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「共に歩み 多様に進化するかけはし・いしずえの皆さん」 
 朗報！（いしずえ就労継続支援 B 型の Y さん初の一般就労内定！）企業実習を段階的

に行い、並行して、本人、保護者との現況確認や課題の話し合いを設けながら取り組ん

できました。自立への一歩を踏み出した喜びの声です。「生活リズムをしっかり整え、

言葉使いにも気を付け、頑張りたいと思います」また、一般就労を目指す就労移行支援

の利用者の皆さんは、今回、施設外就労にチャレンジしました。その対価として初めて

の賞与を手にしています。（施設外就労）（福祉的就労）共に歩む利用者の皆さんの未来

図も多様です。 
 一方、かけはし就労継続支援 B 型の利用者の皆さんの、作業着ベスト姿もすっかり馴

染んできたようです。外観のみならず、内面の充実した成果に賞賛がおくられています。

今回は軽作業班の K さんの頑張りをお伝えします。企業のトイレ清掃メンバーに選抜さ

れたことで、新たな作業意欲や積極性が生まれ、帰宅後も嬉しそうに作業の様子を話す

ようになったとのことです。「作業が楽しい、かけはしは楽しい！」と話してくれる K
さんの成長が何よりも嬉しいと、連絡帳に記載してくださったお母さん。「おつかれさ

まです！」声をかけてくれる K さんのにこやかな挨拶も、日々進化しています。 
８月より新たな生産活動にチャレンジしている生活介護の皆さん。企業から依頼され

た広告文書の封筒入れ、シール貼りをお手本を見ながら真剣に、時には笑顔をのぞかせ

ながら奮闘です。９月に予定されている社会見学の話題にも触れ、楽しみもひかえてい

ます。 
 ある日のかけはしフロアでの出来事です。２０年ぶりの従姉妹との再会に感涙する生

活介護の K さん。互いに愛称で呼び合い、タイムスリップした温かいドラマがありまし

た。古里の香りいっぱいの、兄、叔母、従姉妹との外食から戻った満面の笑みの K さん。

七夕の願いは叶ったのではないでしょうか…。 
 いわし雲の空を赤とんぼがゆったり舞い、秋の訪れを教えてくれます。 
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（８月９日（金）かけはし８月誕生日会） 
 
 「これから８月生まれの皆さんのお誕生日会を始めます！本日の主役は、就労継続支

援 B 型より、Y さん、I さんの２名です！」元気いっぱいに紹介してくれたのは、今回初

めて司会に挑戦する Y さん、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！」K さんは「お誕生日おめでと

うございます。Y さん、トイレ清掃頑張ってください。I さんは缶つぶし頑張ってくださ

い」H さんは「空缶つぶしや段ボール回収頑張ってください」K さんは誕生者と握手し

ながら「お誕生日、おめでとう！」そのほかにも M さん、Y さん、N さんがお祝いのメ

ッセージをおくってくれました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そして、今回も生活介護の皆さんが心を込めて作ってくれた美味しいケーキが運ばれて

きました！可愛らしいお花のデコレーションに「きれ～い！」歓声があがります。ロウ

ソクに火を灯し、ハッピーバースデーの歌を皆で唄います♪ケーキを切り分けている間

は、恒例の余興タイムです！K さんをはじめとするかけはしダンサーズの皆さんが踊り

出せば、かけはしの漫才師？K さんの登場！！しかし、今回は相棒の Y さんが不在。急

きょ、代役として指名されたのが、私…。人生初の漫才に挑戦させてもらいました！！

「K さん、今何時？」『今は～チンパンジー』…(―_―)K さんがコップの水を飲み干せば

「K さん、それ美味しい？」『ハンパな～い』…( ﾟДﾟ)なかなか出来ない貴重？な経験を

させてくださった K さん！ありがとうございました（笑）。そこそこ静まった空気（笑）

を一新してくれたのが、T さんと、Y さんの独唱です(;^ω^) 
 

２ 

 先月の行事より 
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主役の挨拶です☆彡 
☆I さん『これからもみんなで一緒に頑張りましょう』 
☆Y さん『清掃頑張ります！』 
切りわけられたケーキが配られ、「いただきま～す！」とっても美味しいという声があ

ちこちから聞こえてきました。そして最後にプレゼント贈呈です。お菓子やジュース、

帽子に靴下、ハンドタオルなど、嬉しそうにテーブルに広げてくれる二人。心優しい女

性の I さん、毎日笑顔が眩しい Y さん、お誕生日おめでとうございます！暑さの盛りで

すが、健康第一で皆で楽しく毎日を過ごしましょう！！ 
 
 
 
（８月１６日（金）いしずえ８月誕生日会） 
 
 いしずえ８月生まれの誕生日会！今回の主役は、就労継続支援 B 型より、Y さん、A
さん、H さん、本日はお休みとなってしまいましたが、S さん、S さんの５名です。今

回の誕生日会はお盆の次の日ということもあり、お休みをしている利用者も多く、また、

ホテル清掃の業務で参加出来ない利用者もいて、いつもより少ない人数での誕生日会で

した。が！いつもどおり、最初から最後まで大盛り上がりでした！司会は就労移行支援

の N さんと支援員です。主役の皆さんへのメッセージでは、Y さんの「エイエイオー」

という元気な掛け声からはじまり、多くのメッセージがよせられました。 
主役の皆さんからの挨拶です。 
☆Y さん『厨房やホテル清掃の仕事など、色々なことを頑張りたいです』 
☆A さん『ホテル清掃、石鹸の詰め込み作業を頑張り、就職を目指したいです』 
☆H さん『こんにちは！お疲れさまです！終わります（笑）冗談です。B 型に入 
     ってからの初めての誕生日です。嬉しいです。これからも頑張ります』 
 次は、皆さんお待ちかねの B 型特製ロールケーキが運ばれてきました！今回も、皆さ

ん笑顔いっぱい美味しそうに食べていました。輪投げゲームもあり、上位５人にはドー

ナツの嬉しい景品もありました。最後にプレゼント贈呈が行われました。今月も、とて

も楽しい誕生日会となりました。 
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１、かけはし       【８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 

                    ⑪封筒入れ 
〈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ホテル客室清掃 
〈その他〉 

① 読書 ②環境整備 ③買い物  
 
 
 
 
 

      

    １．いしずえバザー 
    日時：令和元年９月６日（金） 
    午前１０時～午後２時まで。 
    場所：いしずえ（名護市大西３丁目１９番６９号・大西公民館近く） 
    🍞🍞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 
     広げて皆様のお越しをお待ちしております。 

  
 ２．かけはし・いしずえ合同運動会 
 日時：令和元年１０月２５日（金） 
   １０：３０～１４：３０（予定） 
 場所：名護市２１世紀の森体育館 
 ※詳しい内容は、後日文書にてお知らせいたします。 
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     ８月２４日（土）２５日（日）にイオン名護店にて、ハッピー 

    ハートバザールが行われました。かけはし・いしずえのパンや雑貨が 

    並び、完売いたしました！足を運んでくださった皆様、ありがとうご 

   ざいました！ 
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みんなで力を合わ

せて、一生懸命、頑

張っています！ 

隅々まできれい

になりました！ 
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