカー作り、請負作業等、色々な作業があり、利用者に合った作業を導入し、生産活

動に取り組んでいました。 
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作業の多さ、パンの種類の多さにびっくりしている軽作業班の皆さん。好きなパンを嬉

しそうに選んでいました。昼食はシェイキーズの食べ放題！！「好きなものを選んでね」

「おかわりしてもいいんだよ」の声にニコニコ笑顔の皆さんでした(*^▽^*) 

（２月１５日（金）かけはし就労継続支援 B 型 社会見学） 

 B 型最後の社会見学は、S さん、N さん、N さん、K さん、K さんの５名と、職員２名

の女子グループです。場所はイオン南風原です。「お店が多くて、どこで買ったらいい

かわからないな」戸惑い気味の利用者さんもいたので、「ゆっくり見て、決めても大丈

夫だからね」と声をかけると安心した様子が見られました(*^▽^*)靴下やボールペン、

お菓子や家族へのお土産などを皆さん楽しそうに選んでいました。 

昼食はフードコートでそれぞれ好きなものを選び、デザートのアイスクリームも完

食！！帰りの車中でも、ワイワイ賑やかに過ごしていました☆彡 

（２月１５日（金）いしずえ２月生まれ誕生日会） 

 本日の主役は就労継続支援 B 型より、H さん、F さん、T さん、K さんの４名です。司

会は Y さん、Y さんが明るく元気よく進行してくれます。「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！」R さんは「お誕生日おめでとうございます。H さん

製造頑張ってください。F さんこれからもトラック班でゴミ拾い、缶潰し頑張りましょ

う。T さん製造、箱折りなど頑張ってください。K さん、ペーパー整理、箱折り頑張っ

てください」その他にもたくさんのメッセージをいただきました。続いて誕生者から決

意表明です。 

☆H さん『製造にて洗い物を頑張り、缶潰しをしたい』

☆F さん『これからもトラック班で頑張りたい』

☆T さん『製造にてお菓子作り、箱折りを頑張りたいです』

☆K さん『皆さんと仲良く作業を頑張りたい』

７ 
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 その後、皆で美味しいケーキをいただきました。そしてお待ちかね！プレゼント贈

呈！H さんは靴下、歯ブラシ、お菓子など、F さんは商品券、T さんはスパイダーマンの

DVD、K さんはお部屋の芳香剤を嬉しそうに受け取っていました。皆さん、お誕生日お

めでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  ２月２２日（金）いしずえバザーが行われました(*^▽^*)雨の中、足を運んでくだ

さった皆様、ありがとうございました！！ 

 

１、かけはし       【2 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               ８ 
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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  

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（何のための作業か）                            

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  

⑤ 洗濯       ⑨古紙リサイクル ⑩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 

      

 

 

 

９ 



・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

〈その他〉 

① 読書 ②環境整備 ③買い物 ④バザー準備

  ２．『平成３１年度 かけはし・いしずえ入所式』 

  日 時：平成３１年４月１日（月） 

  場 所：大西公民館２階ホール（いしずえ向かい） 
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