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「２０１９年 実り多い かけはし・いしずえの歩み」

令和元年の暮、師走…毎年の慌ただしさとはどこか違う時の流れを感じます。５月、

平成から令和への元号の変更は、私たちの記憶に鮮明に残ることでしょう。平成８年４

月「福祉作業所浅茅の里」開所を第一歩とし、平成１６年４月「デイサービスかけはし」、

平成１８年１０月「障害福祉サービス事業所かけはし」へと、長い道のりを保護者の皆

様、地域の方々に支えられ、令和元年に至ります。デイサービス開所の頃、１５名の利

用者の皆さんとの出会いがあり、現在かけはし４５名、いしずえ３５名の個性豊かな利

用者の皆さんが集う２事業所となりました。「利用者の意思及び人格を尊重し利用者の

立場にたった支援を提供する」「たくさんの方々とのふれあいを大切に地域に根差した

支援に取り組む」かけはしの理念の下、歩んで参りました。

 かけはしパワーの発信源の生活介護は活動内容が充実しており、利用者の皆さんの特

性を考慮した課題に取り組んでいます。日々の継続から沢山の進化が見られ、特にトイ

レ・洗面台の清掃はとても丁寧で、一歩いっぽチャレンジする利用者の皆さんの未来図

も描かれます。

かけはし・いしずえ就労継続支援 B 型では、基幹活動となる工賃向上に係わる生産活

動、施設外就労の取り組みに奮闘しました。両事業所で、効率的に生産性を図るための

会議も行われ、利用者の皆さんの工賃に対する意識も向上し互いに切磋琢磨する姿勢も

みられました。

 一般就労を目指す就労移行支援の利用者の皆さんは、計画的に事業所内実習、企業実

習の取り組みが行われました。長期に及ぶ企業実習を終え、更なる意欲を見せる利用者

さん。実習先で自分の課題（挨拶）と真剣に取り組み進化した利用者さん。各自の目標

を見据えた取り組みは日々継続です。

 今年もたくさんの出会いがあり“明るく、楽しく、元気よく”８０名の利用者の皆さ

んの笑顔を源泉に歩んで参りました。「かけはし」「いしずえ」「おおぞら」の実り多い

歩みをお届けできたことを嬉しく思います。保護者の皆様、地域の方々のご支援に支え

て頂いた一年でした。職員一同、心から感謝申し上げます。

来年もどうぞよろしくお願いいたします。

１

今年も、ありがとう 

ございました！！ 
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（１１月２２日（金）かけはし１１月生まれ誕生日会）

「これから１１月生まれの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、S さん、Y さん、K さん（残念ながらお休みでした）の３名です！」元気いっぱい司

会を務めてくれたのは、生活介護の M さんと支援員です。

「主役の皆さんにメッセージをお願いします！」S さんは「Y さん、K さん、S さんお誕

生日おめでとうございます。これからも皆で仕事を頑張っていきましょう！」K さんは

「S さん、アパート清掃や商品の納品を頑張ってください。Y さんはトイレ清掃業務頑

張ってください」その他にも T さん、H さん、Y さん、E さんから温かいメッセージを

いただきました(^_^)v 

次に皆さんお待ちかねとってもおしゃれな手作りケーキが運ばれてきました。ロウソ

クに火を灯し「ハッピーバースデートゥーユー」歌を唄いました。ケーキが切り分けら

れている間は、余興タイムです。かけはしのダンサーK がかっこよくダンスを決めれば

主役の Sさんも飛び入り参加(^_^)vそして私は二回目の余興参加をすることになりまし

た♪Y さんに誘われて、美空ひばりの“真っ赤な太陽”を唄い、ダンス？も披露しまし

た！楽しかったよ Y さん(*^▽^*)次に D さんが、今度は課長、支援員を誘い、歌とダン

スを披露！共にぶっつけ本番でしたが、皆で一緒に楽しむことができました☆彡

２

 先月の行事より
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ケーキが配られ「いただきま～す」。優しいホッとする美味しいケーキを作ってくれ

た生活介護の皆さん、いつもありがとうございます！主役の二人から挨拶です。

☆S さん『アパート清掃や洗車を頑張ります』

☆Y さん『作業、頑張ります！』

最後にプレゼント贈呈！マスクや綿棒、お菓子にジュース、色鉛筆など、嬉しそうに

テーブルに広げて見せてくれる主役の二人(*^▽^*)優しい皆のお姉さん的存在の K さん、

明るい挨拶でいつも元気をくれる S さん、笑顔のとってもキュートな Y さん、お誕生日

おめでとうございます！今年も残すところあと１か月余り！風邪には気を付けて、皆で

明るく楽しく元気よく過ごしていきましょう！！

（１１月２２日（金）いしずえ１１月生まれ誕生日会）

いしずえ１１月の誕生日会☆彡いしずえイケメン男子、R さん＆T さんの元気コンビ

の司会で始まりました。早速、今日の主役、就労継続支援 B 型の T さん、Y さんの挨拶

です。

☆T さん『こんにちは！厨房とホテル清掃の仕事を頑張りたいです』

☆Y さん『いつもニコニコ頑張りたいです』

 そして仲間からの祝福の声がたくさんありました。「T さん、ホテルや厨房の仕事は大

変だけど頑張っていてすごいです」「健康で長生きしてください」「これからも一緒に頑

張りましょう」「笑顔で作業頑張ろう」「製造でテキパキ動いていてすごいです」「いつ

もニコニコしていて可愛いです」等々、T さん、Y さん、S さん、Y さん、A さん、K さ

ん、Y さん、A さんからメッセージをいただきました。

次はお楽しみのケーキタイムです。皆で手作りをしたココア、プレーンのロールケー

キです。誕生日の歌を唄い、「いただきま～す」あっという間に食べちゃいました(*^▽
^*)プレゼント贈呈といきたいところでしたが、Y さんの一発芸！「バンビーノ」 

３
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を元気よく披露してくれました。皆さん、大爆笑！！Y さん、ありがとうございました。

最後にプレゼントの贈呈です。元気な先輩 H さんから T さんへ（商品券）、しっかり者

の T さんから Y さんへ（腕時計）、それぞれ手渡されました。T さん、Y さんお誕生日お

めでとうございます。

１、かけはし  【11 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忘年会余興練習

⑫チラシ折り

・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 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 ⑩沖縄綿久

〈その他〉①買い物・②忘年会余興練習

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

４



〈その他〉①美化活動 ②買い物 ③忘年会余興練習

・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

⑫沖縄綿久

〈その他〉

① 読書 ②環境整備 ③買い物 ④忘年会余興練習

生活介護の Y さんから、柿のお土産をいただきました(*^▽^*) 
昼食に皆でいただきました！Y さんが自分で木からもいだ柿は、とっても 
美味しかったです！静岡県の大井川鉄道、SL にも乗ったそうです！ 
素敵な旅ですね(^_^)Y さん、いつもありがとうございます！ 

５
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１．年末年始の休みについて

１２月３１日（火）～令和２年１月５日（日）までの間は休みになります。

２．成人式について

日時：令和２年１月１０日（金）

午後１時３０分～午後２時３０分

場所：大西公民館（いしずえ向かい）

１１月１５日（金）に名護特別支援学校にて、なごとくまつりが開催されました。

かけはし・いしずえのパンや雑貨もたくさん並び、完売しました(*^▽^*)足を運んで 
くださった皆様、ありがとうございました！

６
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