
 

かけはし便り 

          
第 １ ９ ２ 号 
令 和 ２ 年 ３ 月  ２  日 

       
 
 

「多彩な活動で日々進化するかけはし・いしずえの皆さん」 
 「鬼は外！」「福は内！」飛び交う豆を素早くかわしながら退散する鬼さん群団（K
さん、Y さん、支援員）必死に追いかける利用者さん、豆を拾い集める利用者さん。今

年も福を沢山招き入れた節分の日、恒例のかけはしの一コマです。体調を崩すことが多

い三寒四温の２月でしたが、持ち前の笑顔とパワーで乗り切った利用者さんの奮闘ぶり

をお伝えします。 
『実習を終えての感想・いしずえ就労移行支援・N さん』 
「２週間、日南物産で実習をしました。最初は緊張したけど後半はあまりしなかったで

す。職員の名前がわからない時は自分から訊いて覚えました。パインちんすこうを箱に

詰める作業をしました。メグラッセの箱折りは難しくて失敗したけど、何度か練習した

ら出来るようになりました。パインチョコを４個ずつ並べる作業もしました。どの作業

でもコミュニケーションは大切だと思いました。体験をして楽しかったです」 
一般就労を目指す６名の利用者さんの次のスッテプへの取り組みも進行中です。 
 
 生産活動を通して工賃向上を目指すかけはし・いしずえの就労継続支援 B 型の皆さん

は（パン・菓子製造、清掃リサイクル作業、護岸清掃、ホテル客室清掃、ハウスキーピ

ング、古民家清掃、アパート清掃、洗車等）日々の活動計画表に則って取り組んでいま

す。かけはしでは、新たに古民家清掃が加わり、選抜された利用者さんはチームワーク

を発揮し頑張っています。「笑顔で挨拶しましょう」「報・連・相はしっかりしましょう」

「ケガをしないように気を付けましょう」施設外就労へ出発する前に、元気いっぱい唱

和する利用者の皆さん。帰所後は「お疲れさまでした」の言葉が交わされ、支援員より、

今日の作業で頑張っていた点、良かった点等が褒め言葉と共に伝えられます。「明日も

頑張ろう！エイエイオー！」いつもの頼もしいほのぼのとした光景です。 
 
 令和元年度の締めくくりの３月です。新年度へのバトンタッチも明るく・楽しく・元

気よく、しっかり取り組んで参ります。 
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（２月４日（火）生活介護桜祭り見学１班） 
 
 １班のメンバーは A さんと Y さん、H 支援員と僕の４名です。早速、名護城下の屋台

へ行ってみたのですが閉まっており、階段付近で桜を見て写真撮影を行いました。その

後、新しくなった名護球場へ行き、キャンプ中の日本ハムの選手の様子を見ていたら、

屋台を発見！８個入りのタコ焼きをペロリとたいらげ、ニコニコ笑顔(*^▽^*)球場外の

ベンチに座り、しばし、日ハム選手の練習を見学。大きな選手の姿を、目をいつもより

大きく見開き見ていた A さん、Y さん。なんだか楽しそうでした。屋台のおばちゃんが

サツマイモスティックをサービスしてくださり、四人で仲良く、美味しく、いただきま

した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２月６日（木）生活介護桜祭り見学２班） 
 
 本日はお花見にもってこいの晴天です☀メンバーは M さん、Y さん、M さん、サビ管、

私の５人で名護城へ出発です！まだまだ桜も咲いていて、好きなドリンク片手に写真撮

影📷📷そしてお待ちかねの屋台へ GO～🎶🎶M さんは焼き鳥＆ホットドック、M さんは焼き

鳥、Y さんはホットドックを選びご満悦な三人でした(*^▽^*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  ２ 

 先月の行事より 
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（２月６日（木）生活介護桜祭り見学３班） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 名護城で桜をバックに記念写真(*^▽^*)その後、屋台のある名護球場に移動して、そ

れぞれ食べたい物を選びました。N さんはホットドッグとレモンティー、E さんは田イ

モパイとレモンティー、S さんはブラックアイスコーヒー、H さんは焼き鳥とコーラ、K
さんはから揚げポテトとミルクティー、屋台の方からサービスでお好み焼きもいただき、

みんなでペロッと食べちゃいました(^_^)v 食べながら日ハムの練習も観ることが出来、

楽しく過ごすことができました(^^♪ 
 
 
 
（２月１０日（月）生活介護桜祭り見学４班） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Y さん、Y さん、T さん、U 支援員、私の５名で名護城の桜を見に行ってきました。記

念撮影もしました。桜の向こうは名護の街も見下ろせるステキなスポットになっていま

した。楽しみの食事タイム！屋台へ向かうと…残念！閉まっていました。次の手、日ハ

ムキャンプの屋台を目指して名護球場へ行くと…キャンプが休みで残念なことに屋台

もやっていませんでした（泣）どうしようかと悩み、皆で相談し、パンのエビスで好き

なパンを選んでもらいイートインスペースで食べました。急な変更でしたが、戸惑う様

子もなく、美味しそうに食べていたのでホッとしました。 
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（２月１４日（金）かけはし２月生まれ誕生日会） 
 
 「これから２月生まれの誕生日会をはじめます。今日の主役は、生活介護より E さん、

Y さん、就労継続支援 B 型より N さん、K さん、S さん、N さん、H さん、K さん、A さ

んです」元気いっぱい司会を務めてくれたのは H さんと T 支援員です。ちなみに、１年

で最も誕生者が多いのは２月です(^_^)v「主役の皆さんへお祝いのメッセージをお願い

します」M さんは大きな声で「皆さん、お誕生日おめでとうございます！」ピカピカな

笑顔と一緒に届けてくれました。R さんは先月誕生日で、お祝いをしてくれたお礼にと、

お祝いのメッセージとともに“芭蕉布”の歌のプレゼントもしてくれました。とっても

美しい歌声でうっとり🎶🎶その他にも K さん、Y さん、I さんが心温まるメッセージを送っ

てくれました。 
 そしてお待ちかねのバースデーケーキが運ばれてきました。歓声があがりました！ロ

ウソクに火を灯し、歌を唄ってお祝いします。力いっぱい火を消す主役の皆さん。ケー

キを切り分けている間は恒例の余興タイムです。T さんが“瀬戸の花嫁”を唄ってくれ、

K さんが新ネタ漫才を披露してくれました！Y さんと N さんは手をつないで、真っ赤な

太陽をダンスしながら歌ってくれました。とっても可愛かったです(^_^)v 
最後に K さんが AKB の歌に合わせてダンス！I さん、E さんが飛び入り参加し、大いに

盛り上げてくれました！切り分けられたケーキが配られ「いただきま～す」 
とっても美味しいと大好評でした(^_^)v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 誕生者の皆さんからの一言挨拶です。 
☆E さん『スイカ、バナナを食べたいです。好きな人は〇〇〇〇さんです！』 
☆Y さん『今年もよろしくね』 
☆K さん『販売、納品を頑張りたいです』 
☆N さん『目標は就職をして家族旅行をすることと、イケメンと結婚したいです』 
☆H さん『歳も忘れるかもしれないけれど覚えていたらよろしくお願いします。 
     無理をしない程度に活動したいです』 
☆N さん『仕事を頑張ります』 
☆S さん『就職して車の免許をとりたいです』 
☆A さん『仕事を頑張ります。よろしくお願いします』 
☆K さん『嵐の桜井翔と結婚したいです』 
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 最後にプレゼント贈呈が行われました。お菓子や文房具、洋服や CD などを嬉しそう

にテーブルに並べる皆さん。歌のとっても上手な E さん、かけはしの美空ひばり、Y さ

ん、ダンサーK さん、笑顔のとっても可愛い N さん、とっても優しい H さん、頑張り屋

さんの N さん、しっかり者の S さん、かけはしの元気印 K さん、お誕生日おめでとうご

ざいます！まだまだ寒い日々が続きますが、皆の笑顔と元気のパワーで寒さを吹き飛ば

しましょう！！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２月２１日（金）いしずえ２月生まれ誕生日会） 
 
 今日はみんなが楽しみにしている誕生日会です。２月生まれの主役は就労継続支援 B
型より、K さん、H さん、T さん、F さんの４名です。司会を務めたのは、いしずえのル

ーキーコンビ Y さんと A さんです。二人の元気いっぱいの司会のもと、会はスタートし

ました。まずは誕生者に向けてメッセージです。１番手は D さん！『F さんこれからも

トラック班一緒に頑張ろう』Y さん『誕生日おめでとう！エイエイオー☆』他にもいし

ずえの仲間たちから温かいメッセージをたくさんいただきました。続いては誕生者から

の決意表明です。 
☆F さん『仕事も恋愛も頑張りたい…（笑）』 
☆H さん『ありがとう！』 
☆T さん『体調管理に気を付けて作業頑張りたい』 
☆K さん『皆さんありがとうございます』 
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 主役の皆さん、感謝の気持ちとこれからの目標をしっかり伝えることが出来ていまし

た(^_^)v 次にみんなが楽しみにしているケーキの準備をしているあいだ、輪投げゲーム

をしました！ここでも一番手を務めたのは D さん！結果は…１点…。この日は『１』に

何か関係している日だったのかな(^^)この日のゲームは白熱して、みんな高得点の中、

優勝したのは S さん！クールな S さんは喜びもクールでした。いよいよケーキが運ばれ

てきました。いしずえ特製のロールケーキと、M さん作ロールケーキの二択で迷いなが

らの選択でしたが、みんな仲良く美味しそうに食べていました。最後にプレゼントを仲

間たちからもらい、楽しい誕生日会は幕を閉じました。最近は日中と夜の気温差が激し

く、体調管理も難しい中、新型コロナウイルスの猛威もあり、より一層の手洗い、うが

い、消毒、マスク着用の徹底が必要です。不要不急の外出は避け、体調を崩さないよう

にみんなで心がけていきましょう！！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２月２１日（金）かけはし・いしずえ合同社内研修） 
 この日、全職員出席での社内研修会を行いました。テーマは「虐待防止を考える。対

策の検討と共有」です。各部署で、虐待に繋がるかもしれない事例を一つあげ、その事

例に対して考えられる改善策を発表しました。日々の生活の中で、不適切な支援に繋が

る出来事はないだろうかと、職員一人ひとりが自問自答し、どんな小さなことでも気に

なることや気付きを共有し合い、心のこもった支援に繋げられるようにしたいと思いま

す。 
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（２月２６日（水）『全国 PHP 友の会より、寄付金をいただきました！』） 
 
「一月往ぬる 二月逃げる 三月去る」と言いますが、正月が明けて 2か月が経ちまし

た。かけはし便りを楽しみにされているみなさま、いかがお過ごしでしょうか。いしず

えの Uです。いしずえでは感染症予防のため、外出後の手洗い・うがいの徹底とアルコ

ール消毒を習慣化し、対策を講じています。みなさまも感染症には十分にお気をつけく

ださい。去る 2 月 26 日(水)に、全国 PHP 友の会より、活動資金として寄付をいただき

ました。担当の PHP やんばる友の会・S さんが来所し、贈呈式を執り行いました。S さ

んは、いしずえ B 型の T さんの実弟にあたり、昨年 12 月より毎月、「PHP」誌も寄付し

ていただいています。「上機嫌に生きる！(12月)」 「人生、笑うが勝ち！(1月)」「凹

んでも前を向く！(2月)」「人づきあい、上手な距離の取り方(3月)」等々…。仕事を続

けるために必要な心構えや、人生を前向きに活き活きと過ごすための知恵が盛りだくさ

んです。いしずえではフロア本棚に置き、誰でも見ることができるようにしています。

今後は PHP誌を活用した活動なども検討していきたいと思っています。コンビニ等でも

購入できますので、興味のあるかたは是非、一読ください！また、PHP 友の会で一緒に

学ぶ会員も随時募集しているとのことですので、興味のある方は一報くださればと思い

ます。いただきました寄付金は、事業所にて有意義に活用させていただきたいと思いま

す。ありがとうございました。 

みんなで前向きに、明るく！楽しく！元気よく！活き活きと人生を愉しんで生きまし

ょう‼ 
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１、かけはし       【２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ポスティング 
⑥整理整頓                       
⑦清掃                         
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図書館  ⑦コップ洗い ⑧公園 ⑨買い物 ⑩カラオケ ⑪チラシ折り 
⑫バレンタイン菓子作り 
 
・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・ピザ         
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空缶潰し⑧古民家清掃⑨洗車 ⑩沖縄綿久  
 

〈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   ・企業実習                            
② 身だしなみ    ③洗車 ④石鹸袋詰め     （沖縄綿久）（日南物産） 
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高圧洗浄作業 
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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・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⑬草刈り 
 

〈その他〉      
① 読書 ②環境整備 ③買い物  
 
 

  
  第３３回名護市福祉祭りは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を考え、

中止となりました。詳しくは、名護市社会福祉協議会のホームページ等にて 
ご確認ください。 

  
 
 

           
    ２月２８日（金）にかけはしバザーが開催されました！お天気にも恵まれ、 

   保護者の方や地域の皆様、たくさんの方々が足を運んでくださいました！ 

   おかげさまで、商品は完売！！ありがとうございました(*^▽^*) 
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