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「多様に進化するかけはし・いしずえの皆さん」 
 “平成から令和へ繋ぐかけはしの輪”力強いテーマの下、７７名の利用者の皆さんの

カラフルなパフォーマンスが披露された第１６回運動会。今回初めて参加した利用者さ

ん。開催回数と同じ１６回目の参加が出来た利用者さん。回を重ねる毎に声援も増えて

きた保護者席のご家族の皆様。応援に駆けつけてくださった社会福祉法人名護学院の職

員、利用者さん。実習生と一緒に参加してくださった名護特別支援学校高等部の先生方、

保護者の方。一方、アメリカ在住で数年ぶりに帰省していらっしゃったとの事で「楽し

みにしていましたよ」と声をかけてくださった K さんの親戚の方。可愛い赤ちゃんを抱

きかかえながら応援に来てくれた産休・育休中の４名の職員の皆さん。チームワークの

絆。意気揚々な個人プレー、歓喜溢れる声援、一人ひとりが持てる力を発揮したかけは

し・いしずえパワーの集大成でした。かけはしの輪を温かく支えて下さる沢山の方々の

ご協力に心から感謝いたします。 
 
さて１０月２１日より名護特別支援学校高等部２年生、３年生の実習を受け入れで活

気いっぱいのかけはし・いしずえです。各自の課題を取り組む実習生へいしずえの先輩

利用者さんの皆さんが、洗車や箱折り作業を一緒にやりながら、丁寧にアドバイスして

いる光景がよく見られました。４月の入所以来、生産活動、訓練、実習等を体験した自

信に満ちた頼もしい表情です。 
 
かけはし就労継続支援B型では従来のパン製造の工程や材料の見直し等について話し

合い、試作品を作り、試食感を参考にする等、「質の高い美味しいパン作り」に奮闘中

です。 
今年最後の大イベント忘年会が控えています。２０１９年のカレンダーも残り少なく

なりました。 
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（※9 月行事追記※） 
（９月２７日（金）いしずえ９月生まれ誕生日会） 
 
 ９月の誕生日会が２７日に行われました！主役を紹介します。移行からは Y さん、B
型からは S さん、残念ながら本日はお休みでしたが N さん、の３名です。おめでとうご

ざいます。皆さんからお祝いのメッセージを頂きました。Y さん「誕生日、おめでとう

ございます。これからも作業を頑張ってください」T さん「誕生日、おめでとうござい

ます。２人とも就職目指して頑張ってください」T さん「誕生日おめでとうございます。

S さんはトラックとホテル清掃、Y さんはせっけん作業、綿久での作業頑張ってくださ

い」F さん「誕生日、おめでとうございます。二人とも頑張ってください」その後は皆

さんで誕生日の歌を唄い、カット中は運動会で踊る、「パプリカ」の練習をしました。

とても楽しそうです。カット後は、みんなでいただきま～す(*^▽^*)楽しく、美味しそ

うに食べています。最後はプレゼント贈呈です。D さん、F さんがプレゼントを渡して

くれました。改めて、お誕生日おめでとうございます。これで９月の誕生日会を終わり

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１０月９日（水）かけはし１０月生まれ誕生日会） 
 
 「これから１０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 型よ

り、H さん、D さんです」元気いっぱい司会を担当してくれるのは K さんと、支援員の

阪神 VS 巨人ファンコンビです。「主役の二人にメッセージをお願いします！」T さんは

「おめでとうございます」I さんは「H さん、D さん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「おめでとうございます。パン作り頑張ってくださ

い」その他にも Y さん、E さん、Y さんがメッセージをおくってくれました。次に皆さ

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、皆で誕生日の歌を唄

いました。主役の二人、 
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 先月の行事より 
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ちょっぴり恥ずかしそうでしたが、力いっぱいロウソクの火を吹き消してくれました。

ケーキを切り分けている間は、こちらもお待ちかね？余興メンバーです。かけはしダン

サーズの皆さんがノリノリのダンスを披露してくれ、売れっ子？漫才師の K さんが元気

はつらつ漫才を披露してくれました。Y さんも美空ひばりの名曲をアカペラで熱唱！会

は大いに盛り上がりました。切り分けられたケーキが配られ「いただきま～す！」とっ

ても美味しいケーキを今回も生活介護のメンバーがつくってくれました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そしてお待ちかねのプレゼントが手渡されました。主役の二人はお菓子や雑誌、CD な

どを嬉しそうにテーブルに並べて紹介してくれました。最後に主役二人より、挨拶が行

われました。 
☆H さん    『体調に注意して、パン作りを皆で仲良く頑張りたいです。徳井さん    
         と生田斗真と松潤が好きです』 
☆D さん    『これからも頑張ります。僕は H さん（かけはし課長）が大好きで 
         す！』 
課長とハグをする D さん(^_^)v 二人とも、とっても嬉しそうでした(*^▽^*) 
しっかり者で優しい H さん、かけはしのスペシャルダンサーD さん、お誕生日おめでと

うございます。実りの秋、みんなでたくさん笑って楽しい毎日を過ごしていきましょ

う！！ 
 
 
（１０月１４日（月）いしずえ１０月生まれ誕生日会） 
 
 今日はみんなが楽しみにしていた誕生日会です。１０月生まれの主役は就労継続支援

B 型の T さんと E さんの二人です！T さんと A さんの元気いっぱいの司会で会はスター

ト☆彡まずは主役の紹介からはじまり、二人へのバースデーメッセージを皆さんからい

ただきました。T さんは「いつもパンの製造ご苦労さまです。これからも頑張ってくだ

さい」F さんは「お誕生日おめでとうございます」 
 次は皆さんお待ちかねのバースデーケーキタイム☆彡ケーキを切り分けている間は

本日の司会者でもあり、いしずえきってのエンターテイナーT さんがレクを披露し、会

場を盛り上げてくれました。レクの最後には主役二人に向けて「パプリカ」を踊り、と

ても微笑ましい雰囲気に包まれました。そしてケーキが配られました。いつもは B 型製

造班の手作りロールケーキですが、それに加え、今回は M さん特製の、 
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チョコチップケーキも提供して頂きました。ケーキが２種類あるなんて！！皆さん、ど

れを選ぶか真剣に悩んでいました（笑）味の評価もとても高く、あちこちで「美味しい！」

「チョコチップがいい感じ！」と喜びの声が多く聞こえてきました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
最後にプレゼント贈呈です。プレゼンターを務めたのは S さんと Y さんです。「誕生

日おめでとう、これからも仲良くしてね」心温まるメッセージを添えて手渡してくれま

した。二人からも「ありがとうございます」とお礼の言葉があり、楽しい誕生日会は幕

を閉じました。１０月の最後には運動会も控えています。体調管理をいつも以上に意識

しないといけないですが、寒暖差に負けず頑張っていきたいと思います。 
 
 
（１０月２５日（金）第１６回かけはし・いしずえ合同運動会） 
 
 「これから第１６回かけはし・いしずえ合同運動会をはじめます！」声高々と開会の

言葉を述べてくれたのは、生活介護より E さん、かけはし就労継続支援 B 型より H さん

です。選手宣誓を務めてくれた、いしずえ就労継続支援 B 型の T さん。元気いっぱいの

掛け声が皆さんを奮い立たせてくれました。さあ！今年も始まりました！かけはし・い

しずえ合同運動会。今年のテーマは『平成から令和へ繋げようかけはしの輪』利用者、

職員、実習生、保護者合わせて総勢約１６０名が２１世紀の森体育館に集いました。今

年もどんなドラマが始まるのでしょう。 
まずは準備体操！しっかり体をほぐします。その次にじゃまじゃま玉入れが行われま

した。手作りの大きなじゃまじゃまボードに阻まれないよう、楽しそうに元気いっぱい

玉を投げる皆さん。勝敗がつくまでの間、手をとり合って結果を待つ可愛らしい姿もあ

ちこちで見られました。保護者や職員との対戦も楽しみ、次はデカパンクッキー喰い競

争です。デカパンをペアで穿いて、つるされているクッキーに向かってダッシュ！息ぴ

ったりのペアもあれば、ちょっぴり転びそうになるペアも(*^▽^*)皆さんとっても楽し

そうでした。 
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 厨房職員の心のこもった温かいお弁当が各自に配られ、昼食タイムスタート！保護者

や仲間と笑顔いっぱい、リラックスした表情で過ごす皆さん(*^▽^*)午後は余興からス

タート！可愛らしい衣装をまとい、パプリカダンスを披露しました！日頃の練習の成果

を発揮できたでしょうか？たくさんの温かい拍手を頂きました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
次は綱引きが行われました。力いっぱい綱を引っ張る皆さん！玉入れ同様、保護者チ

ーム、職員チームとの対戦もあり、手にまめをつくって頑張った利用者さんもいまし

た！悔し泣きする利用者さんもいました。そして最後は、運動会の呼び物、かけはしリ

レーと親子リレーです。一生懸命ひたむきに走る姿に胸をうたれました☆彡「頑張れ～」

「速い～」「かっこいい」たくさんの声援が一人ひとりにおくられました。 
 そして結果発表！表彰式が行われました。令和初の優勝チームは…青チーム！おめで

とうございます☆彡準優勝は赤チーム！３位は黄色チームとピンクチームでした！ 
 保護者代表挨拶では、いしずえ就労継続支援 B 型 T さんの保護者さんから「皆さんの

和気あいあい頑張る姿がとても素晴らしかったです。明日はゆっくり休んで、また月曜

日から和気あいあいと仕事も頑張ってください！」温かいエールをいただきました。今

年の運動会もケガもなく、皆で明るく楽しく元気よく頑張ることができました。応援に

かけつけてくださった保護者の皆様、ありがとうございました。 
平成から令和へ    かけはしの心の輪がしっかりと繋がりました(*^▽^*) 
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１、かけはし       【10 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スコーン 
⑤身だしなみ       ⑤パズル・ちぎり絵     ⑤デニッシュパン 
⑥整理整頓        ⑥ビーズ          ⑥アイスクリーム 
⑦清掃          ⑦文字練習         ⑦ポスティング 
⑧入浴・清拭                                                                                                                                                                                     
⑨足湯                         
                            

                    
 

〈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 ⑪運動会練習 
 
・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  
④ 清掃        ・パウンドケーキ  

         ②シール貼り・袋つめ・計量 
           ③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運動会練習 
 
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   ・企業実習                            
② 身だしなみ    ③洗車 ④石鹸袋詰め     （沖縄綿久） 
③ 清掃       ⑤小物作り          
④ 整理整頓     ⑥古紙リサイクル       
⑤ 洗濯                      

６ 



〈その他〉①美化活動 ②買い物 ③運動会練習 
 

・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・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菓子箱作り⑧用紙カット 

        ⑨ゴミ袋作り⑩ホテル客室清掃⑪石鹸袋詰め 
〈その他〉 

① 読書 ②環境整備 ③買い物 ④運動会練習 
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