
 

かけはし便り 

          
 

                      第   ２ ０ ２   号 
令 和 ３ 年 １ 月  ４  日  

「２０２１年 更なる調和と樹立の年へ」 
 新年のお慶びを申し上げます。皆様、お正月はどのように過ごされたでしょうか？例

年とは異なる環境の中で迎えた令和３年ですが確かな新年のスタートです。「丑」年は

先を急がず、一歩、一歩、着実に物事を進めることが大切な年だと言われています。か

けはしにおいても、原点に立ち戻り、未来図へ一歩一歩踏み出していきます。 
 
 平成８年（１９９６年）「福祉作業所 浅茅の里」開所以来、毎年利用者の皆さん、

保護者、ご家族の皆様との出会いがあり、共に歩んで参りました。障害福祉施策の改革

に伴い、福祉事業所の在り方、福祉サービスの多様化等が求められています。モニタリ

ングや担当者会議等で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）」利用者さんの意思、意欲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。また、８３名の利用者の皆さんの（生活介護１６名、就労継続支援

B 型６１名、就労移行支援６名）特性、個性をしっかり見据えた支援の充実を図ります。 
 一方、就労継続支援 B 型の生産活動においても従来の取り組みの見直しや、今後の社

会情勢に見合った作業内容の検討が進められています。一般就労を目指す就労移行支援

では企業見学、企業実習、座学が計画的に行われています。 
 
 昨年の暮れ、職員のハッピーなお知らせがあり嬉しく思います。重ねて嬉しい報告を

お伝えします。勤続１０年の快挙をなした利用者さんを紹介します。K さん（かけはし

就労継続支援 B 型）M さん（いしずえ就労継続支援 B 型）従来でしたら、忘年会の会

場で表彰式が行われ、賞賛の拍手を頂いていました。二人の頑張りに大きな拍手とエー

ルを送ります。 
 最近、読んだ本の中から印象に残った文言を皆様へのエールにさせて頂きたいと思い

ます。◎不安に閉じこもらない。動こう！◎思い込みで不安を大きくしていませんか。 
◎「不幸」は小さく、「幸福」は大きく見積もろう！（『不安が軽くなる本』著者：和田

秀樹（精神科医）。 
 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。一日も早く 安寧
あんねい

（社会が穏やかで平和なこと）な日が訪れますように… 
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（※１１月行事追記※） 
（１１月２７日（金）いしずえ１１月誕生日会） 
 
 今月の誕生日会主役は Y さん T さん♪「これから１１月の誕生日会を始めます！」と、

R さんの司会で始まりました！まずは皆さんからメッセージ！Y さんからは「二人とも

誕生日おめでとうございます！」Y さん「T さん！お誕生日おめでとうございます。厨

房や製造の仕事をこれからも頑張ってください。Y さん、これからも製造頑張ってくだ

さい」など、たくさんのメッセージをもらいました。誕生者の Y さんは「これからも製

造頑張ります！エイエイオー！」T さんは「健康には気を付けて頑張っていきたいです！」

とのことでした。誕生日ケーキのカットが済むまでフロアでは『なぞなぞ』で盛り上が

り、美味しいケーキを食べました(*^▽^*)プレゼントも嬉しそうに受け取っていました

☆彡 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１２月１１日（金）いしずえ就労移行支援・企業見学その１） 
 
 １２月１１日、私たちは『勝山シークヮーサー』へ工場見学にいってきました。突然

の見学ではありましたが日頃から身だしなみや座学でマナーを学んでいた就労移行の

皆さんは準備万端☆工場では工場設立に至った経緯や、実際にどのような作業をしてい

るか等を見学させていただいました！ 
２ 

 先月の行事より 
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今回私たちは搾汁工程を見学しましたが、工場に入るとシークヮーサーのとっても爽

やかな香りが広がっておりとても爽やかな気持ちで見学することが出来ました。搾汁工

程ではまずシークヮーサーがコンベアで流れてくるものを作業員が選別し、洗浄、搾汁、

その後は絞りカスに分けるという工程でした！選別作業は一見簡単そうに見えたので

すが実際は思ったよりも早く、利用者の皆さんも困惑し作業員の凄さに圧倒されていま

した（笑）その後は今回案内をしてくれた担当者さんのはからいで、なんと！マイナス

１８℃以下に設定された冷凍庫へ入ることができました！はじめはこわばった表情を

浮かべ、なかなか入ることができない利用者もいましたが、入ってみるとなんというこ

とでしょう！皆さん笑顔で出てくるじゃありませんか（笑）とても貴重な体験をさせて

いただきました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
次にシークヮーサー狩りを体験！皆さん美味しそうなシークヮーサーを狙って採り、そ

の場で試食までさせていただきました！皆さん「美味しい☆彡」と喜んでいました。担

当者さんの素敵な案内のお蔭で、とっても楽しく見学、そして体験することができまし

た。最後には工場で絞ったものがどのような商品になるのか案内してもらい、なんと担

当者さんからお土産にとカーブチーのジュースまでいただきました☆これはクリスマ

スにみんなで頂くことにします！今回コロナ禍で急な工場見学をさせていただいたに

も関わらず、とても貴重な体験までさせていただいた『勝山シークヮーサー』さんには

とても感謝しています！ 
勝山シークワサー見学、利用者の感想です。 
A さん『私は見学に行くのは二回目で、その時はジュースを飲みました。今日はジュー

スは飲んでいないけど、楽しかったです』 
Y さん『今日はたくさんのことを知ることが出来ました。また家族で行ってみたいです。

楽しかったです』 
今回の見学を通じて少しでも「働くとはなにか」を考えるきっかけになればと思ってい

ます！勝山シークヮーサーの見学、とても楽しかったです！皆さんも是非☆彡 
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（１２月１５日（火）いしずえ就労移行支援・企業見学その２） 
 
 
 １２月１５日の午後、以前から準備していた「名桜ボウル」へ見学に行ってきました！

１１月下旬から、座学の時間を使って準備をしてきました。まずは、名刺作りから始ま

り、名刺の渡し方も何度も練習を行い、はじめはうつむいていたり、声が小さかったり

と課題もありましたが、練習を重ねることで少しずつ出来るようになっていく姿があり

ました。見学のときの服装や質問事項の確認なども皆と相談しながら行うなど、日に日

に見学への意識も高まっていく様子が見られました。 
 当日は事前学習が活き、準備もスムーズ。見学はまずフロント（受付）の裏に入らせ

て頂き、シューズレンタルの流れや機械の操作方法等を実際に見させていただきました。

次に見せていただいたのはグッズ販売所。普段は鍵のかかっているショーケースを開け

て頂き、グローブ等も実際に手にとってみることができました。ボールに穴をあける機

械等、普段は見ることの出来ないものまで見せて頂き、皆さんも大興奮でした(*^▽^*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そしてなんと！実際にボーリングの玉がどのように戻ってくるのか。ボーリングのピン

が裏でどのようになっているのか。機械を担当する『メカニック』の方に案内してもら

い、立ち入り禁止のドアの向こう側まで見せていただけたのです！！ドアの向こう側は

機械の大きな音が鳴っていて、驚く人もいましたが、倒れたピンがどのように戻されて

いるのかを実際に自分たちの目で見ることもできました。新品のピンも持たせていただ

くなど、貴重な体験ばかりでした。 
 最後は事前に準備していた質問の他、不思議に思ったこと・疑問に思ったことも積極

的に訊くことができていました。帰る頃には皆さんぐったり（笑）短い時間でしたが、

濃い時間を過ごせたようです☆彡 
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～見学をしての感想～ 
『お客さんが入れない所に入って、機械の音がすごかったです』  

 M さん 
『機械を始めて見たときはびっくりしました！夢が叶って良かったです』 

 Y さん 
『色々な所を見て、訊いて、とても良い見学になり学ぶことが出来た１日でした！』 
                            A さん 
 
 
 

                            

    
今月は、生活介護の皆さんの、工賃袋シール貼り作業模様と、いしずえ就労継続支援 B
型の H さんの新作の詩をお届けします！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５ 

私たち生活介護メン

バーが工賃袋を作っ

ています！楽しく頑

張っています♪ 

ゆがまないように、型抜

きシートを使って貼って

います♪ 
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いしずえ就労継続支援 B 型 H さん作 詩（直筆）  

『 自分の成長の歴史 』 
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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           ①空缶潰し 
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      
⑥整理整頓        ⑥自立課題 
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カラオケ ⑨リトミック ⑩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・バースデーケーキ 
③ 洗濯      ②袋つめ・計量・シール貼り③納品④アパート清掃 
④清掃       ⑤草刈り ⑥企業のトイレ清掃 ⑦缶売り⑧缶回収 

      ⑨空缶潰し⑩洗車 ⑪販売 ⑫古民家清掃 
⑬漁協委託作業  

〈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         ⑥公民館敷地内清掃                                    
② 身だしなみ    ②洗車           ⑦販売 
③ 清掃       ③小物作り（封筒作り）   ⑧企業見学（名桜ボウル・ 
④ 整理整頓     ④美化作業              勝山シークヮーサー） 
⑤ 洗濯       ⑤座学（学習、就職にむけて） 
 
〈その他〉①買い物 
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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・バースデーケーキ 
             ・ロールパン・食パン ・プリン 
             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古紙リサイクル ⑩アパート清掃 ⑪再生紙箱作り 
            ⑫アパート敷地内清掃 ⑬施設外洗車作業 
〈その他〉 

① 読書 ②環境整備 ③買い物  
 
 
 
 

            
＊成人式について＊ 

    今年の成人式は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を鑑み、新成人の 
皆さんの保護者のみを招待し、障害福祉サービス事業所いしずえにて、規模 
を縮小して行いたいと思います。皆様のご理解、ご協力をお願い申し上げます。 
 

   日 時：令和３年１月８日（金）午後１時３０分～ 
   場 所：障害福祉サービス事業所いしずえ 
 
      🌸🌸新成人の皆さん🌸🌸 
      ・Y さん （いしずえ就労継続支援 B 型） 
      ・Y さん （いしずえ就労移行支援） 
      ・M さん （いしずえ就労移行支援） 
      ・A さん （いしずえ就労移行支援） 
      ・A さん （いしずえ就労移行支援） 
      ・A さん （いしずえ就労移行支援） 
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