第 29 号

2016 年 10 月 31 日

えがお通信

Vol.29
発行元：一般社団法人えがお工房８
編 集：えがお工房８たんと
発行日：2016 年 10 月 31 日
電 話：076-256-3073
E-mail：info@egaokobo8.com
U R L：http://egaokobo8.com/

☆ 「企業の障害者就労施設活用セミナー＆商談会」に参加します ☆
障害者就労施設では、
一般企業で働くことが難しい方々が社会参加・自
立を目指して日々働いています。このイベントが
利用者方の働く場を広げていける良い機会にした
いと思っています。
【開催要領】
・日時 平成 28 年 11 月 2 日（水曜日）
13:30～16:30
・場所 石川県地場産業振興センター新館 1 階
コンベンションホール
・内容 障害者就労施設活用セミナー
（13:30～14:30）
「施設活用事例・メリット等について」
商談会（14:30～16:30）

１１月２日（水）に、
「企業の障害者就労施設活
用セミナー＆商談会」が開催されます。えがお工
房８クリーンは昨年に引き続き、今年も参加させ
て頂きます。
このイベントは、県内の障害者就労施設が、企
業様からの作業受注の拡大をすることにより、利
用者の工賃アップにつなげることを目的として開
催されます。
「商談会」には県内の障害者就労施設が一同に
集まり、企業と施設が情報交換が出来ます。また
企業と施設の受発注の事例も紹介されています。
そして「企業の障害者就労施設活用セミナー」
では、既に施設を活用している企業様から、施設
の活用事例やメリット等、企業の皆様のお役に立
つ情報についてお話して頂きます。
当社は、ビル・アパート・ホテル・事務所など
の清掃業務や軽作業、パソコン業務としてデータ
入力・アンケート集計・ホームページ作成などを
業務として行っています。１０月からは名刺印刷
業務も始めました。当社ブースでは、これらの業
務の作業風景などを映像やポスターでご紹介いた
します。

☆ 熊本地震で被災されたみなさまへ、思いが届きました ☆
「えがお通信」2016 年 8 月号で紹介させて頂きました
が、熊本地震で被災された大学生 相戸健志さんの絵が描か
れたポストカードに、被災された皆さんへの応援メッセージ
を書いて、南阿蘇村役場に送らせていただきました。
後日、そのポストカードをご覧になった、相戸健志さんの
お母様 相戸晴子よりお礼のお便りをいただき、今回 ご自身
の Facebook にて 私たちの取り組みをご紹介頂きました。
文書作成講座で一生懸命に書いたメッセージが、無事に被
災された皆様の目に触れ、喜んで頂けていることがわかり、
本当にうれしく思います。
最近は、鳥取でも地震が続き、多くの方が被災され、不安
な日々を過ごされています。
直接の支援はなかなかできませんが、離れたこの地にいる
私たちは、被災された方々のことを想い、忘れずにいること、
が、未来へとつながっていくことと信じています。

相戸晴子 様 の Facebook 投稿より

https://www.facebook.com/haruko.aito/posts/768928609915067
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行きたい所は宇宙です。ロケットやスペースシ
ャトルで行くことになると思いますが、もしかし
たら違う乗り物が開発されているかもしれませ
ん。まずは無重力空間で泳いでみたい。地球の海や
プールの水ではなく、空間を泳ぐとはどんな感じ
なのでしょう。地球の地殻から石が引力に吸い込
まれて落ちる様子、逆流れ星など、いろいろと見た
いものが多いです。
そして、月にはやっぱり行きたいです。月からの
景色を見たり、旗を立てたり、おみやげに石を持っ
て帰ったりしたいですね。今は仲間や友達などが
いないので、１人で行くことになるでしょう。１人
のほうがゆっくり、じっくり鑑賞できるので気が
楽かもしれません。けれども、ツアー旅行などがあ
れば参加して、みんなで盛り上がるのも良いでし
ょう。魅力いっぱいの宇宙に行ってみたいです。
（ のの丸 ）

2016 年 10 月 31 日

自分が行きたい所は東京ディズニーランドとデ
ィズニーシーです。誰と行きたいかというと、母
と姉とです。なぜならば、母も姉もディズニーの
大ファンだからです。
ランドやシーの魅力は、パーク内の世界観です。
アトラクションの並ぶ所やレストランエリアのト
イレにいたくまで、世界観が作り込まれ、現実を
忘れるほどです。
話はかわりますが、自分は、ジャングルクルー
ズ、ワイルドライフ、エクスペディションが、ラン
ドやシーのアトラクションの中で一番に好きで
す。なぜなら、アトラクション内の環境がとても
リアルで、まるで本当にジャングルに行った様な
感じになるのと、船長のトークが面白いからです。
たぶん３回乗ってもあきません。それと、夜は夜
で雰囲気が変わるので、できれば、昼と夜の２回
は乗りたいです。
（ S.Y. ）

私の好きな本は歴史小説などです。今年に入っ
てから読みはじめました。前から興味があり、読ん
でみたいと思ったので書店へ行って買いました。
一冊あたり五百円から八百円ぐらいだったと思い
ます。歴史小説が好きだと書きましたが、特に上杉
謙信からはじまる上杉家と関係のある本ばかりを
買って読んでいます。
本の内容としては、まず上杉謙信について少し
書こうとおもいます。謙信は戦国時代の武将の一
人です。
「義」という精神を持った人で戦でよく活
躍しました。けっこう若くして亡くなりましたが、
今でも知られている武将だと思います。
次は上杉景勝、直江兼続についてです。この二人
は戦国時代末期に活躍しました。主従の関係で幼
なじみでもあります。どちらかというと景勝より
も兼続のほうが有名で、私の買った本もタイトル
は直江兼続でした。景勝の本も探してみたのです
が、ふだん書店では取り扱っていない様子です。
最後に上杉鷹山について書きます。鷹山はもと
もと上杉家の人ではありませんでした。養子とし
て米沢上杉家にむかえられた人です。太平の世と

なった江戸時代に生まれ、借金まみれだった上杉家
を立て直すために活躍しました。知る人ぞ知る人物
で、「為せば成る」という言葉を残しています。
その他にも、いま読んでいる最中の本を少し紹介
したいと思います。まずは仕事についての本でアド
ラー心理学から得た知識を活かして書かれた本で
す。アドラーは近年、日本で注目を浴びている人物
で、私もアドラーについて書かれた本を三冊ほど持
っています。
そして、これも心理学の本ですが、こ
れは人間関係について書かれた本で、第
一印象について色々と書かれています。
まだ途中までしか読んでいないので、ま
だまだ面白そうな内容の項目があると
思います。
本は世の中にたくさんありますが、どの本も読ん
でみると面白いと思うものばかりです。中には難し
くて読み進められなかった、数学についての本もあ
りますが、私にとってはどの本も興味深くて楽しい
内容でした。これからも本を読んで楽しみたいと思
います。
（ 本好き ）

私の好きな本は、長谷部誠選手の「心を整える」
という本です。母が情報を入手し、図書館にあるか
ら借りて読んだのがきっかけです。長谷部選手が
好きなのと、この本に出会って良い方向に変わっ
ていったので、ゴールデンウィーク中に買いまし
た。
内容としては、愚痴を言わないとか、最悪の事態
を想定するとかなど、ちょっと実践するのが難し
いものもあれば、家族や仲間の大切さをについて

書かれているものもあります。他にもいろいろと
為になることが書いてあって、私自身を変えよう
と思ったときに読むと効果があります。
私は友だちの誕生日に、この本を買ってプレゼ
ントしました。友達もうつだったので、読んでほし
かったからです。自分自身を見失っている人や、マ
イナス思考が頭の中を占めている人に読んでもら
いたいと思える一冊です。
（ タックス大好き♡ ）
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by 文書作成講座
ブンブンハロー８たんと、キスマイだとみっく
んが好きなリラックマです。初めにえがお通信の
２８号にコリラックマの名前があったのがびっく
りしてしまいました。
さて、本題に移ります。
僕の最近あったことは、映画をたくさん見たこ
とです。なんの映画を見たかというと、ワンピー
ス・フィルム・ゴールドと、シンゴジラと、君の名
はです。ワンピースの映画は尾田先生の描いたキ
ャラクターの服が素晴らしく、戦闘シーンがかっ
こよかったです。シンゴジラの映画は、監督があ
の有名なエヴァンゲリオンを作った庵野秀明さん
だったので、僕はかなり不安でした。でも、見てみ
たら凄く面白くて、話の内容もわかりやすかった
のでよかったです。そして、君の名はの映画は、テ
レビで話題だったので僕の中では気になっていた
映画でした。感想としては、映像がとてもよく、キ
ャラクターの声が神木隆之介さんと上白石萌音さ
んなのが凄くよかったと感じました。それから、
音楽と主題歌の、前前前世の歌はとてもすばらし
く、ツタヤで借りて音楽プレイヤーに入れるほど
気に入ってしまいました。ちなみに主題歌を歌っ
ているのは RADWIMPS という日本の４人組ロッ
クバンドです。そしてさらに、僕はこの映画を見
て、小説を買って読みました。それくらい君の名
はという作品が大好きになりました。
以上が僕が見た映画の作品です。皆さんは最近、
なんの映画を見ましたか？
（ キスマイだとみっくんが好きなリラックマ ）

これまでのマイワークに替わる講座として”週
替業務”が始まりました。パソコンでの入力や書
類整理など、一般的な事務作業の基礎
練習を行う講座で、就職に向けた、より
実践的な能力の取得が期待されます。
主な業務
１．勤怠データ入力
会社員ひとりひとりの一か月の勤務状況を記し
た書類を見ながら、パソコンの Excel ワークシー
トに入力していきます。
（書類自体は訓練用に作成されたものです）
２．書類仕分け
３～４人ていどのメンバーが集まり、これまた
訓練用の書類を種類分けしていきます。肝心なの
はチームワーク。
就職に向け、実践力を付けていきましょう。
（ 妄想大好き人間 ）

１０月中旬に、X-JAPAN の YOSHIKI 主催
の VISUAL JAPAN SUMMIT のライブ・ビュー
イングをコロナシネマ金沢で観てきました。僕は
１４日(土)と１５日(日)の二日間でした。すごく楽
しみにしてたのは、１４日に出演していた L'Arc
～en～Ciel と、
VANMPS のヴォーカル HYDE と
YOSHIKI によるユニットと、１５日に出演してい
た、黒夢と sads のヴォーカルでソロでも活動し
ている清春でした。HYDE×YOSHIKI のユニット
では、HYDE が歌って YOSHIKI がピアノ伴奏し
ていました。一曲目はラルクの曲で、MY HEART
DRAWS A DREAM という曲でした。この曲は、
ラルクの曲で一番大好きな曲だったので感動しち
ゃって泣いてしまいました。二曲目が X で、Say
Anything という曲でした。聴いたことなかった
昔の曲だったんですけど、これを機に大好きにな
りました。終わった今でも You Tube などで何度
も何度も聴いてしまっています。１５日に出演し
ていた清春は、なんとアコギ一本のアコースティ
ック編成でのライブでした。セットリストはとい
うと、黒夢と sads と清春のソロの曲が混ざって
いた感じで、すごく圧倒されました。今回のイベ
ントでは、僕の好きなバンド・アーティスト達が
いっぱい詰まった感じで、目いっぱいに楽しむこ
とができました。まだ、余韻に浸っています。
（ @_x_TAKANORI_x_ ）

僕が最近ニュースで知ったのは、大阪府門真市
で家族４人が刃物で襲われ負傷した事件です。そ
のニュースをより詳しく知りたいとヤフーニュー
スで記事を見ることにしました。ヤフーニュース
に掲載されている内容によると、長女の説明とし
て、１８日午後１１時頃、戸締りを済ませて２階
の寝室で一斉に就寝しました。暗闇に包まれた翌
１９日午前４時すぎ、長女は物音で目覚めた直後
に叫び声が聞こえて、慌てて廊下の電気を点けて
部屋を覗きました。犯人が父親に馬乗りになり、
何度も刃物で体を刺していました。凶刃は長女ら
３人にも向けられます。長女が警察に通報し、外
に出て娘を抱えたまま警察の到着を待ちました。
大阪府警門真署員が現場の２階に上がると、廊下
で犯人があきらめた様子でしゃがみ込み、一時は
犯人を取り押さえていた長男も力尽いて倒れてい
ました。次女はショックのせいか、部屋で座り込
んでいたといいます。前代未聞の事件に驚きを隠
せませんでした。
（ お掃除マイスター ）
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普通に文書を作成するにはやはり Word が便利ですが、そ
の機能の複雑さにより敬遠されがち。しかし、その分、攻
略しがいもあり、慣れれば便利なもの。そんな、Word の
攻略ポイントをご紹介します。



文章校正・スペルチェック
文章入力時に、赤い波線の下線、緑(青)の波線
の下線が表示されることがあります。画面表
示だけで印刷はされません。
入力時は煩わしいとは思うかもしれません
が、うっかりした入力ミス、文法的な間違え、
英文のスペルミスなどを発見してくれる便利
な機能です。赤い波線、緑の波線が表示された
ら、ちょっと自分を疑って見直す癖をつける
と文章のミスがなくなります。

下記 3 点をチェック！
 下線の上で右クリック
 [F7]
 [ファイル]-[オプション]-[文章校正]

次回 P 検・日商 PC 試験日程
2016 年 11

入力オートフォーマット・オートコレクト
箇条書きにしようと頭に数字や記号を入力し
て文章を書き、Enter キーを押すと、次の行
も自動的に行頭に数字や記号がつく。英単語
の一文字目が自動的に大文字になる。記書き
の「記」を入力して Enter キーを押すと、
「記」
が中央揃えされ「以上」が挿入され右揃えさ
れる。
「勝手にやりやがって！」
「おせっかい」
と、思うかもしれませんが、その働きを知っ
てしまえば非常に便利な機能です。

下記 2 点をチェック！
 青下線の上でクリック(スマートタグ)
 [オートコレクトオプション]ダイアログボック

Web でも情報発信中！一般社団法人えがお工房８Web メディア

月 11 日（金）

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/
～

スマイル・ルール

No.30

～

「心のバケツ」Vol.2
ようにしたいものですが簡単ではないですね。
もしそうなってしまった時の『おまじない』を聞
いたのでお伝えしておきます。
「ありがとう」
「ごめんなさい」など、言えなか
った言葉を心の中でまず言う。そして次は必ず言
おう！と決める。それでいいそうです。人のせいに
次はしない。どうせできないなんて次は思わない。
そう決めることでバケツから逃げ
る幸せを阻止できるそうです。
あなたも今日からやってみてく
ださいね。
スタッフ haha

前回「心のバケツ」に幸せをためる、というお話
しをしました。
ところが、ためていけるだけならよいのですが、
ちょっとしたことでバケツの底に穴が空いてしま
い、せっかくの幸せが逃げていってしまうというの
です。
助けてもらった時に「ありがとう」を言い忘れた
り、迷惑をかけた時に「ごめんなさい」が言えなか
ったり、うまくいかなかったことを人のせいにした
り、どうせできないとすぐあきらめてしまったり。
自分だけでなく周りも不幸にする行動をするたび
に、ドンドン幸せが減っていきます。そうならない

☆体験会・見学会のご案内 ☆
就労移行支援 えがお工房８たんと

11 月 22 日(火) 24 日(木) 28 日(金)
就労継続支援 A 型 えがお工房８クリーン

11 月 16 日(水)

■編集後記■
おせっかいな機能を邪魔と思う気持ちも分からなくはありませ
んが、実は、使ってみると便利なもの。ソフトのせい、機械のせ
い、にしてしまっている人をみると、非常に残念です。パソコン
買えば大抵は入っている Word も、わりと冷遇されることが多
いですね。どんどん使ってやってほしいものです。 （Pooh）
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