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「暑さに負けず 奮闘する かけはし・いしずえの皆さん」 
 夏、真っ盛り！楽しみにしていた“海水浴＆バーベキュー”は台風５号の影響で中止

となり、保護者の皆様へもご心配をおかけしました。担当チームの迅速な判断、適切な

対応で、バーベキューは夏野菜カレーとデザート、かき氷作り、DVD 鑑賞（かけはし）、

一週間繰り上げの誕生日会（いしずえ）へと変更、利用者の皆さんのいつもの笑顔も見

られ、楽しいひと時を過ごしました。来年こそは、天候に恵まれますように…。 
 かけはし就労継続支援 B 型で施設内実習（７/２２～８/２）にチャレンジしている M
さん。沖縄綿久寝具で企業実習（７/１～７/３１）にチャレンジしている Y さん。一般

就労を目指し、日々、切磋琢磨の就労移行支援の皆さんです。 
 障がい者就業・生活支援センター「ティーダ＆チムチム」との連携を図り、初めての

企業実習にチャレンジした就労継続支援B型のYさん。菓子製造班、環境リサイクル班、

ホテル客室清掃班の皆さんも暑さ対策をとり奮闘です。 
 ある日のいしずえフロアでの一コマです。 
R さん「今日、シフォンケーキ、２個作ったよ。上手になっているよ」 
E さん「マフィンも上手になっているよ」 
思いがけない声かけに少し戸惑いましたが、嬉しく思い過大に応えることにしました。 
皆さん、日々、しっかり進化しています。 
 一方、かけはし就労継続支援 B 型ではハウスキーピング、トイレ清掃作業、アパート

清掃を継続して取り組んでいますが、今後、「施設外就労」として確立すべく、いしず

え就労継続支援 B 型と共に準備を進めています。「８月はボーナスでるんですか？」「８

月は２回もらえるんですか？」すっかり７月の風物詩となった A さんの登場です。 
かけはしパワーの発信源となる、個性豊かな生活介護の皆さん、令和元年、七夕の願

いは叶ったのでしょうか？「ジミーのお菓子が食べたい！」「社長の車の運転手になり

たいな」「アンパン食べたい」「おいしい物をたくさん食べたい」「消防隊員になりたい」

「那覇空港に行きたい」「津堅島の人参が食べたい」「チキンが食べたい」 
 明るく楽しく元気よく、長い夏を乗り切っていく、たくましい、かけはし・いしずえ

の皆さんです。 
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（※６月行事追記※） 
（６月２８日（金）いしずえ６月誕生日会） 
 
 いしずえ６月生まれの皆さんの誕生日会、主役は就労継続支援 B 型から Y さんと、R
さんの２名です。今回司会を務めてくれたのは、Y さんです。元気いっぱい進行してく

れました！まずは、皆さんから誕生者へのメッセージをいただきました。T さんは「製

造やトラック班、就職を目指して頑張ってください。R さん、製造頑張ってください」Y
さんは「Y さん、いつも製造を頑張っていてすごいです。R さん、シフォンケーキ作り、

一緒に頑張っていきましょう」H さん「Y さんは製造やトラック班、ホテル清掃など色々

な作業をこなしていてすごいなと思います。R さんは、毎日元気に製造していてすごい

なと思います」等々、他の皆さんからもたくさんのメッセージをいただきました 
(*^▽^*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
誕生者の挨拶です！ 
☆Y さん『製造にトラック班、ホテル清掃を覚えながら作業を頑張っていきます！』 
☆R さん『製造でケーキ作りを頑張ります！』 
 力強い一言をいただきました。ケーキが切り終わるまで、フロアでは、輪投げ大会で

盛り上がりました！そして、お待ちかねケーキも食べて、ニコニコ大満足な誕生日会で

した。 
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 先月の行事より 
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いしずえでは６月２６日、かけはしでは６月２８日に避難訓練を行いました。避難にか

かった時間はいしずえが１分３０秒、かけはしは４分４０秒でした。副自衛消防隊長を

中心に、職員は通報連絡係、初期消火係、避難誘導係に分かれて利用者を安全、迅速に

誘導します。腰を低くし、ハンカチや手で口を押えて移動する皆さん。真剣に行動して

いました。「皆さん、落ち着いて行動してください！」かけはし、Y 消防団長の声が響き

渡りました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（７月１２日（金）かけはし７月誕生日会）  
 
 「これから、７月生まれのお誕生日会を始めます！本日の主役は、生活介護より、A
さん、Y さん、就労継続支援 B 型より K さん、、T さん、A さん、K さん、T さんです！」

元気いっぱい司会を担当してくれたのは、Y さんと O 支援員の仲良しコンビです。「誕

生者の皆さんへお祝いのメッセージをお願いします！」E さんは「皆さんお誕生日おめ

でとうございます。これからも頑張ってください」K さんは「A さん、Y さん、生活介

護で頑張ってください。B 型の皆さんは、アパート清掃や、パン作りを頑張ってくださ

い」その他にも、M さんや、Y さん、I さんがメッセージを送ってくれました。 
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 皆さんお待ちかね！生活介護メンバー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ます！「ハッピーバースデートゥーユー♪」 
皆で元気いっぱいおめでとうの気持ちを込めて唄います。主役の皆さん、勢いよくロウ

ソクの火を吹き消してくれました！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
主役の皆さんの挨拶です(*^▽^*) 
☆A さんは大好きな K 支援員と一緒に～ 
『皆さんお祝いしてくれてありがとうございます！これからも毎日楽しく頑張りまし

ょう！』 
☆Y さん『消防士になるために勉強頑張ります！』 
☆K さん『僕はお母さんと同じ誕生日です。仕事も野球も頑張ります』 
☆T さん『頑張ります』 
☆A さん『アパート清掃頑張ります』 
☆K さん『パン製造を頑張ります。生地丸めを頑張ります』 
☆T さんは O 支援員と一緒に『かけはし、楽しいです。これからもよろしく』 
 ケーキを切り分けている間は、“ジャンケンゲーム”をして盛り上がりました。O 支

援員、司会の Y さん、管理者とジャンケンをして勝った人は残っていきます！優勝は誕

生者で主役の K さんでした！さすが、スターは違いますね☆彡その後は、かけはしダン

サーの K さん、E さんが元気いっぱいに踊り、“KY”のコントが行われ会は大いに盛り上

がりました！！ 
 そして皆さんお待ちかねのケーキが配られました。切り分けられたケーキの隣りには、

保護者からの差し入れでとっても美味しいスイカが並びました！！「スイカ、とっても

甘くて美味しいです！」皆さんの笑顔が印象的でした。 
 最後はプレゼント贈呈が行われました。お菓子やジュース、T シャツ、文房具など、

嬉しそうにテーブルに並べてくれる皆さん。笑顔がとってもチャーミングな A さん、か

けはしの消防隊長 Y さん、かけはしの盛り上げ隊長 K さん、歌がとっても上手な T さん、

かけはしの広報担当 A さん、しっかり者の K さん、ダンスが大好き T さん、お誕生日お

めでとうございます！夏真っ盛り☀楽しい思い出をこれからいっぱいつくっていきま

しょう！！ 
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（７月１９日（金）いしずえ７月誕生日会）  
 
 今日は、楽しみにしていた海水浴＆バーベキューの日でした。しかし台風５号の接近

のため中止となってしまいとても残念でしたが、いしずえでは誕生日会を行うことにな

りました。今回の主役は就労継続支援 B 型の K さんと、就労移行支援の N さんの２名で

す。A さんの元気な司会で会はスタートです♪まずは主役へのお祝いのメッセージをも

らいました！T さんは「N さんは就労移行で仕事を真面目に真剣に取り組んでいて、K
さんとは一緒にマフィンを作ったり洗い物をしたりして楽しいです！」Y さんは「お誕

生日おめでとうございます！K さん、製造班で一緒に頑張りましょう。N さん、就職目

指して移行でも頑張ってください」A さん「K さん、N 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」他にもたくさん素敵なメッセージをいただきまし

た。 
 主役からの挨拶です☆彡 
☆K さん『おつかれさまです。皆さんお誕生日会を開いてくれてニフェーデービ     
     ル！！』 
☆N さん『やっと大人の仲間入りです。就職目指して色々頑張りたいです！！』 
 次は皆さんお待ちかねバースデーケーキの登場です。いつもは B 型製造班の手作りロ

ールケーキですが、今回は N さんの記念すべき二十歳の誕生日ということで、T 支援員

に教わりながら、就労移行のメンバーで初めてケーキ作りを行いました！N さんは「最

初は空気を入れながら混ぜるのが難しかったけど、とても楽しかった」と、他の皆さん

も、イキイキした表情でケーキ作りを楽しんでいました。大きな四角のケーキと、ホー

ルケーキでとても豪華にしあがり、味ももちろんバッチリでした(≧▽≦) 
 ケーキカットをしている間は、皆でトランプで遊びました。数字で遊ぶトランプでは

なく、「一発芸」「〇〇さんに一言」「腕立て伏せ５回」等のお題が書かれているカード

もあり、大盛り上がりでした(*^▽^*)今月の誕生日会も笑いの絶えない素敵な会になり

ました。これから夏本番！！暑さに負けず、皆で元気に頑張っていきたいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５ 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiawLjn7tHjAhWS62EKHXflBysQjRx6BAgBEAU&url=https://illustrain.com/?p%3D17345&psig=AOvVaw0P2j9Yi3W6sGFiSMT51uVn&ust=1564205423680513
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwijp9PQ_NHjAhWKMt4KHXmQBsQQjRx6BAgBEAU&url=https://illust.download/archives/13681&psig=AOvVaw0P2j9Yi3W6sGFiSMT51uVn&ust=1564205423680513
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwirw6SE_dHjAhUCUN4KHVmEA90QjRx6BAgBEAU&url=http://comimaru.com/%E5%BA%97%E8%88%97%E6%A1%88%E5%86%85/free-illustration-sweets-shortcake/&psig=AOvVaw0P2j9Yi3W6sGFiSMT51uVn&ust=1564205423680513
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjw2cOx773jAhXDMt4KHSbcAlUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.irasutoya.com/2012/04/blog-post_09.html&psig=AOvVaw3D--OR-5hQEKnkA3PmN2tz&ust=1563518731171493


１、かけはし       【7 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バースデーケーキ 
④着脱衣の基本動作    ④会話・コミュニケーション ④パイ 
⑤身だしなみ       ⑤パズル・ちぎり絵     ⑤スコーン 
⑥整理整頓        ⑥ビーズ          ⑥デニッシュパン 
⑦清掃          ⑦文字練習         ⑦アイスクリーム 
⑧入浴・清拭                     ⑧販売納品                                                                                                                                                                
⑨足湯                        ⑨新聞紙切り 
                           ⑩ポスティング 

         
〈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 ・施設内実習                            
② 身だしなみ    ③洗車 ④石鹸袋詰め    （かけはし） 
③ 清掃       ⑤菓子箱作り        ・企業実習 
④ 整理整頓     ⑥古紙リサイクル      （沖縄綿久） 
⑤ 洗濯                      
〈その他〉①美化活動 ②買い物  
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・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・バースデーケーキ 
             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⑪草刈り⑫ホテル客室清掃 
〈その他〉 

① 読書 ②環境整備 ③買い物  
 
 

   
 

１．第５回ハッピーハートバザール 
 日 時：８月２４日（土）１１：００～１７：００ 
      ２５日（日）１０：００～１７：００ 
 会 場：イオン名護店（ベスト電器前） 
「北部地域の福祉施設、作業所などで作っ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、可愛い雑貨などもたくさん 
ご用意して、皆様のお越しをお待ちしております！ 
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