
第 42 号 えがお通信 2017 年 11 月 28 日 

1 

 Vol.42 
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：2017 年 11 月 28 日 
電 話：076-256-3073 
E-mail：info@egaokobo8.com 
U R L：http://egaokobo8.com/ 

 

あっという間に時は過ぎ 今年も残りひと月と 

なりました。 

えがお工房 8 ジョイでは新しく施設外就労がスタートしまし

た。まだ、少人数なのでアットホームな雰囲気で仕事に励んでい

ます。 

現在、デザイン作成、PC 業務、軽作業に取り組んでいます。 

デザイン作成は毎週一度デザインの先生に指導を受けながら、

売れる作品作りに励んでいます。 

毎日笑顔のたえない環境作りを目指して 一人一人と向き合い 

一人一人にあった支援をしていきたいと思います。 

☆ 就活も就職してからも支援はずっと続けています！ ☆ 

 

就職活動の一環として 

11 月は 2 件の企業見学に 

でかけました。 

1 件目は、冷蔵・冷凍倉庫で、主に食品の仕分

け作業をしている工場。参加者は就職活動を始

めた 3 名。みんなメモ帳とペンを片手に見学を

開始。案内をしてくださった企業様は、一つ一つ

丁寧にゆっくり説明をしてくださったので、訓

練生の皆さんはメモをきちんと取ることができ

ました。 

2 件目は、えがお工房８たんとの卒業生が既

に働いている流通の工場へ。参加された訓練生

は、車の中でも緊張したようす。しかし、いざ会

社の前に来ると背筋をシャキッと伸ばし、案内

をしてくださる担当者さんに大きな声で挨拶。

見学中も、すれちがう職員さんに必ず挨拶をす

る訓練生に、案内をしてくださった担当者さん

が思わず笑みを浮かべてくださっていたのが、

支援員として嬉しかった事です。 

これからも、自分にあった仕事を見つけられ

るよう、見学、実習を積み重ねていきます。 

☆ デザイン・PC・軽作業に取り組んでいます ☆ 

 

定着支援は月に 1 回、担当者が企業へ訪問し、

働いている卒業生ご本人と、企業の担当者様と

面談し、お話しをお聞きし、悩みや課題を解消で

きるように支援しています。 

本人からは、上司から依頼を断ることができ

ずに、がんばりすぎて体調を崩したり、という相

談もあれば、企業様からは、仕事中に手が止まる

ことがあり何か悩んでいるのでは、と思うのだ

が、と相談を頂いたり。 

その場で対応できない時は持ち帰り、スタッ

フで意見交換し、精一杯支援しています。 

2～3 ヶ月に 1 回、えがお工房 8 たんとでは、

「えがおかい」を開催しています。卒業して就職

した OB・OG たちが集まり、 

近況報告したり、悩みや 

愚痴をいいあったり、 

楽しいひと時を過ご 

しています。 

★ 定着支援やえがおかい日々の活動の様子はブログにも掲載しています ★ 
★  ぜひご覧ください  →  http://egaokobo8.com/blog/ ★ 
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by 文書作成講座 

毎年 11 月には必ず欠かせない行事です。まず

始めに 6 つのタンクを車に載せてガソリンスタン

ドに向かいます。次に灯油を入れ、家に向かいま

す。そして灯油を灯油入れに注ぎます。 

これが 1 周だけで済むなら全然マシですけど、

これを 3 周しなきゃいけないんでとても辛いで

す。ですが、3 周するにあたってひたすら重いタ

ンクを灯油入れに運ぶので腕がパンパンになるの

でかなりいい筋トレにもなるので辛い灯油運びが

楽しくなります。 

これからますます冷え込んで来るので、皆様体

調に気を付けて楽しい 11 月を過ごしましょう。 

 （ Naka sho. ） 

皆さん、こんにちは。現在は、11 月の中旬です。

秋の時期も終盤を迎えてきており、私は冬支度を

始めました。また、街の道路も多数の落ち葉が目立

つようになって来たように思われます。秋と言え

ば芸術、スポーツ、食欲等であると思いますが、冬

も、ウインタースポーツ、食欲等などでしょうか？ 

最近、スーパー等で目立ち、気が付いたことは、

秋は旅行のシーズンでもあるように思われます

が、休日に駅弁フェアというのが開催されており、

夕方までには、すべての駅弁が、売り切れになって

おりました。また、私は冬のウインタースポーツ

は、スキーやスノボーが思いつきます。私自身、ス

キーは経験者ですが、スノボーは未経験です。スキ

ーもあまり得意ではありません。冬のスポーツの

イメージで、見る方のスポーツでは、ラグビー、サ

ッカー等の観戦は好きです。 

皆さん、冬はインフルエンザ等の病気に気を付

けて、楽しい生活を送りましょう。 （ T.Y ） 

最近だんだんと寒くなってきました。11 月はあ

る映画を観に行ったり、カラオケに行ったりする

予定です。 

 最近は時間の流れが速く感じます。やっぱり

年を取ると時間の流れが速く感じますね。7 月に

入ればあっという間です。1 年前の今頃が最近の

ようです。去年の 2016 年もあっという間に終わ

ったような気がしたけど、今年はそれよりも早く

終わったように感じました。 

 11 月に入り、もうすぐで 2017 年も終わり

そうです。今年も後悔していることや、やり残した

ことが結構あります。もうすぐで 20 歳になるの

ですが、実感がわきません。それが少し怖いです。

個人的に今年は特に変わったことがなく、中身の

ない 1 年だったと思います。 （ TT ） 

僕が毎年 11 月にいつも楽しみにしているテレ

ビ番組があります。それは、「ベストヒット歌謡祭」

です。当時は賞取りレース番組として多くの方々

から親しまれています。2011 年以降東日本大震

災の影響により現在ではコンサート形式で放送を

しており現在に至ります。2014 年からはミュー

ジックシーンに加え、年内に起こった様々な出来

事を音楽に融合させています。 

元々のタイトルは1968年に深夜放送の中で放

送された人気番組「夜のレコード大賞」というコー

ナーから始まり、その後、「全日本有線大賞」とい

うタイトルで親しまれています。2001 年・2002

年は「ALLJAPAN リクエストアワード」という

タイトルで放送され2003年から現在の名称が使

用されています。 

この番組の様々な出来事がたくさんありまし

た。2011 年(第 44 回)には生番組の演出として

は初めての「3D プロジェクションマッピング」を

使った空間演出を行いました。2013 年(第 46 回)

にはシークレットゲストとして『ふなっしー』が登

場しました。2014 年(第 47 回)にはこの年に逝

去したやしきたかじんの思い出を語り、代表曲「や

っぱ好きやねん」を歌った。その後この曲は JR 西

日本大阪駅の大阪環状線の発車メロディーとして

使用されるようになりました。2016 年(第 49 回)

では当時初登場の欅坂 46 が出演した際センター

の平手友梨奈がパフォーマンスをしている際に

「山口百恵の再来！？中学生センター」と紹介テ

ロップが付けられました。このように様々な出来

事が交差しており過去から現在の音楽番組をリー

ドしております （ お掃除マイスター ） 
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11 月になると寒さが少しずつ厳しくなってき

ます。そこで、鍋が恋しい季節になってきました。

作るのが簡単、野菜たっぷりで栄養も満点、そして

美味。冬に料理するときにはとても重宝すること

と思います。 

今回、「11 月」or「冬」がテーマということで、

11 月について調べていました。すると、11 月に

「鍋の日」なるものが存在していることが分かり

ました。11 月 7 日がその日で、1(い)1(い)7(な)

べという語呂合わせと、この日が立冬になること

が多いことから、2001 年に多くの鍋つゆを製造

するヤマキが制定しています。 

11 月は「大根」、「白菜」、

「にんじん」など、鍋に合う

食材が多く旬を迎える季節

です。今冬も美味しい鍋に舌

鼓を打ちたいものです。 

（ T・F. ） 

早いもので、もう 11 月となりました。今年も

あと二ヶ月で終わりです。徐々に冬らしい気候に

なってきて、朝、フトンから出づらい今日この頃で

す。 

我が家では、夕食に鍋を囲むようになりました。

牡蛎、鱈、白子など、冬の食材を入れたものを愉し

んでおります。残りの汁は雑炊にすることを忘れ

ません。たまには水炊き以外の鍋も食べたいです。

（我が家では鍋といえば代り映えのない水炊きな

ので） 

今年はなまこ酢、白子酢、カキ酢も食べたいで

す。（酢の物ばかりですが）ここ数年、この時期に

これらの食材がスーパーに並ばなくなった気がし

てなりません。だとしたら少し困ります。 

他に気になることと言えば、紅白歌合戦出場歌

手の発表です。来年引退を発表した安室奈美恵は、

目下交渉中とのことで、出来れば出てほしいです。 

繰り返しますが今年ももう終わりです。

私が８たんとに来て一年が経とうとしてい

ます。振り返ってみると自分なりに頑張っ

てきたつもりですが、甘い所も目に付く一

年でした。ラストパートをかけつつ、年越し

を迎えたいです。 

 （ ニクスキー ） 

11 月 23 日は「勤労感謝の日」です。私は今ま

で遊民生活を送っていました。「働き方改革」の長

時間労働の制限や男女雇用機会均等法の制定によ

り随分職場も変わってきました。この自堕落な生

活は心の DNA もない淋しい life、と悟ってしまい

ます。 

えがお工房へ移行に通って、私の価値観・考え方

もすっかり変貌しました。私の冬支度はカラカラ

と思います。凍えることに気丈になりそうです。負

けん気でゲームをしようじゃないですか。life のラ

ンキングを上げることで、賞金を稼ぐこともでき

ますね。「働く」ことを夢見て、現実の幸福に変え

ることも大切だと思います。誰だって愛し、愛され

ることが心の糧です。 

世の中にはワーキングプアやネットカフェ難民

の人もいます。働いても十分な収入を得られず、ホ

ームレスな生活で過ごしている人たち。少子高齢

化の社会。その社会の一員として働きたいという

モチベーションが高まっています。Web ノートに

晩秋の落葉を作成してみたいと思います。それは

11 月の気晴らしでしょうか。We ページ上の私は

剛健です。とても改革を続けていきたいです。 

 （ ユーミン ） 

自分は今年の 9 月頃から MOS Excel という資

格を取ろうと思い、就労支援移行事業所に通いな

がら勉強をし始めました。ネットで MOS の試験

に合格した人の声を探していたら、「FOM 出版の

MOS Excel のテキストを読んで合格しました。」

という声が多かったので、通販サイトの Amazon

で FOM 出版の MOS Excel のテキストを購入し

ました。 

しかし就労支援移行事業所に

も同じテキストがあり、今とな

っては買わなくてよかったよう

に思います。 

FOM 出版の MOS Excel の

テキストに付属している CD-

ROM の中に MOS Excel の問

題集が入っていて、パソコンに 

インストールすることで問題を解くことが出来ま

す。 

自分が今年の 3 月まで通っていたパソコンの専

門学校で、MOS Excel の試験を 11 月 15 日の大

安の日に受けました。合格する為に必要な点数は

700 点前後と言われているようです。試験を受け

る前は 680 点くらいで落ちるかもと思いました

が、制限時間を約 17 分残して試験に合格するこ

とが出来ました。FOM 出版の問題集と比べると実

際の試験の難易度は低いように思いました。次は

MOS Word の資格を取ろうと思います。 

（ タヌマスク. ） 
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1. スタートメニューの表示 [Windows]キー 

まず、そのままおしてみてください。 

画面右下の Windows ロゴマークのスタートボ

タンをクリックしたのと同じくスタートメニュ

ーが表示されます。 

カーソル（矢印 ←↑↓→）キーとタブキーを利

用すれば、アプリケーションを開いたり、パソコ

ンをシャットダウンしたりできます。 

突然、マウスの電池が切れてパソコン終了できな

い、なんて時に便利です。 

2. 一瞬にしてデスクトップを表示 

            [Windows]＋[D] 

Word や Excel で仕事をしている時に、デスクト

ップにあるショートカットで他のアプリケーシ

ョンを開きたい、といった時に便利です。 

もちろん、仕事中に好きなアイドルの画像を見て

いたら上司が来て慌てて隠したい、って時にも使

えます。私は決してそんなことはしていません。 

皆さんは日々おだやかに過ごしていますか？ 

おだやかとは落ち着いていて心地よいさまのこ

と。職場ではなかなか難しいと思うでしょうが、家

庭ではそうありたいものです。あなたのことをよく

知っていて、いつでも味方になってくれる家族との

関係はうまくいきたいですね。 

でもつい甘えて遠慮がなくなったり、激しく感情

をぶつけてしまったりした経験のある人も多いは

ず。あたりまえのように自分のそばにいてくれると

思いがちですが、家族との関係はとても特別なも

の。まずは家族と丁寧にコミュニケーションをとる

ように努力しないといけないのだそうです。怒り

過ぎず知らんぷりをせず、顔を合わせて声を掛け

合い一緒に食事をする。そんなありふれた日常か

らおだやかさを感じたいものです。 

毎日会う家族とおだやか

に過ごすことができれば、

決まった時間にだけ会う職

場の人とおだやかに過ごす

ことは実は難しくないので

す。 

さあ、今日もおだやかに過ごしてみましょう。 

スタッフ haha 

好評連載がブログでも連載開始！ 
えがお通信で連載中の「スマイル・ルール」と「パソコ

ン講座」がブログでもお読み頂けるようになりました。 

「スマイル・ルール」「pooh のパソコン講座」で[検索] 

 又は http://egaokobo8.com/wp/category/pc/ 

http://egaokobo8.com/wp/category/smilerule/ 

 

  

 

☆見学会・説明会のご案内 ☆ 

就労移行支援 えがお工房８たんと 

12 月 20(水)・21(木) ・22(金) 
就労継続支援 A 型 えがお工房８クリーン 

就労継続支援 B 型 えがお工房 8 ジョイ 

個別に対応します、お問合せ下さい。 

■編集後記■ 

毎日穏やかに暮らしたいと思いつつも、時には怒りが

ぐつぐつと煮えたぎってしまうこともあります。怒りの

感情そのものは悪いことではありませんが、怒りに支配

されると人間として悲しいし、人生もつまりません。 

親しい人たちと、ぐつぐつと煮えたあったかい鍋を囲

んで、心をリセットしたいものですね。 （Pooh） 

「今日もおだやかに」 

～ スマイル・ルール No.43 ～ 

3. 拡大鏡の表示 [Windows]＋[＋] 

以前、当欄でも紹介した Windows のアクセシビ

リティ機能。その中の拡大鏡を表示するショート

カットです。目の不自由な方、老眼になって細か

い字が見えづらい方にはとても便利な拡大鏡を一

発で表示できます。 

4. 画面のロック [Windows]＋[ L ] 

離席時には必ず画面をロック。仕事では与えられ

た ID で PC を利用します。他人に勝手に操作され

たり、情報を盗み見られたりされないように！ 

※ みなさんもぜひ試してみてください 

PC 講座エッセンス その 8 

 
[Windows]キー、ご存知ですか？ 
Windows 用のキーボードの左下にあります。近くにあ
る、[Ctrl]キー、[Shift]キー、[Alt]キー ほど注目されませ
んが、実は便利なやつなんです！ 

随時開催中！ 
 P 検(ICT プロフィシエンシー試験) 

 日商 PC 検定、日商簿記初級 

 B 検ジョブパス検定・J 検 


