
 

かけはし便り 

          
第 1 8 2 号 
令 和 元 年  5 月  １  日 

 
 

「共にチャレンジ 共に歩む かけはし・いしずえの皆さん」 
 入所式で沢山のエールを頂き、満面の笑みで応えた９名の利用者の皆さんはそれぞれ

の部署で訓練、生産活動に励んでいます。支援学校在籍時の体験実習との相違に少し戸

惑いをみせる利用者さん。長い間利用していた前事業とは異なる生産活動にも一生懸命

取り組む利用者さん。登所時に交わす挨拶も大きな声で応えるようになり、朝礼での点

呼や報告、伝達もしっかり発表しています。休憩時間ともなると、フロアで思い思いに

過ごし、コミュニケーションを図っています。一方、６ヶ月の職場適応訓練にチャレン

ジしている就労移行支援の Y さんは、いよいよ終盤に入り、奮闘中です。菓子製造の皆

さんが丁寧に作った“クルクルパン”、新メニューのクラムチャウダーに添えたパンは

大好評でした！人参たっぷりのクラムチャウダーも絶賛でした。 
 かけはしの皆さんの奮闘ぶりもお伝えします。 
２年前からハウスキーピングの仕事をさせていただいている企業の方から『毎回、綺麗

に草刈りをしてくださり感謝しています』『感動する仕上がりでした。ありがとうござ

います』嬉しいお言葉をいただきました。これからも、利用者・職員一同、力を合わせ、

益々、頑張りたいと思います。 
 定期的に販売をさせて頂いている企業からの清掃（トイレ、廊下）の依頼があり、担

当者との打ち合わせを経て、３～４名でのユニットで取り組んでいます。事業所内では

見られなかった利用者さんの力が発揮され、更なるステップに繋がると、嬉しい報告も

ありました。何よりも利用者さんの自信が自立への原動力に進化していくことだと思い

ます。 
登所時のバイタルに始まり、帰宅前のバイタルで生活介護の皆さんの健康状態が把握

され、一日を振り返り、連絡帳に記載されます。必要に応じて保護者への報告もあり、

大切な連携の一つです。朝礼後のフロア清掃、ガラス拭き、午後のトイレ掃除、コップ

洗い等、かけ声も元気な、いっぽいっぽの皆さんです。 
 令和元年の五月空を、かけはしのミニ鯉のぼりの群れがゆったり泳いでいます。 
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（４月１日（月）かけはし・いしずえ合同入所式） 
 
 「これから平成３１年かけはし・いしずえ合同入所式を始めます！」 
本日の主役は、いしずえ就労移行支援、Y さん、M さん、A さん、A さん、いしずえ就

労継続支援Ｂ型、Y さん、R さん、E さん、K さん、かけはし就労継続支援Ｂ型、Y さん

の９名です。一人ずつ、自己紹介が行われました。「これからよろしくお願いします」「み

んなで一緒に頑張りたいです」「販売を頑張ります」恥ずかしそうにしながらも、皆さ

んしっかりと挨拶をしてくれました。先輩の挨拶として、いしずえ就労移行支援の N さ

んが「皆さんおめでとうございます。入所したばかりで緊張しているかと思いますが、

利用者も職員も優しくしてくれるので声をかけてください」頼れる先輩からのメッセー

ジでした！ 
 保護者会長より乾杯の音頭がありました。「本日、新しい元号が“令和”になるとい

う発表がありました。新しい、出発にふさわしい日に入所した皆さん、一日一歩ずつ前

進できるよう頑張ってください」心温まるエールいただき、皆で乾杯！！ 
たくさんの拍手がおくられました(*^▽^*) 
 しばし歓談の後は、かけはし・いしずえ選抜メンバーによる余興のダンスが行われま

した！それにしてもスターがいっぱい☆彡会場を大いに盛り上げてくれました！ 
 来賓の皆様より激励の言葉をたくさんいただきました。「感謝する気持ちを大切に、

焦らず一歩ずつ前進してください」「仲間を大切に、一歩ずつ歩んでいってください」「夢

に向かって頑張ってください。ずっと応援しています」「それぞれの好きなことを伸ば

し、楽しんで勉強してください」来賓の方々をしっかりと見つめ、真剣に話を聞いてい

る主役の皆さんたちの横顔が印象的でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ２ 

 先月の行事より 

皆さん、よろしく 

お願いします！ 
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 保護者の方からも「慣れないことが多いかと思いますが、皆さん、どうぞよろしくお

願いします」「目標に向かって頑張ってほしいです」 
 そして、管理者より一人ひとりへ歓迎の花束が贈られました！笑顔いっぱいで受け取

る主役の皆さん(*^▽^*)最後に代表者挨拶が行われました。「一人ひとりが自立できるよ

う、しっかりとサポートしていきたいと思います。焦らず、一歩一歩、皆で力を合わせ

て頑張っていきましょう」会場の皆さんから盛大な拍手がおくられました！ 
 主役の皆さん、おめでとうございます！明るく、楽しく、元気よく、笑顔いっぱいの

日々を積み重ねることが出来ますように(*^▽^*) 
 
 
（４月１９日（金）かけはし４月生まれ誕生日会） 
 
 「これから４月生まれの誕生日会をはじめます！本日の主役は、生活介護より M さん、

H さんの二人です！」元気いっぱい司会を担当してくれたのは、E さんと支援員です。「主

役の皆さんへお祝いのメッセージをお願いします！」I さんは「皆さんおめでとうござ

います！これからも頑張ってください！」K さんは「生活介護で頑張ってください」Y
さんは「これからも頑張ってね、メェ～」その他にも、Y さん＆K さん、支援員、A さ

んがメッセージを送ってくれました。主役二人からの挨拶です。 
☆M さん『生活介護で頑張ります！』 
☆H さん『足が治ったらいいな。これからも頑張ります』 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ３ 
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 次に皆さんお待ちかね、手作りのバースデーケーキが運ばれてきました！きれいなデ

コレーションに歓声があがりました(*^▽^*)ロウソクに火を灯し、「ハッピーバースデー

トゥーユー♪」手拍子と一緒に心を込めて唄います！ケーキを切り分けている間は、余

興タイム！かけはしダンサーズの H さん、D さん、K さん、E さん、N さんがノリノリ

のダンスを披露してくれました(^_^)vKY の爆笑？！コント、T さん、Y さんの元気な歌

が披露されました！ 
 さあ皆さんお待ちかねのケーキが配られ「いただきま～す！」「スポンジも美味しい！」

「甘くて美味しいです」あちこちから嬉しい声が聞こえてきました♪ 
 最後はプレゼント贈呈！Y さん、Y さんから手渡されました。ぬりえにクッション、

鏡、シール、色鉛筆、タオル、靴下など、嬉しそうに紹介しくれた主役の二人。 
いつもピカピカな笑顔が眩しい M さん、ぬりえがとても上手で面倒見もいい H さん、

お誕生日おめでとうございます！平成最後の誕生日会！笑顔いっぱい、元気いっぱい、

楽しく過ごすことが出来ました(^_^)v 
 
 
 
（４月２６日（金）いしずえ４月生まれ誕生日会） 
 
 平成も残り４日となった４月２６日、いしずえでは平成最後の誕生日会を行いました。

今回の司会は、自ら「司会をやりたいです！」と名乗りを上げた Y さんです。今月の主

役は４名です。M さん、H さん、Y さん、M さんです。お祝いのメッセージでは、R さ

んが「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。Y さん、箱折り

頑張ってください。M さん、移行での仕事を頑張ってください。Y さん、体に気を付け

て仕事頑張ってください」他にも T さん、Y さん、Y さん、H さんからお祝いのメッセ

ージをいただきました。次はお待ちかね、バースデーケーキの登場です。今回ももちろ

ん！いしずえ B型製造班手作りのロールケーキです(^_^)vいつも美味しいケーキをあり

がとうございます。 
 ケーキカットをしているあいだ、なぞなぞタイムです。皆さん、一生懸命に考え、正

解した方は飴をゲットしました(^_^)v ケーキを嬉しそうに口に運ぶ皆さんの笑顔は素

敵で、作った方も幸せな気持ちでいっぱいです。 
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最後にプレゼント贈呈の時間です。本、ノート、靴下とプレゼントらしい品物が続く

なか、Y さんのプレゼントはなんと！！調味料でした！！本人に聞くと、家で料理をす

るとのこと🎶🎶主婦かと思わせる発言にびっくり！！主役４名からも今後の目標を話し

てもらい、笑いの絶えない楽しい誕生日会を過ごすことができました。  
 平成も終わりをむかえ、令和へと時代はうつります。皆さんは平成の時代をどう過ご

されましたか？平成を振り返り、令和への目標をしっかりともち、夢実現へ向け、一歩

一歩進んでください！私も法人かけはしの一員として、かけはし・いしずえを支え、利

用者と共に毎日充実した日々を過ごしていけたらと思っています。今後もよろしくお願

いします。 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

１．例年どおり、ゴールデンウイークも営業しております。 
 
 
２．かけはしバザー 

  日時：令和元年５月１７日（金） 
  午前１０時～１１：３０分 午後１２時３０分～２時まで 
  （１１：３０分～１２：３０分は休憩） 
  場所：かけはし（名護市我部祖河１１９７番１３） 
 ※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(*^▽^*) 
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  平成３０年度皆勤賞の表彰式が行われました！ 

  １日も休まず２５５日休まず頑張った１位のメンバーは～ 

  🌸🌸かけはし生活介護  

M さん・Y さん・Y さん 

  🌸🌸かけはし就労継続支援Ｂ型 

     K さん・H さん・I さん・T さん 

     T さん・S さん 

  🌸🌸いしずえ就労継続支援Ｂ型 

     S さん 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

                  

                   
 
   皆さん、すごい！！ 

   おめでとうございます(*^▽^*) 
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１、かけはし       【４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かるた・トランプ     ⑧デニッシュパン                                                                                                                                                                  
⑨足湯                        ⑨アイスクリーム 
 〈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公園 ⑩買い物 
 
・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企業のトイレ清掃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  ・座学「オリエンテーション」                            
② 身だしなみ    ③洗車 ④石鹸袋詰め       （目標・就労移行支援の目的） 
③ 清掃       ⑤キーホルダー作り 
④ 整理整頓     ⑥菓子箱作り  
⑤ 洗濯       ⑦古紙リサイクル 

 
〈その他〉①美化活動 ②買い物  
 

７ 



・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 
             ・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ゴミ袋作り 
〈その他〉 

① 読書 ②環境整備 ③買い物  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

８ 


