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「２０２０年 更なる飛躍の年へ」 
 新年のお慶びを申し上げます。皆様、令和のお正月はどのように迎えられたでしょう

か？一家団欒での楽しいひと時を過ごされたことだと思います。新しい十二支のスター

トをきる「子」年は、未来への可能性、進化、成長等が象徴されているそうです。 
さて、かけはしにおいても、かねてより将来構想のひとつにあげられていました新事

業所（生活介護）の開設に向けて、計画が進められています。利用者の皆さんの特性を

見極めた個別支援の具現化を目指し、「強度行動障害研修の受講」「自立課題へのチャレ

ンジ」「ケース会議」等、新事業所開設に向け、チームワークで取り組んでいます。 
 

 一方、定期的に行われているモニタリングや担当者会議において最近よく聞かれる課

題があります。「利用者さんの老齢化（６５才問題）」福祉サービスが多様化する中で、

利用者さんの意思を尊重した最善の選択を、ご家族の皆様と共に対応していきたいと思

います。 
 
 平成１６年、「かけはし」誕生以来、毎年利用者の皆さん、ご家族の皆様との出会い

があり、飛躍の礎を築いて参りました。「いしずえ」のフロアには数枚の写真が掲示さ

れています。「福祉作業所浅茅の里」「福祉作業所みらい」「デイサービスかけはし」今

日までの沿革をたどる道しるべです。あどけない笑顔の利用者さん、若々しい職員の姿

が時の流れを物語っています。３年後、５年後…次に並ぶ写真にはどのような物語が描

かれていることでしょうか。新たな未来図を掲げ、かけはし・いしずえ・おおぞらの独

自性の向上に職員一丸となり、前進して参ります。 
 利用者の皆さんの笑顔を大切に、今年も明るく、楽しく、元気よく共に歩んでいきま

す。保護者、ご家族の皆様、地域の方々のご指導、ご支援のほどよろしくお願いいたし

ます。 
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（※１１月行事追記※） 
（１１月２９日（金）いしずえ社会見学） 
 
 待ってました！！皆さんが楽しみにしていた社会見学の日🎶🎶いつもとは違いおしゃ

れ着姿の皆さん(*^▽^*)毎回恒例の副社長による、お出かけ前の安全祈願をし、今回の

目的地の本部町『美ら海水族館』へ GO！無事に水族館に到着し、水族館に入る前にオ

キちゃんショーへ！！少し風が強かったけれど、音楽に合わせてダンスをするイルカさ

ん達に皆さんくぎづけでした～！職員も、イルカに癒されました(*^▽^*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
次に、目的の水族館に入る前にちょっと腹ごしらえ(*^▽^*) 
今回はいしずえ職員のおばさんが経営するお蕎麦屋さんへ行きました。ジューシー＆ゼ

リーまでサービスをしていただきました。とても美味しかったです。その後、ついに水

族館へ。ナマコやヒトデを触ったり、大きな魚を見て「こんな魚を一度は釣ってみたい

～」など、色々な声も聞こえてきました。タイミングよく、餌やりの場面も見られ皆さ

んそれぞれ楽しんでいました。出口にあるショップにてお土産を購入！！お小遣いが決

まっており予算内で計算をしながら買い物を楽しんでいました。事業所に帰ってきて、

皆さんの口から『楽しかった～』と聞けて良かったです。 
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 先月の行事より 
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（１２月６日（金）第１６回かけはし・いしずえ合同忘年会） 
 
 生活介護の皆さんが奏でる、優しいハンドベルの音色でスタートした今年の忘年会。

一生懸命練習を重ねていた姿が思い出されます。本番に強い、頼もしい皆さん。たくさ

んの拍手で幕が明けた今年の忘年会！今回から昼の時間帯に行うことになりました。

「これからかけはし忘年会をはじめます！」かけはし就労継続支援 B 型の N さんが元気

いっぱい開会の言葉を述べてくれました。乾杯の音頭を保護者会長が行ってくださいま

した。しばしご歓談。その間、ビデオで撮影した日頃の活動内容を上映。いつもは直接

見られない、各々の現場で活躍する皆さんに目がくぎづけでした！そこには、たくさん

の頼もしい姿がありました！食事もとっても美味しく、あちらこちらから「美味しいね」

の声が聞こえてきました。次に、いしずえオールスターズの余興が行われました。H さ

んの見事な空手の技に会場から大きな歓声が沸き起こりました。その他にもダンスで会

場を盛り上げてくれたいしずえオールスターズの皆さんです(*^▽^*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
来賓挨拶では「宿泊施設を経営していますが、かけはしの皆様にはいつもていねいな

仕事をしていただき感謝しております。」「こんにちは！と、皆さんからいつも元気な挨

拶をしていただき、元気をもらえます。仕事もていねいで、気持ちよく過ごさせてもら

っています」お仕事をさせていただいている企業の担当者の方から、心温まるエールを

頂きました。次に新職員の紹介が行われました。その後、勤続十年表彰式が行われ、生

活介護の M さん、いしずえの課長が表彰されました。「おめでとうございます！」 
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会も終盤、かけはしオールスターズの皆さんが、運動会でも披露したパプリカのダン

スを元気いっぱい披露してくれました。カチャーシーでは多くの方が席を立ち、一緒に

なって踊ってくださいました(^^♪そして皆さんお待ちかね？！最後は、毎年恒例の応

援合戦です！巨人大好きいしずえ就労継続支援 B 型の H さん、阪神大好きかけはし就労

継続支援 B 型の K さんの熱い応援合戦で会場の熱気は最高潮！涙を流しながら大笑いし

ている方もいらっしゃいました(*^▽^*)さすが、トップスターのお二人☆    
今年最後の大イベント、こんなにも明るく、楽しく、元気よく過ごせれば、来年もき

っといい年になること間違いなしです！舞台を盛り上げてくれた皆さん、お忙しいとこ

ろをご参加くださった皆様、本当にありがとうございました。今年の忘年会も、心温ま

る素敵な会となりました💮💮 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１２月２０日（金）いしずえ１２月誕生日会＆クリスマス会） 
 
 １２月２０日、いしずえでは年内最後の誕生日会、そしてクリスマス会を行いました。

今回の司会は、Y さんと A さんの１０代コンビです。今月の主役は、就労継続支援 B 型

Y さん、D さん、S さんの３名です。始めに Y さん、F さんからお祝いのメッセージをも

らいました。次に主役の Y さん、D さんからのコメントです。 
☆Y さん『これからもホテル清掃を頑張ります』 
☆D さん『体調に気を付けてトラック班で頑張ります』 
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最後にプレゼント贈呈をして、誕生日会は終了しました。続けてクリスマス会です。

誕生日用のケーキの火を消した後はゲームの時間です。今回はビンゴゲームをしました。

景品を目指して皆さん必死です(*^▽^*)見事ゲットしたのは、A さん、T さん、 
 
 
 
 
 
 
 

 
Y さん、D さん、A さんの５名です。おめでとうございます。ゲームの後は 

おまちかねの食事タイムです☆彡今回のメニューは B 型特製ロールケーキと、手作りの

特製ピザです！皆さん、昼食を食べた後でしたが、とても美味しそうに食べてくれまし

た。ピザも「美味しい」と大好評で、作って良かったです！最後に T サンタによるプレ

ゼントタイムです。楽しい時間もあっという間でお開きとなりました。今年もあとわず

かですが、来年にむけての目標を決め、良いお正月を過ごしましょう！ 
 
 
 
 
 
（１２月２０日（金）かけはし１２月誕生日会＆クリスマス会） 
 
「これから１２月の誕生日会をはじめます！今日の主役は、生活介護より Y さん、T さ

ん、就労継続支援 B 型より Y さん、Y さん、S さん、T さんの６名です」。主役の皆さん

へ「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」「これからも仕事を

一緒に頑張ろうね」心温まるメッセージをたくさんいただきました。とってもおしゃれ

でおいしそうなケーキが運ばれてきて大歓声があがりました(*^▽^*)早速ローソクに火

を灯して、誕生日の歌を唄います。 
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ケーキを切り分けている間に余興の漫才、ダンスがあり、その後、主役の皆さんの挨

拶がありました。 
☆Y さん『ありがとうございます』 
☆Y さん『皆さんありがとうございます』 
☆T さん『誕生日おめでとう！』 
☆S さん『皆さんこんにちは！シール貼りを頑張りたいです』 
☆T さん『皆さん、ありがとうございます』 
☆Y さんはガッツポーズで喜びを表現してくれました！！ 
そしてお待ちかねのプレゼント贈呈が行われました。お菓子や文房具、マスクやシャ

ツなどを嬉しそうに机の上に並べる主役の皆さん。笑顔のとっても素敵な Y さん、Y さ

ん、S さん、T さん、T さん、Y さんお誕生日おめでとうございます！ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 引き続き、クリスマス会を行いました(*^▽^*)まずは生活介護の皆さんがハンドベル

の演奏をプレゼントしてくれました！優しい音色に皆うっとり(*^▽^*)その後、ビンゴ

ゲームが行われ、皆さんドキドキワクワク！上位の方にはとっても素敵なプレゼントが

当たりました！そして、皆さんお待ちかねのスペシャルケーキと、とっても美味しいか

けはしピザがふるまわれました。「メリークリスマス！」とびきりの笑顔で舌鼓をうつ

皆さん(*^▽^*)「とっても美味しい～」「ピザも最高！！」毎日がクリスマスだといいで

すね🎶🎶心もお腹も満たされたとっても素敵なクリスマス会となりました！ 
 

１、かけはし       【1２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   
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〈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 ⑬大掃除 
 
・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 ⑪大掃除 
〈その他〉①買い物・②忘年会余興練習 ③大掃除 
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                 
〈その他〉①美化活動 ②買い物 ③忘年会余興練習 ④大掃除 

 
・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 ⑤大掃除 
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１．いしずえバザー 
 日時：令和２年１月３１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・大西公民館向かい） 

    ※パンやお菓子、可愛い雑貨等、美味しい輪、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。 
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