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 朝晩は涼しいを通り越して寒い日も増えてきました。しかし、この季節は

味覚を楽しみ、澄み切った青く高い空に気分は爽快、赤く色づく木の葉の美

しさに目を奪われ、と多くの楽しみをもたらしてくれます。 
 えがお工房８たんとの利用者のみなさんの豊かな実りをご紹介します。 

 

就労に向けて着実に歩んでいます！ 

＊ 障害者就職面接会 ＊ 

日時：平成 26 年 9 月 26 日(金)  

会場：石川県地場産業振興センター 

 本館１階大ホール 

主催 ：ハローワーク金沢・津幡・白山、

石川労働局、石川県 

共催 :石川障害者職業センター 

参加企業：約３8 社 

いつもステキな笑顔でみんなを和ませて 
くれる Y さん。 
この度、11 月に新規オープンする大手 
スーパーに就職が決まりました。 
現在、張り切って研修に参加。11 月の正式入社 
まで研修の合間を縫って講座に顔をだしてくれて 
います。良い仲間がいなくなってしまうのは寂しさもありま

すが、Y さんの門出を祝って笑顔で見送りたいと思います。 

初めての面接だったわりには思っ

たより緊張しませんでした。サポー

トの人がいたからだと思います。 
一人で面接を受ける時 緊張しない

か少し不安ですががんばりたいで

す。 
（F.I） 

9 月 26 日に合同面接会へ行き、た

くさんの会社・業者さんたちがき

ていました。 
今回はその合同面接会に行ってた

くさんの会社といろんな説明会を

聞きました。その後はけっこうつ

かれました。いつきまるかはわか

りません。 
（M.I） 

日々就労に向けて、様々な訓練・実習に励んでいます。

そうした訓練の一つの成果を試す場、実際の就労に向け

て具体的な場である障害者就職面接会に当事業所の利用

者２名がチャレンジしました。 

事前にマナー講座であいさつやマナーを、キャリア講

座で履歴書や面接の練習を重ね本番に臨みました。 

大変緊張したようですが、しっかりとした受け答えを

し、同行したスタッフも感心していました。 

残念ながら今回は直接就職には結び付きませんでした

が貴重な体験を通じ自信もついたようです。 

参加者の声 
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サクランボのような可愛い銀杏を楽しめる季節

になりましたね。 

お寺や神社、公園などでは黄色になった木の下

にたくさん見つけられます。香りは少しキツい

のですが、お酒のおつまみには最高です！ 

秋の味が堪能できます。（がちゃぴん） 

季節のコラム わたし個人のことですが、最近はアドビの

フォトショップというソフトの勉強をし

ています。専門的なアプリケーションを扱

えるようになって、仕事につなげられれば

と思っています。  （パソコン星人） 

「書いて学ぶビジネス文書」の講座として、三週にわたって質問されたこ

とについて文章で答えるという練習をしました。ビジネス文書に適した言

葉選びや文章の構成を身に付けることを目的としています。 
私は「昨日の講座について」というテーマで書きましたが、初めのうちは

文章のまとめを最後に書いてしまったりして読みやすいとは言えないも

のでした。でも、講座を受けているうちに文章のクセが取れてきて、読み

やすい文章を書けるようになりました。もっともっと読みやすい文書に近

づけるように頑張ります。 

 

文章を作るという作業はどんな仕事をするときにでも必要になってきます。

簡単なものでは作業日報や業務報告書、複雑なものではプレゼンテーション

資料や企画書などが考えられます。その目的によって種類もたくさんあって、

えがお工房の講座に関連するものならばホームページに掲載する文章なども

あります。この講座では、いろいろなビジネス文書に活用できるような、分か

りやすい文章技術をお伝えしていきます。楽しくやっていきましょう。 

白山市の「マチ Cafe・ゆめの駅」でカフェの実習

が始まりました。当初の予定では、開店準備や 
ガラス拭き、注文された品物の提供やお客様への

水出し、そしてモップ掛けや片づけをすることに

なっていました。でも、到着したときにはすでに

お客様がいらしていたので開店準備が出来ず、お

客様への水出しからスタートです。 
お客様への対応は緊張の様子でしたが、水出しや

提供も頑張り、落ち着いた様子で出来ました。ちょ

っと大変だったことは、普段はゆっくり仕事がで

きるそうなのですが、この日はとても混雑してい

て忙しかったということです。 

このお店では使用するお皿をお客様に選んで

いただき注文をうかがって料理を提供したり

するのですが、複数の注文が同時にあると、ど

っちがどっちなのか分からなくなって少し混

乱したりもありました。しかし、参加したみん

なで協力をして、無事にお客様に提供できまし

た。 
お客様が帰られたあとに

は、お客様の役と店員の役

とを交互にやりながらコ

ーヒーを堪能し、楽しく実

習を終えました。 

このページは 10/17(金) 午前中の「ビジネス文書講

座」内で急遽開設された「えがお通信臨時編集部」に

て企画、記事・イラストを作成してもらいました。 
永江先生のもと編集部員がちゃぴん、パソコン星人の

2 名。イラスト担当はがちゃぴんさん 

の 
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当施設は P 検（ICT プロフィシエンシー検定試験）の公認試験会場となりました。 

10 月 10 日試験会場として初めての試験を実施。ついで翌週の 17 日に第 2 回目を実施。受験者

は 4 級各 1 名。受験者も緊張していましたが、試験を運営する試験官も初めてのことでけっこう緊張

していました。しかし、トラブルもなく無事試験を終えることができました。もちろん、見事お二人

とも合格！さっそく次の級に向けてスタートを切っています。 

毎月 第 2 金曜日 13:00～ 次回開催は 11 月 14 日(金) 

P 検テキスト・教材も販売中！ 

マチ café ゆめの駅 
白山市辰巳町 60-1 
[メニュー] カレーライス、コーヒー 

野菜・お菓子・雑貨の販売もあり 

去る 10 月 14 日より白山市にある「マチ café ゆめの

駅」さんでの実習が始まりました。月曜日～水曜日の

10:30～12:30（カフェ営業時間の一部）の間カフェの

運営をお手伝い・勉強させて頂いています。調理・食

器洗い・清掃や接客・商品販売と多くの仕事がありま

す。みんな緊張しながらも真剣に取り組んでいます。 
お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。 

※関連記事：がちゃぴんさんの「初日日記」2p 

Web でも情報発信中！えがお工房８たんと Web メディア 
 公式サイト：http://egaokobo8.com/ 
 Facebook ページ：http://www.facebook.com/egaokobo8/ 
 Yahoo!ストア：http://store.shopping.yahoo.co.jp/egaokobo8tanto/ 
 Twitter：https://twitter.com/smile8tweet/ 

最初は緊張したけど、無事

に合格して資格を取得す

ることができてよかった

です。 

初めての P 検で緊張しましたが、無事に

合格することができて良かったです！

この調子で、もっと上の級を取得できる

ように頑張って行きたいです。 

沙紀 SORA 
合格者の声 
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「仕事と恋愛は同じ」 

～ スマイル・ルール No.6 ～ 

不思議に思うかもしれませんが、「仕事」と

「恋愛」は同じところがあるようです。 
「恋愛」は一人ではできません。あなたが相

手を好きになり、相手もあなたを好きになり、

お互いに必要だと思える存在になって「恋愛」

という関係になります。 
「仕事」も同じで一人ではできません。あな

たに「仕事」をする意欲があり、「仕事」を一生

懸命する人を求める会社があり、お互いに必要

だと思える存在になって「仕事」という関係に

なります。 
相手を思いやる気持ちがあれば、「仕事」も

「恋愛」もうまくいくようです。 
「恋愛」でうまくいかないと、つらくて大変で

す。ですから、まずは「仕事」という関係が 
うまくいくように練習することを 
おススメします。「恋愛」では失敗 
したくないですからね！  

 
スタッフ haha 

スラムダンクを見てから好
きになった。（パソコン星人） 

 試合の展開が早くて、観ていて面
白いから。 
 身体のぶつかり合いが多くて、ゴ
リゴリとやり合っているのを観
ているのが面白いから。（T） 

球技全般が好きですが部活でバ
スケ部だったので (ふくまろ) 

ボールをもってシュートする
ときの空中をとぶかんじがす
きです。(がちゃぴん) 

札幌の学校にいたときに、部活
でしていたのでサッカーが好
きです。 特に日本代表が好き
です。 (☆LOVE☆) 

中高６年間やっていたので、
今もたまに観ている。(K.Y) 

野球観戦が好きで TV では野球を
見ています。自分はプロ野球では、
楽天のファンで、2013 年に優勝
し、当時、楽天の田中将大投手が 24
勝 0 敗で活躍しました。昨年は楽
天が優勝して、今年は残念ながら
優勝することが出来なかったた
め、また来年こそは優勝をしても
らいたいです。(市川) 
1 点差で勝ち負けがついたり
大量点差で逆転するのが好き
です。(F.I.) 

子供の頃から中日ドラゴンズのフ
ァンでテレビ中継があるときはな
るべく観ています。守備の選手が
見事なプレーをするのを見るのが
一番に好きな瞬間です。(永江) 

清原、東尾がいた当時の西武ライ
オンズ。野球を全く知らない人で
も選手から覚えていき感動でき
た。特に清原入団１年目の日本一
決定の巨人軍は清原をみて泣きま
した。(田端) 

バレーはしてたから。 
サッカーは見ててすごい楽
しい！ 
好きな選手はマルコ・ロイス
とエジルです。(沙紀) 

あまりスポーツには興味が
ありませんが、テレビではバ
レーボールをよく見ます。 
背の低い選手が他国の背の
高い人と戦っているのを見
ているとついつい応援して
しまいます。(SORA) 

砲丸投げからフットサル
まで（んｗ？） 
なんでもやってみたいし、
テレビ観戦するのも好き♡ 
やったことはないけどや
る際は誘ってください♡ 

＊深羽＊ 

 
利用者さん・スタッフに聞きました 

小学校からよくや
ってて楽しかった
から。(祖濱) 

テレビでみるのが
好きだから (Y.K.) 

魚との知恵比べで大した大物
をいかにして釣るかに推理が
かかっています。 

(大阪からきたおじさん) 
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