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                      第   ２ ０ ３   号 

令 和 ３ 年 ２ 月 １ 日 

「笑顔のパワーで立ち向かう かけはし・いしずえの皆さん」 

  

 新年の行事をかざる「成人式」は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を鑑み規模を

縮小し、「障害福祉サービス事業所いしずえ」にて執り行いました。 

フロアーのひな壇には５名の新成人の皆さん。 

 ㊗ 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） 

祝福をするのは仲間の利用者の皆さんと職員です。企画・準備から一丸となり取り組み、

「チームいしずえ」ならではのアットホームな雰囲気の一時でした。令和３年１月８日

の成人式は、これから未来図を描いていく新成人の皆さんは、唯一無二の宝物を手にし

たことでしょう。 

 さて、いしずえ就労継続支援 B型では、１月１２日より施設外就労に取り組んでいま

す。作業別に編成された３名から４名のユニットで、商品完成までの時間配分を考えな

がら作業を進めます。個人差は見られますが、就労先の職員の方とのコミュニケーショ

ンを大切に奮闘しています。 

 一方、就労移行支援の皆さんは週末に振り返りの時間を設け各自発表します。達成で

きなかった課題は翌週へと継続しています。 

 

☆Aさんが１月１８日から１月２１日まで、初めての企業実習にチャレンジした反省と

感想です。 

 初めは分からなくてきいたり、教えてもらいながら作業しました。私がまかされた作

業は、ラベルはがしでした。はがしにくいものはスプレーをかけて、カッターでゆっく

りはがしました。はがしやすいものは手でゆっくりはがしました。副社長にも上手だね

と言われました。話も少しずつできるようになりました。 

 ３日目からは、自分で道具を持って手袋はめて準備してまっていました。早く作業お

わって報告しなかったこともあったので反省だったと感じました。 
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 令和３年１月４日（月）かけはしフロアーでは、新年の挨拶が元気よく交わされてい

ます。「おめでとうございます。」「今年もよろしくお願いします。」「手洗い、うがいち

ゃんとやったよ。」「ごちそうたくさん食べました。」利用者さんの清々しい活気が、新

年のスタートを告げます。かけはしの開所以来、皆さんに喜ばれています「お雑煮」に

今年は大改革！！ のどに詰まらせてしまうのでは…との厨房職員と支援員の配慮か

ら『餅→はんぺん』。 焼きめをつけた真っ白なはんぺんは見た目は、餅そっくり!! 

“ふわふわ”とのどごしもよく大好評でした。今年も利用者の皆さんと職員の“笑顔”

が沢山見られるよう、情熱と創意工夫を凝らした昼食の提供に頑張る厨房職員です。 

 

 「今年もみんなが健康で、笑顔に毎日が過ごせますように！！」 

 

 

 
 

 

 

 

 

（※１２月行事追記※） 

（１２月２５日（金）いしずえ１２月誕生日会＆クリスマス会） 

 

 今年最後の誕生日会とクリスマス会が、去った１２月２５日に行われました。まずは

誕生日会からです！今月の主役は Dさん、Yさんの二人です。始めに皆さんからの祝福

のコメントを頂きました。F は「D さんおめでとうございます。これからもリサイクル

班で一緒に頑張りましょう！Y さんおめでとうございます。製造でおいしいパン作って

ください」他にも多数お祝いのメッセージを頂きました。皆さんありがとうございまし

た。次に主役のお二人からの言葉です。 

D さん「これからもリサイクル班で頑張ります」Y さん「今日は誕生日会を開いて頂き

ありがとうございます。これからも製造や外作業を頑張ります」最後にバースデープレ

ゼントを渡し、誕生日会は終了です。 
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 先月の行事より 
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引き続きクリスマス会です。オープニングを飾るのはいしずえオールスターズによる余

興で、AKB４８のフォーチューンクッキーのダンスです。ほとんど練習も出来ない中で

の本番でしたが皆さんで息の合ったダンスをひろうしてくれました。次はビンゴゲーム

大会です。景品７個を争奪の白熱のバトル(^_^)v見事ゲットされた皆さんおめでとうご

ざいます。次はお待ちかね！食事タイムです☆彡今回も B型製造班による特製ケーキ＆

ピザです。昼食の後にも関わらず皆さんペロリと完食！皆さんの食べっぷりを見ると作

った方も本当に嬉しいです！最後にサンタさんからのプレゼントが配られ無事大成功

でクリスマス会も終わりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 今回、企画から実行まで行ってくれた商品開発部の皆さん、本当にありがとうござい

ます。最後に、今年は新型コロナの影響で行事・イベントが相次ぎ中止となり、これま

でにない１年となりました。まだまだ収束が見えない中ではありますが、１日でも早い

収束を願い、今一度、気を引き締めなおし、コロナに負けないでこの困難を乗り越えて

いきましょう。 

 

 

（１２月２５日（金）かけはし１２月誕生日会＆クリスマス会） 

 

 「これから１２月生まれの皆さんの誕生日会をはじめます。今月の主役は、生活介護

より Yさん、Tさん、就労継続支援 B型より Tさん、Sさん、Yさん、Yさんの６名です」

少し緊張した面持ちで並ぶ主役の皆さんたち。元気に司会を担当してくれたのは、Nさ

んと H支援員の仲良しコンビです♪「主役の皆さんにお祝いのメッセージをお願いしま

す！」Mさんは「皆さんおめでとうございます。頑張ってください」Kさんは「Tさん、

Y さん生活介護で頑張ってください。T さん草刈り頑張ってください。S さん、Y さん、

Y さん販売、清掃一緒に頑張っていきましょう」K さんは「お誕生日おめでとうござい

ます。これからも一緒に頑張っていきましょう」その他にも、Aさん、Tさん、Yさんが

お祝いのメッセージをおくってくれました。そして皆さんお待ちかね、ケーキが運ばれ

てきました。今日はクリスマス会も行うということで、二種類の可愛いデコレーション

ケーキが運ばれてきました♪ロウソクに火を灯し、誕生日の歌を唄います。ケーキが切

り分けられている間は、誕生日プレゼントの贈呈を行いました。お菓子や Tシャツ、CD、

文房具など嬉しそうにテーブルに並べる主役の皆さん。 

主役の皆さんからの挨拶です。 

☆Yさんはガッツポーズで喜びを表現(^_^)v 

☆Tさん『がんばります！』 
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☆Tさん『これからも作業班の作業を頑張る』 

☆Sさん『Yさんと一緒に清掃頑張ります』 

☆Yさん『これからも頑張りたいと思います』 

☆Yさん『今日はありがとうございました』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

引き続き、クリスマス会を行います。まずはビンゴゲームで楽しみました。１位は K

さん、２位は Yさん、３位は Nさん、４位は Sさん、５位は Kさんでした。素敵な景品

が当たり、皆さん嬉しそう(*^▽^*) 

 そして待ちに待ったケーキと、焼きたてのピザが配られました！昼食のあとですが、

これは別腹(*^▽^*)とっても美味しそうに頬張る皆さん！今年最後の行事をしめくくる

最高の笑顔でした☆彡新型コロナウイルス感染拡大の影響で、今年は大きな行事も全て

キャンセル続きでしたが、こうしてみんなそろって楽しく元気に１２月の誕生日会を行

うことが出来て本当に幸せです。これからも皆で力を合わせて、毎日を明るく、楽しく、

元気よく過ごしていきましょう！「ハッピーバースデー＆メリークリスマス🎄」 

 

 

 

 

 

 

 

（１月８日（金）令和二年度いしずえ成人式） 

 

「これより、令和二年度成人式を始めます。今回の成人式は新型コロナウイルス感染拡

大防止の為、規模を縮小、時間短縮で行わせていただきます。本日の主役は就労継続支

援 B型より Yさん、就労移行より Yさん、Mさん、Aさん、Aさん、残念ながら本日は

お休みですが Aさんの６名です！」ていねいで元気な司会を担当してくれたのは Tさん

です。 

 プログラム１番は利用者代表挨拶。就労継続支援 B型の Hさんが「成人、おめでとう 
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ございます。色んな事を学んだり、体験して、色んな日々をすごして、自分色で、自分

のペースで頑張って、今まで巡り合い、支えてくれた人々や場所などに対して「ありが

とう」と感謝してください。そして「い」ろいろ好きなことを「し」っかり真剣にやっ

て「ず」っと楽しく「え」がおでいられるように成人の皆さんの更なる成長と発展を祈

り、成人の門出を私たちで祝いましょう。心温まる、心に残る挨拶でした☆彡 

 次に、成人者挨拶。 

☆Yさん『これから人の話をきけるようになりたいと思います。自分の課題を 

     早くなおして就職したいと思います』 

☆Yさん『これからは体調を崩さないように体力をつけて製造の作業も、特に 

     パン作りを頑張りたいです』 

☆Mさん『お母さんと料理の練習中なので一人で出来るようになっていきたい 

です。いしずえで先輩たちと一緒に仕事を頑張っていきたいです』  

☆Aさん『３０歳になっても仕事を続けたいので頑張って、これからもみんな 

     と一緒に仕事をやっていきたいので今後もよろしくお願いします』 

☆Aさん『人とのコミュニケーションを上手にとれるようになっていきたいです。 

     無理せず焦らず少しずつ一日を乗り越えていきたいと思います』 

恥ずかしそうにしながらも、前を向いてしっかり挨拶をする皆さんに盛大な拍手がお

くられました！次に副社長より花束贈呈が行われ、とびきりの笑顔をみせる皆さん。記

念品も嬉しそうに受け取っていました♪最後に代表者挨拶が行われ「コロナ禍で規模を

縮小しての成人式になりましたが、記憶に残る式になるかもしれません。成人ですので

大人のふるまい、行動をしっかりとって、みんなの力を合わせて頑張っていきましょう」 

 最後に司会の Tさんより力強いエールがおくられ、成人式はしめくくられました！「自

分の目標に向かって一歩一歩進み、感謝の気持ちを忘れず、素敵な大人になってくださ

い。新型コロナ禍で社会情勢が大きく変化する中、私たちは今出来ることをしっかり行

い、利用者・職員一体となってかけはし・いしずえを盛り上げていきましょう！」    

 規模が縮小され、時間も短縮となってしましましたが、心温まるとても素敵な成人式

となりました。皆さんの夢が叶い、明るい未来が広がりますように！本当におめでとう

ございます！ 
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１、かけはし       【１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 

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企業実習 

④ 整理整頓     ④美化作業         ⑨一週間の振り返り 

⑤ 洗濯       ⑤座学（学習、就職にむけて）⑩来週の目標たて 

 

〈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 

            ⑭ビール樽ラベル剥がし 

 

〈その他〉 

① 読書 ②環境整備 ③買い物  

 

 

 

 

              

                

              

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 

今年も、良い年になります 

ように(*^▽^*) 
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