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「暑さに負けず奮闘する かけはし・いしずえの皆さん」 
 真っ白な入道雲、蝉時雨…夏真っ盛り！今年の夏は暑さ対策に加え、新型コロナ禍対

策もしっかり取り組んでいきたいと思います。保護者、ご家族の皆様のご協力を宜しく

お願いいたします。 
 新規作業の開拓に奮闘しているかけはし・いしずえ就労継続支援 B 型の皆さんの下に

地域近隣の方から作業依頼の問い合わせが数件ありました。以前に配布した『掃除隊』

のチラシをご覧になったとの方もいらっしゃいました。（草刈り作業）（古民家の掃除）

（室内の家具の移動等）まずは担当職員が出向き、作業内容、作業時間、報酬等を確認

し、検討を重ね進めていきます。早速、今帰仁村にある古民家の方から家具移動・清掃

の依頼がありました。職員１名と利用者１名で担当し、利用者さんもイキイキと一生懸

命頑張っていたとのことです。「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」かけはしの理念の一つです。すでに企業や現場での作業を実践して

いるケースもあります。チャレンジ精神が旺盛な利用者の皆さんは進化の日々です。 
 
 かけはし・いしずえのフロアには、カラフルな短冊が躍っています。 
☆この世からコロナウイルスが消えますように ☆一人前になれますように 
☆毎日、健康でいられますように ☆早くホテルの清掃ができますように 
☆いろんな仕事が出来るように頑張りたい ☆消防隊員になりたい 
☆職員と一緒に回転寿司に行きたいな ☆かけはし大好き、お寿司も大好き 
☆ジミーのケーキをたくさん食べたい ☆家族が幸福な日々に戻れますように 
☆織姫さんと彦星さんが出会えますように  
皆さんの願いが叶いますように！！ 

 
 名護特別支援学校高等部３年生の実習生３名の皆さんが７月２０日～７月３１日就

労継続支援 B 型での実習に奮闘しました。かつて実習生だった頃の利用者の皆さんの様

子が思い出されます。“明るく、楽しく、元気よく”長い夏をのりきっていきましょう！ 
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（７月１０日（金）かけはし７月生まれ誕生日会） 
 
「これから７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、Y
さん、A さん、就労継続支援 B 型より A さん、K さん、T さん、K さん、T さんの７名で

す！」元気いっぱい司会を担当してくれたのは、N さんと支援員です。「主役の皆さん

へお祝いのメッセージをお願いします」K さんは「B 型の皆さん、パン製造を頑張って

ください。販売も一緒に頑張りましょう。介護の皆さんも頑張ってください」Y さんは

「みなさん、お誕生日おめでとうございます。これからも頑張りましょう、メェ～🐐🐐」

その他にも E さん、M さんからお祝いのメッセージをいただきました。 
次は皆さんお待ちかね、バースデーケーキが運ばれてきました。今回は誕生者の保護

者から、ケーキのプレゼントをいただきました。「ありがとうございました！」ケーキ

を切り分けている間は、余興タイムです☆彡 K さん、E さん、A さん、D さんがダンス

を、T さん、R さん、Y さんはノリノリで楽しい歌を、K さんはおなじみの漫才を披露し

てくれました。大いに盛り上がったところで、切り分けられたケーキが運ばれてきまし

た。 
今日はジミーのケーキ！「美味しい🎶🎶」とびきりの笑顔がこぼれます。 
時間もおしていたので、代表者に誕生日の挨拶をしてもらいました(*^▽^*) 
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 先月の行事より 
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☆Y さん『消防士になるため、強くならないといけないなと思います。みんなも 
     健康に気をつけて』 
☆K さん『製造やトイレ掃除を頑張ります。みんなで頑張ります』 
☆K さん『僕の誕生日はお母さんと同じ日です。仕事や野球を頑張ります』 
 最後にプレゼント贈呈です。お菓子や文房具、雑誌等を嬉しそうに紹介してくれる皆

さん。夏の暑さはこれからが本番！体調管理には気をつけて、皆で明るく楽しく元気よ

くのりきりましょう！７月生まれの皆さん、お誕生日おめでとうございます。 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（７月２４日（金）かけはし就労継続支援 B 型レク） 
 
 今日はスポーツの日！内原公民館を借りて B 型全員でダーツや輪投げなどのレクリエ

ーションをおこないました。みんなで久しぶりにゲームなどをしたので、とても楽しそ

うな様子がみられました。また、みんなで輪になって座り、お菓子やジュースをおいし

そうに食べたり飲んだり楽しそうでした。Y さんは「ダーツは難しかったけど面白かっ

た。輪投げもリズムよく投げられました。お菓子やジュースもおいしかった！楽しかっ

た～」H さんは「輪投げは難しかったけど面白かったです。お菓子もジュースも、 
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食べたり飲んだりしたので嬉しかったです。またやってほしいです」新型コロナウイル

ス感染拡大の心配が大きい中、こういった、利用者さんの楽しめる行事が出来て嬉しく

思いました。笑顔も多く見られて、気持ちもリフレッシュしてもらえたようでよかった

です。また次回を楽しみに、仕事を頑張っていきましょう！エイエイオー(^^)/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（７月２４日（金）令和２年度第１回かけはし避難訓練） 
 
 午後１時、フロアに全利用者、職員が集合し、今年度第１回目の避難訓練が行われま

した。防火管理者の支援員による訓練の説明が行われ、「お」さない、「は」しらない、

「し」ゃべらない、「も」どらない、避難に大切なことを確認し合いました。「かけはし

以外の場所でも、いつ火事に遭遇するかわからないので、どんな場所にいても避難でき

る場所をしっかり確認しておくこと。もし火事に遭遇したら腰を低くし、ハンカチ等で

口を覆い避難するようにしてください」皆さん、真剣に聞いていました。 
 厨房職員の「火事だ～！」の声に、実際にサイレンも鳴らし、避難をはじめました。

皆さんしっかり腰を低くし、慌てずに移動することが出来ました。玄関を出た先の広場

に集合し、支援員より「避難にかかった時間は去年は４分４０秒でしたが、今年は４分

１５秒でした！」消防団長と皆さんに報告。拍手がわきおこりました！暑さも厳しい中、

皆で力を合わせて頑張りました。Y 消防リーダーに感想を訊くと、「大丈夫だと思う」と

の頼もしい一言をもらいました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ４ 
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（７月２４日（金） いしずえＢＢＱ） 
いしずえの夏物語がスタートしました(*’▽’)!! 

夏と言えばやっぱり海でＢＢＱ～🎵🎵と言いたいところなんですが、今年は残念ながら事

業所でのＢＢＱでした。今回はテントの準備から調理まですべていしずえ男性陣が大活

躍!!外での調理で熱中症対策も万全に行い、汗をぬぐいながら一生懸命お肉を焼いてく

れました！ 
厨房では職員がリレーのようにお肉やウインナーの配膳をしています。 

フロアから厨房の中をまだかな～と覗き込む利用者も!! 
「いただきまーす」の号令の後に「うまーい!!」「お肉やわらかーい」など色々な声が聞

こえて来ました。デザートには今帰仁産の種なしスイカまで(*^^)v 
やっぱりお肉はどこで食べてもおいしいですね!!いしずえにまたひとつ素敵な夏の思い

出ができました。今年は海でのＢＢＱができなかったが、来年は海でＢＢＱができます

よーに… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（７月２４日（金） いしずえ７月生まれの誕生日会） 
待っていました!!月に一回の誕生日会(*’▽’)司会の Y さん、N さんの合図で誕生日会が

スタートしました。今月の主役はいつもニコニコ笑顔でダジャレ大好き K さん、Ｋポッ

プ好きの N さんです!! 
みなさんから、「誕生日おめでとうございます。一緒に頑張りましょう」等のお祝いの

言葉を頂きました!! 
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主役のお二人からは、 
＊K さん＊ 
「今日はこんな素晴らしい誕生日会をひらいていただきありがとうございます。これか

らもゆたしくうにげーさびらー」 
＊N さん＊ 
「まだまだあいさつ等ができていないのでできるように頑張りたいです。ゴミ拾いの

時の歩くペースもみんなとそろえられるように頑張りたいです。」と目標をしっかりと

宣言してくれました。 
お待ちかね～いしずえバースデーケーキ🎵🎵今回は初作品のプリン。とろりとやわらかプ

リン🎵🎵とても美味しかったです!!来月のバースデーケーキは何かな？？(≧▽≦)楽しみ

です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１、かけはし       【７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           ①空缶潰し・販売 
②トイレ使用の基本動作  ②ルール（安全管理）マナー ②シール貼り 
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   
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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コップ洗い ⑦公園 ⑧買い物 ⑨カラオケ ⑩リトミック ⑪ボール運動 
 
 
・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・コッペパン 
③ 洗濯      ②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チラシ折り ⑩ポスティング 
⑪漁協委託作業 ⑫販売 ⑬古民家清掃 
 

〈その他〉①買い物 ②自立課題 
 
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       ⑤草刈り 
〈その他〉①美化活動 ②買い物  

 
 

・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・バースデーケーキ 
             ・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用紙カット 

        ⑧ゴミ袋作り ⑨漁協委託作業 
〈その他〉      

① 読書 ②環境整備 ③買い物  
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