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雪がしんしんと降り続いております。皆様は元

気にお過ごしでしょうか？ 

北陸は 7 年ぶりに大雪も降りとても寒い時期と

なっています。 

私事でありますが、先日、猛吹雪の中、雪すかし

をしていたら、腰を痛めてしまいました。もとも

とヘルニア持ちということもあり、常に気を付け

ているのですが…。ダイエットを兼ねてと心の中

で思っていたのですが、なかなか上手くいきませ

んね。皆様も腰にはお気を付けくださいね。 

それはさておき、こちら 8 クリーンですが、1

月 13 日に新年会でボーリングをメンバーさんと

スタッフで行いました。 

★ 新年ボーリング大会開催！今年も楽しく働きます！ ★ 

☆ 新年早々、就活、就活準備に励んでいます ☆ 

 就労移行支援事業所を利用できる期間は原則 2 年間、そして、

訓練を開始する時期もバラバラということもあり、就労移行支援

事業所えがお工房 8 たんと では、新年早々、企業見学、面接、実

習といった就活、そして就活の準備として履歴書・プロフィール

シートの仕上げ、面接練習といった訓練も活発に行われています。

スタッフも心せわしく、特に就労担当スタッフは大忙し。一人一

人の訓練生が思いを叶えられるように、真剣に支援しています。 

また、就活までまだ期間がある訓練生は、模擬職場での訓練、

ビジネススキル講座や PC 講座などで、仕事で必要としたスキル

を身につけるべく、訓練に励んでいます。 

景品もあり、みなさんワイワイ楽しんで 

いただけていたようでした。 

またレクリエーション

なども取り入れて皆さん

との親睦も深めていける

ようにスタッフ一同取り

組んでいきたいと思って

います。 

※8 クリーンの作業など気になる方、仕事を探し

ている方などまだまだ募集しております。 

すこしでも気になった方はお電話お待ちしてお

ります。 

メンバー（利用者）さん手作りの水引で作った

締め飾りを飾り、えがお工房８ジョイは新年を迎

えました。 

ジョイに通うメンバーさんも少しずつ増え事業

所内も賑やかになりました。 

いろいろな軽作業のお仕事も増え、一人一人に

合ったペースで きれいに仕上げることを意識し

ながら作業に取り組んでいます。 

先日は女性メンバーさんを中心にぜんざいを作

り皆で楽しく食べました。甘くておいしいぜんざ

いは心も体も温まり大好評でした！ 

☆ メンバーさんも仕事も増えて、忙しい年明けです！ ☆ 
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by 文書作成講座 

＜2018 年の抱負＞ 

皆様、新年あけましておめでとうございます。今

年もどうぞ宜しくお願い致します。一般的な新年

の過ごし方は、初詣、田舎・実家への帰省、旅行等

だと思いますが、私の場合は、実家に帰省しまし

た。電車で帰省しましたが、乗車率は 100％でし

た。実家に帰省して、母の手料理がとても懐かし

く、とても美味しかったです。あと、友人と初詣に

行きました。お守りとおみくじを買いました。おみ

くじは、吉でした。近年は大吉をよく引いていたの

で、少しショックでした。 

次に成人式についてですが、私は当時、大学に行

きながら、アルバイトをしていましたので、成人式

には出席しませんでした。今は少し後悔しており

ます。成人とは、大人への第一歩で、色々と自己責

任が発生すると思われます。また、成人とは、自立、

社会人一年生のイメージがあります。成人すると、

国民年金の納付・申請、税金の支払等が発生し、人

生でとても大切なことだと思います。特に国民年

金は、障害年金等をいただく場合にとても大切な

ことになります。 

最後に、私の2018年

の抱負は、ビジネスマナ

ー、パソコン操作等のス

キルアップが希望で、８

たんと様の職員様や先

生様のサポートを受け

て、適職に就職できれ

ば、嬉しいです。（ T.Y. ） 

〈2018 年のアダルトチルドレン〉 

初夢を見ました。「愛ってこんなにいい気持ち。

FRB が見せた dream かもしれない。」そんな幸福

な初夢に生きがいを感じ、昨年からの悪魔の子か

ら再起しました。家族に助けられ、Japan に見守

られ、レスキューされたのが不思議なくらいです。 

ヒーターが故障してから始まった元旦も、私に

見せたブラックボックスだったのでしょうか。生

き生きと生きる信念を貫き、私は変わりました。

2018 年は苦労して生きる屍となるかもしれませ

ん。「愛情物語」のスライドショーを作ります。

Power Point の悩みも乗り越え、逞しい闘士とな

りたいです。醜い自分の顔。知能の足りない私自身

の憲法。それは国家元首が何なのかわりません。ワ

イマール憲法が生存権を主張するように日本国憲

法の鏡となりたいです。 （ エリス ） 

〈疲労が溜まったお正月〉 

平成 30 年のお正月は友人と過ごしました。大

晦日から 1 月 3 日にかけて私が住んでいるグルー

プホームにポケモン好きの友人が泊まりに来た

為、家族や親戚と会うことはありませんでした。1

月 3 日までの時点で自分以外でグループホームに

住んでいる方が 1 人しか居なかった為、友人が隣

人の事を気にすることなく大きな声で喋っていま

した。 

友人が喋っていた内容は主にポケモン、ドラゴ

ンボール、健康に関する事で、聞いていて参考にな

りました。 

又、久しぶりにお酒を飲みました。友人はスーパ

ードライ、自分は黒ラベルを買いました。お風呂場

から友人の声が聞こえ、楽しそうでした。 

4 日間友人と喋っていた上にお酒を飲んでしま

った為、体力・精神共あまり休まりませんでした。

友人から 500 円分の QUO カードとポケモンの

本 2 冊、そして大量の伝説のポケモンを頂きまし

た。 （ タヌマスク. ） 

＜成長する＞ 

皆さんあけましておめでとうございます。今年

のお正月、皆さんはどのようにして過ごしました

か？私は、家族で富山県に行き、温泉に入ってきま 

した。いつもお正月は、家

でゆっくり過ごすことが

多いのですが、今年はち

ょっと違ったお正月にな

りました。 

一月といえば成人の日があり、たくさんの新成

人が、大人の仲間入りをしました。自分は成人式に

は出ていないので、雰囲気はわかりませんが、旧友

と再会し、盛り上がったことと思います。 

さて、また新しい一年が始まりました。今年も去

年と同様に一日一日を大切にして、少しでも成長

できるように頑張りたいと思います。  

 （ K.H. ） 
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＜2017 年を振り返って＞ 

私の今年の抱負は、「体調を崩さず健康な体を維

持する」です。昨年は春先や秋頃に体調を崩すこと

が多く、自分の日常生活を振り返ってみると、夜更

かしをする日が多かったり、帰ってきてからの手

洗いうがいを忘れたりと、あまり健康に気を遣わ

ない生活を送っていたと思います。なので、今年か

らは健康に気を付けるようにしました。 

お正月は休みが続き、見たいテレビ番組も多く、

どうしても夜更かししがちになってしまいます

が、私の場合は、何があっても 11 時頃には寝る

ようにして、朝も、最低でも 7 時 30 分までには

起きるようにしました。お正月といえど、決して弛

まずに早寝早起きを心掛ける事が出来ました。し

かし、お正月が終わってから少し夜更かしぎみな

ので、そこは今後から修正していきたいです。 

私は来年成人式のため、当日に体調を崩してし

まったら元も子もないので、少し早い気もします

が、今の内に健康な体を維持し、成人式を迎えられ

ればいいと思います。 （ O.F..） 

＜2018 年を迎えるにあたって＞ 

お正月の世の中の一般的な過ごし方について

は、初詣に行ったり、おもちやおせち料理を食べた

りしながら親族と過ごすことなどがあると思いま

すが、僕はおもちを食べたくらいで、特に普段と違

うことはありませんでした。 

1 月には成人式があります。成人式は新成人が

集まり、成人になることのお祝いや、これからのふ

るまいなどを自覚する場です。成人になるという

ことは一人の大人として世の中を生きていくこと

で、未成年とは扱いが大きく違います。 

2018 年の抱負ですが、可能な限り努力して一

般就労を目指したいです。苦手なことをがんばり、

たくさん勉強をして、いろいろなことを覚えたい

です。 （ Y.M. ） 

＜1 月になりました。＞ 

1 月になりました。新年の始まりです。様々な

行事があります。先ずは三が日。新年の挨拶をし

て、おせちを頂き、初詣に行き、大人は子供にお年

玉をあげます。私の今年の三が日も、やはりこのよ

うに過ごしました。（お年玉は誰からももらわなか

ったし、あげませんでしたが）午前中はひたすら寝

て、寝正月を満喫しました。おせちは酢だこが美味

しかったです。 

成人式もあります。晴れ着を着て友人と再会し、

偉い人の話を聞く。テレビで観てると楽しそうで

すが、私は当時体調が悪かったので出席していま

せん。成人式は、社会との関わり方が変わるとい

う、区切りと言えます。成人とは、自立している、

責任が問われる人です。その一歩を踏み出すので

す。私が成人になったのは今から 14 年前ですが、

まったくできていないのには忸怩たる思いがあり

ます。 

2018 年の抱負は、節煙、身体を鍛える、受験

勉強を頑張る、P 検３級合格です。焦らず、怠けず

実践していく所存です。 （ ニクスキー ） 

＜2018 年 1 月＞ 

自分の新年の過ごし方は、元日に吉野の父方の

祖母の家に行きました。その後、家に帰ってから笑

点とウルトラマンダッシュを見ました。2 日目は、

午後から白山比咩神社で初詣をして、入江の母方

の祖父母の家に行っておせち料理を食べてお年玉

を貰いました。3 日目は、イオン御経塚に行って、

映画を見た。その夜に結婚した姉が子供と夫を連

れてきたので、夕飯はオードブルでした。 

自分の今年の抱負は、「就職する」「健康でいた

い」です。  （ sy ） 

＜僕自身が考えた新年の過ごし方、 

平成 30 年の目標＞ 

1.新年の過ごし方、自分自身の日常的な生活。 

自分自身の過ごし方は 1 週間、ゲームなどで

日々の生活を補ってますが、毎日行うのは視力低

下や疲労などの原因にも繋がりやすいので、週末

には、外出をするなどして英気を養っています。し

かしながら、一人暮らしではないので外出する場

所も限られてきます。家族の関係で行きたい場所

へ外出するのであれば、従いながら行動していま

す。 

2.世の中の動き。 

僕以外のほとんどの人は週末

でも仕事をしている事です。僕

の考えでは世のため人のために

頑張っていたり、それから自分

のためでもあると言う事です。 

3.成人式とは、2018 年の目標。 

自分にとって成人式とは、そして 2018 年の目

標。成人式とは、大人になった事を自覚している青

年を祝いはげます交流会である。だが 20 歳を迎

えると未成年ではないのです。ですので未成年で

しか出来ない行動も行う事が制限されてしまうの

です。ですが、将来挑戦して見たかった物が当たり

前のように出来る事が増えてくるのです。なので、

自分は 20 歳を過ぎたら出来ない事をチャレンジ

してみようと思います。 （ ？ ） 
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昔からのユーザーは知らない！挿入タブのお楽しみ 

アイコン、３D モデル、オンラインビデオ、スクリーンシ

ョットなど便利な機能が増えました。 

1. アイコン 

ワンポイントとして使える様々なアイコン、便利！ 

2. オンラインビデオ 

YouTube の動画などが簡単に取り込めます。 

3. ３D モデル 

Office 2016 から追加。とりあえず試してみるには

[オンラインソースから]を選択。いろいろな 3D モデ

ルがありますので、挿入してぐりぐりと回してみて下

さい。 

 

 

生きていれば、自分の力だけではどうにもならな

いことがあります。その時に思い通りにならないか

らと、あきらめてしまう人もいるでしょう。自分の

人生なのに運命にあやつられているように感じる

と、とても辛く残念です。 

でも人生を自分のものとして生きていく方法が

あるようです。それはどんな状況の時でも、たとえ

あやつり人形であったとしても、その糸は自分で握

ることだそうです。糸をしっかり握っていれば、ど

んなふうに動かすかを自分で決めることができま

す。それは周りに振り回されず、自分で決断すると

いうことです。 

自分が選んだ道が合っているかは進んでみない

とわからないものですが、決断できたことが自信

になります。もしうまくいかないことがあっても、

自分を信じて乗り越えようと努力できるでしょ

う。 

自分が進みたい道へ胸を

張って進んでください。笑

顔で過ごせる自分の人生を

生きてください。だってあ

なたの人生の主人公はあな

たなのですから。 

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 

2 月 21(水)・22(木) ・23(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■ 

東京では十数センチの降雪で大雪です。「大雪」という

概念は地域や生育環境によって捉え方は人それぞれ。コ

ミュニケーションギャップはそんなところからも生まれ

ます。情報が十分に流通しているように見えますが、情報

を知識にし、さらに想像力を働かせて考えることが重要

ですね。不寛容な社会は嫌ですから… （Pooh） 

「人生の主人公」 

～ スマイル・ルール No.45 ～ 

PC 講座エッセンス その 9 

 
MS Office の オートシェイプ提供終了により不便にな
りましたが、アイコンやオンラインビデオ、そして Office 
2016 からは、3D モデルも追加され、どんどん進化して
います。使わない手はありません。 

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 

中央のボタンの上で 

ぐりぐりできます！ 

[３D モデル]-[オンラインソース] 

豊富なアイコン 

楽しいもの 

いっぱい！ 

[挿入タブ] 


