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第 １ ９ ４ 号  
令 和 ２ 年 ５ 月  １  日  

「みんなの心をひとつに合わせて歩むかけはし・いしずえの皆さん」 

 未曾有
み ぞ う

のウイルス災難（新型コロナ 禍
か

）による社会情勢の中、慌ただしい４月をお

くったかけはし・いしずえの皆さんです。自粛での入所式でしたが、ひな壇の利用者の

皆さんは満面の笑みで喜びを語ってくれました。生活介護、就労移行支援、就労継続支

援 B 型、それぞれの部署で頑張っています。体験実習との相違に少し戸惑いを見せる利

用者さん。不安げな表情や緊張している様子がうかがえる利用者さん。マイペースでに

こやかな利用者さん。休憩時間ともなるとフロアで思い思いに過ごし、先輩利用者さん

とのコミュニケーションを楽しんでいます。 
 一方「緊急事態宣言」後は、通常の訓練や生産活動の見直し、施設外就労の中止等を

受け、喫緊な対応の取り組みが行われました。また、「特定警戒都道府県」に追加され

た後は、連日「コロナ対策会議」が設けられました。利用者、職員の命の安全を最優先

に令和２年４月２４日（金）から５月６日（水）まで通所サービスから「居宅支援」へ

切り替えさせて頂きました。 
１．個別支援計画に基づく支援 ２．電話と訪問による支援 ３．健康観察、相談支援 
電話支援では利用者さん、保護者、家族の方と直にお話をさせてもらいます。特に健康

観察の聞き取りは詳しく丁寧に行います。ご理解、ご協力を重ねてお願いいたします。 
 大切な命、かけがえのない命を利用者の皆さん、保護者、ご家族の皆様、職員、全て

の仲間の皆様と心をひとつに、しっかり守り抜いていきましょう！！ 
 いしずえ就労継続支援 B 型の T さんの詩をモチーフにしてつくられた「かけはし」の

歌にエールを添えて皆様にお届けします。 
 

『かけはし』の歌  
  １．みんなの心を ひとつに合わせて あふれる勇気は希望へと   
    君がくじけそうになった時も こころの『かけはし』になるよ 
 
  ２．自分を信じて 自分を大切に 笑顔の素敵な人になれ 
    光り輝く大空へ飛び立て 明るい未来は僕等の『かけはし』 
 
  ３．他人の痛みをそっと包んで 寄り添う優しさ覚えたら 
    全ての人たち幸せになれるね 明るい未来は僕等の『かけはし』 
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（４月１日（水）かけはし・いしずえ合同入所式） 
 
「これから令和２年度かけはし・いしずえ合同入所式を始めます！」本日の主役は、

いしずえ就労移行支援、Y さん、A さん、Y さん、就労継続支援 B 型、N さん、残念な

がら本日はお休みですが S さん、S さん、かけはし就労継続支援 B 型、E さん、生活介

護、N さんです。司会を担当してくれたのは、いしずえ就労移行支援の Y さん、A さん

です。今年度の入所式は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮し、来賓・関係者

の方へのお声がけはせず、式典の内容も縮小しました。けれども、皆さんの笑顔とパワ

ーが会場を明るくしてくれました(*^▽^*) 
 少し緊張した面持ちでひな壇に居並ぶ主役の皆さん。本日初めての大役？自己紹介を

行うことになりました。一人ずつマイクが手渡されていきますが、主役の皆さん、堂々

と笑顔でしっかりと自己紹介をしていました！その一人ひとりの姿に温かい拍手が贈

られました。 
 
 
 
 
 
 
 
いしずえ担当職員より「Y さんは朝は緊張している様子でしたが、Y さんの明るさを

伸ばしていけたらと思います。何で働くの？という質問もありました。これから一緒に

考えていきましょう」「A さんは昨年１１月より利用をしています。就職を目指して頑張

っています」かけはし担当職員より「E さんは昨年１０月に入所し、パン作りを頑張っ

ています。主に生地丸めや形成を担当しています。日々、みんなで作業を頑張って楽し

く過ごしています」 
 先輩からのメッセージでは、いしずえ就労継続支援 B 型の Y さん、K さんから「緊張

しているかと思いますが、先輩たちも職員もみんな優しくしてくれると思います。声を

かけてくれると嬉しいです。本日はおめでとうございます」H さんは自作の詩「成長の

種」を新利用者さんのために朗読してくれました。心のこもった作品に会場からは大き

な拍手がおくられました！ 
 次に花束贈呈が行われました。かけはし、いしずえの課長より手渡される花束を、主

役の皆さん、しっかりと、嬉しそうに受け取っていました。 
 保護者の皆さんから激励の言葉をいただきました。Y さんの保護者の方は「支援学校

を卒業し、今日の日を楽しみにしていました。初めての給料で家族にステーキをごちそ

うしてくれる約束をしてくれました。日々、楽しく過ごしてもらいたいです」N さんの 
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 先月の行事より 
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保護者の方は「ドキドキワクワクしていると思います。先輩方、新しい仲間をよろしく

お願いします。先輩方を目標に、色々と楽しみながら頑張ってほしいです」N さんの保

護者の方は「今日は本当にをありがとうございます。初日ですが、本人も楽しそうで安

心しました。先輩方の姿を見ていると、こんなふうになったらいいなと思います。先輩

方を目標にさせてください。皆さんよろしくお願いします」 
次に、代表者挨拶が行われました。「どんなときも皆で力を合わせ、一歩一歩成長し続

け、皆でかけはし、いしずえを盛り上げていきましょう」最後にもう一度、新利用者の

皆さんの新たな門出を祝し、大きな拍手がおくられました。本日は誠におめでとうござ

います。夢をもって、皆で明るく、楽しく、元気よく、大切な毎日を過ごしていきまし

ょう！ 
 
 
（４月１７日（金）かけはし４月誕生日会） 
 
「これから４月生まれの皆さんの誕生日会を始めます。今日の主役は、生活介護より M
さん、H さんです！」元気いっぱい司会を務めてくれたのは、S さんと支援員です。「ま

ず初めに誕生者のお二人に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。これからも頑張ってください」T さん、E
さんも「お誕生日おめでとうございます。頑張ってください」お祝いのメッセージをお

くってくれました。次に、バースデーケーキが運ばれてきました。今月より正式に就労

継続支援Ｂ型のメンバーがケーキ作りを担当してくれることになり、とってもかわいく

デコレーションされたケーキにあちらこちらから歓声があがりました(*^-^*)ケーキを

切り分けている間は皆さんお待ちかね？！余興タイムです！おなじみのかけはしダン

サーズが華麗なダンスを披露！K さんの漫才、T さんの瀬戸の花嫁の独唱も！会は大い

に盛り上がりました☆彡 
 主役の二人から一言です。 
☆M さん『今日はありがとうございました。これからもよろしくお願いします』 
☆H さん『ありがとうございました』 
 少し恥ずかしそうでしたが、皆さんの大きな拍手が、二人を温かく包みました♪ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
３ 
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そして、お待ちかね！切り分けられたケーキが運ばれてきました！メロンクリームの

入ったとっても美味しいケーキに舌鼓をうつ皆さん。ニコニコ笑顔がいっぱいでした。 
 最後にプレゼント贈呈。お菓子にジュース、文房具等を嬉しそうにテーブルに並べて

紹介してくれました。ピカピカの笑顔が眩しい M さん。いつも皆を気にかけてくれる優

しい H さん、お誕生日おめでとうございます！まだ寒さの残る時季ですが、心温まる誕

生日会となりました。 
 誕生日会の後は、令和元年度の皆勤賞の発表がありました！１位の皆さんは２５８日

出席！生活介護からは E さん、S さん、K さん、Y さん、就労継続支援Ｂ型からは、A さ

ん、K さん、Y さん、A さん、S さんが表彰されました！皆さん、本当にすごいです！お

めでとうございます！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
いしずえの令和元年度皆勤賞は、同じく２５８日出席で、１位は就労移行支援から Y さ

ん、A さん、就労継続支援 B 型からは R さん、Y さんです。おめでとうございます！ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
４ 

令和元年度、年間皆勤賞受

賞者の皆さん、おめでとう

ございます(*^-^*) 
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（４月１７日（金）いしずえ４月誕生日会） 
 
 今回の誕生日会は簡素化しています。４月の主役は就労継続支援 B 型より M さん、今

日はお休みですが H さん、就労移行支援から Y さん、M さんの４名です。本人たちから

一言ずついただきました。 
☆M さん『これからもできることを頑張りたいです』 
☆Y さん『これから自分の苦手なところを直していきたいです』 
☆M さん『企業実習頑張りたいです』 
次にいしずえの皆さんから「おめでとう」のお祝いのメッセージを頂きました。 
 最後にプレゼント贈呈です。プレゼンターは D さん、A さん、A さんです。それぞれ

「おめでとうございます」と言って渡してくれました(*^▽^*) 
世の中、大変な状況ですが、皆さんで頑張ってのりきっていきましょう！！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
   いしずえのメンバーで、マスク作りを始めました！Aさんは「縫う 

   ところが難しかったです。マスク作りは楽しかったです」Aさんは 

   「手縫いで作りました。難しかったところは縫う時に絡まったりするところ 

    です。針を見ていても手に刺さったりすることもありました。針に 

      糸を入れるのが難しかったりもします。 

         心のこもった素敵なマスクが完成しました！ 
 

５ 
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１、かけはし       【４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ポスティング 
②トイレ使用の基本動作  ②ルール（安全管理）マナー  
③洗面の基本動作     ③絵画・ぬり絵        
④着脱衣の基本動作    ④会話・コミュニケーション 
⑤身だしなみ       ⑤パズル・ちぎり絵      
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コップ洗い ⑦公園 ⑧買い物 ⑨カラオケ  
 
 
・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・ピザ・ミートパン・バースデーケーキ 
③ 洗濯      ②シール貼り・袋つめ・計量 
④清掃       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洗車 ⑨公民館の草取り 
 
 

〈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 身だしなみ    ②洗車             
③ 清掃       ③小物作り          
④ 整理整頓     ④古紙リサイクル       
⑤ 洗濯                 
〈その他〉①美化活動 ②買い物  

６ 
 



・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 
             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民泊重点清掃⑪草刈り 
         
 

〈その他〉      
① 読書 ②環境整備 ③買い物  
 
 
 
 
      

行事予定表は、日程が整いしだい発行いたします。 
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