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8 ジョイでは今年から月 2 回の土曜日半日営業をス

タートいたしました。状況によって変動はありますが、

原則第 2・4 土曜日にオープンしております。 

4 月の土曜営業 1 回目は、白山市の桜満開宣言日が

土曜日だったことから、7 日に行いました。 

せっかくの満開日なので、その日は「お花見会」とい

うことで、歩いて 5 分程度にある JR 松任駅前のおか

りや公園へ行く計画を立てました。近くにある老舗和

菓子屋さんの花見団子と桜餅を持って・・・ 

当日を楽しみにしていたのですが、なんとその週の

初めごろからポカポカ陽気。予想以上に早く開花が進

んだかと思った矢先、今度は週末にかけての強風と雨。

当日もどしゃぶりの雨。 

おかりや公園の桜もすでに 3 割以上が散ってしまいました。しかたなく、8 ジョイの事業所内で花見団

子と桜餅だけ食することにいたしました。 

桜の木の下ではなかったけど、団子と餅は「おいしい、おいしい」と大絶賛で終わった「お花見会」で

した。ごちそうさまでした！       （TY） 

☆「お花見会」を行いました！☆ 

先日、入社して初となる施設外就労に参加させて頂いた。就労先は某有名チェーン店である。こちら

の企業は海外にも進出しており、進出先の国の味を生かしたコラボ商品まで生み出している。現地での

売り上げ一位とのことで、現地では家庭の味とも言える味だ。 

業務に参加させていただくにあたり、「謙虚な気持ちでもって仕事を全うすること」を目標に掲げた。

仕事に大切なのは、謙虚さではなかろうか。素直な気持ちがないと、仕事の内容ややり方を正しく理解

できないと私は考えている。分からないことや判断に迷うことは、早いうちに質問し仕事への理解を深

めていく。 

初日は瞬く間に終わった。二日目からは新たな判断基準が設けられ、それを覚えることから始まった。

社員さんの助言に加え、ホワイトボードに明確に描かれた説明のおかげですぐに理解し、仕事のペース

が上がっていった。予定よりも早く依頼された業務を終えられたことは、今後の自信につながっていく。 

しかしながら業務の評価は、商品を手にするお客様に委ねられている。最後に商品を手にするのはお

客様であり、その声こそが、この商品に携わった全ての人達への評価になるのだ。しかし、私たちの努

力はきっと報われると信じている。 

誰かに喜んでもらえる、そんな仕事に就きたい。その為には、今回のような経験を積み重ね、共に働

く従業員の方々から、最終的に評価して下さる大切なお客様たちまで、喜びを届けていくことが大切だ

と考える。そう思うと、また経験させていただきたい仕事であった。 

（三竜） 

初めての施設外就労 
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by 文書作成講座 

私は、ゴールデンウィークは何か特別なことをするのには向いていない時期だと思っています。特に今

年のゴールデンウィークは前半 3 連休、後半 4 連休と分かれていて、何かをするには中途半端です。 

例えば、北海道や九州に旅行に行くにしても、遠方なので丸々一日移動に使います。なので、実質 1～

2 日しか旅行先で楽しめません。しかも、ゴールデンウィークは運賃が上昇傾向で、安い切符も少なく、

やっと着いても人がいっぱいであまり楽しめません。 

勉強のように毎日継続して行うものは、ほぼ一夜漬けのようなもので、まと

めてするには不向きです。かと言って外出すると、アミューズメント系の施設

では諸々が特別料金となっていて高いことが多い。 

まとまって何かをするには短すぎるし、かと言って毎日継続してする系は、

それこそゴールデンウィークにこだわらずに毎日やらなければならない。ゴ

ールデンウィークは特別な期間としては中途半端なんですよ。 

よって、ゴールデンウィークは土日の延長として、自宅でのんびり過ごすの

に最適な時期だと私は思っています。 

（N. K.） 

私がゴールデンウィークにやりたいことは「旅行

に行く」ことです。どこに旅行に行くのかは決まっ

ていませんが、せっかくの休みの日なので直感でそ

う思いました。 

大型連休なので人もたくさんいると思われます

が、家にいるより出かけたほうが絶対にいいと思い

ます。土日に気軽に行けるところより車で遠くへ。

自然あふれる森でも海でもどちらでもいいけど私

はどちらかといえば山の方が好きで、昔はよく家族

でキャンプに行っていたので、そのなごりだと思い

ます。 

旅と言えば地元のおいしい物を食べるのも醍醐

味だと思います。道の駅で地元の銘菓を食べたり、

お土産として買ったり、旅行には欠かせない存在だ

と思います。 

まだ何もプランは立てていません。だれと行くと

かも決めていません。もう１ヶ月先ですが、友達に

でも声をかけてみようと思います。良いゴールデン

ウィークを過ごしてみたい。ただそれだけの想いが

あれば何だってイケると思いました。 

（M.M.） 

私はゴールデンウィークには、まだ終わって

いないゲームをできるだけ進めるつもりです。

スマートフォンでやる以外のゲームをするつも

りです。ハードはプレイステーション系のを使

ってプレイします。とにかく未プレイのソフト

が山ほどあるので、時間がいくらあっても足り

ないです。ですので、時間がたっぷりあるゴー

ルデンウィーク中でも、たぶん、ほとんど外に

は出ないと思います。ですから、朝から一日中

TV ゲームをするくらいの気持ちでいます。 

一番好きなのはスポーツゲームで、特にサッ

カーが好きです。ですのでプレイ時間の半分く

らいはそちらにまわすつもりでいます。サッカ

ーゲームといえば、世界基準で人気のあるのは

２つあり、日本のゲーム会社の作ったワールド

サッカーウィニングイレヴンと、海外のゲーム

会社が作った FIFA があります。自分は後者のゲ

ームのほうが好きで、そちらをプレイする予定

です。  

（Y.M.） 

４月も終わりが近づき、ゴールデンウィークに差しかかります。僕は、休日は家でのんびりしたりする

ことが多いです。そればかりしていると、かなり太るなど体に良くないので、ゴールデンウィーク期間は

筋トレを中心にやっていこうと思います。  

（Y.T.） 
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子供の頃、ゴールデンウィークは「とにかくどこ

かに行きたい」と思っていましたが、近年は目的も

なく家でゆっくり過ごすことが多くなりました。

そこで、今年の GW は、録画したままの映画を一

気に見ようと思います。 

私は映画は特に好きというわけでもなく、映画

館に足を運ぶのも年に１～２回くらいですが、気

になった映画がテレビで放送されると、録画だけ

して後で見ることにしています。しかし、最近は見

る時間があまりなく、ただ、録画データがたまって

いくだけでした。 

なので、今年の GW は、今まで見る時間がとれ

なかった映画を見ることにしました。ちなみに、見

ようと思っているのは「メン・イン・ブラック」と

「シン・ゴジラ」の２本です。どちらも見ようと思

いながらも見れなかった作品なので、GW 中にな

んとかして見る時間を確保できればいいなと思っ

ています。 （Y.K.） 

４月も終わりに近づき、もうすぐゴールデンウ

ィークがやってきます。ゴールデンウィークの予

定は特に決めていないのですが、どこかに出かけ

たいとは思っています。自分の中ではゴールデン

ウィークはとても天気が良いイメージがあるの

で、どこかに出かけるには絶好の機会だと思いま

す。しかし、人気の行楽地などは観光客がたくさん

訪れるため混雑が予想されます。なので、結局は近

場の場所に出かけることになると思います。それ

でも外の空気を吸うだけでもちょっとしたリフレ

ッシュになるので必ず行きたいと思います。また、

この季節は気温もちょうどよく過ごしやすいので

出かけることをオススメします。あとは家族で銭

湯にも行きたいです。外の景色を見ながら入る露

天風呂はとても気持ちよく心身ともにリフレッシ

ュできます。ゴールデンウィークで心身ともにリ

フレッシュしてまた８たんとでの訓練を頑張れる

ようにしていきたいと思います。 

（忖度） 

私は GW には温泉に行きます。どこの温泉かというと前回行った富山の端の小川温泉というところで

す。あまり知られていないのですが、横に川が流れていて、露天風呂がメインの風情が良い温泉です。弟

が帰ってくるので何かイベントをしなくてはいけないということから行くことになりました。また、他の

日には私は音楽堂にコンサートを聴きに行きます。知り合いがピアノを弾くからです。他にもオペラやバ

イオリンなどの演奏も楽しみにしています。また、部屋の掃除、買い物もしたいと思います。日頃できな

いことをまとめてしたいと思います。      （マドキー） 

私は、友達とゲームしたり、お外で遊んだり、未

知なる経験をしてみたいです。友達は最近、大学や

家の用事などで忙しくなり遊べなくなりました。

だから、ゴールデンウィークに遊べたらいいなと

思いました。ゲームをして遊ぶなら PS4 のソード

アート・オンラインや、スマホゲームの  Fate 

Grand Order や UNO またはトランプなど、いろ

いろやりたいです。家の外で遊ぶならカラオケに

行きたいです。みんなで歌ったり、1 人で歌を歌っ

たり、など、すごく楽しめます。最後に、未知なる

経験をしたいと思っています。 

実は先日、一回だけ未知なる

所に行ってきました。パフェ屋

さんです。不思議な所でした。フ

ルーツがたくさん出てきた所が

びっくりして、量もすごく多か

ったからです。こんなふうな体

験もしてみたいと思いました。  

（y） 

ゴールデンウィークになれば、情報セキュリテ

ィの勉強でもしたいです。人的脅威や技術的脅威、

物理的脅威の知識は頭の鈍い私にとって無礼なサ

マかもしれません。とにかく「"ISMS"を理解して

いるのか」とテキストは罵っているでしょう。情報

セキュリティにはポリシーがあり、盗難対策に施

錠をかけるといった対策がとられています。"勉

強・勉強"の次にゴールデンウィークは何を与えて

くれますか。長い休息の中、100cm のスカートも

捨てられてしまい、安息のインセンティブは愚か

な８億円のお金と言えると思います。ディジタル

署名による認証は、ゴールデンウィークという個

人情報の流出を防いでほしいです。情報資産＋脆

弱性＋脅威はリスクであることを忘れずに、PDCA

サイクルを保持しながら、自分の改善を行ってい

こうと思います。それが自分なりのゴールデンウ

ィークの日報でしょう。 

（マイル） 
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■ 編集後記 ■ 

 年度も新たに、えがお通信の紙面も少し刷新しまし
た！今後少しずつデザインを改善してより皆様にも読
んでいただきやすくしていきたいと思っております。 

 皆様のご意見・ご感想な
ど取り入れつつ、より有意
義なものを目指していきた
いと考えておりますので、
叱咤激励の程、宜しくお願
い致します。 

 

  （Pooh.2） 

 

   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 

ゴールデンウィークは多くの人が旅行に出かけると思いますが、航空券とホテルの代金が暴騰し、どこ

も人でいっぱいになるので、私にとっては最も旅行から遠ざかり、家でゲームをする時間が長いシーズン

です。仕方がないので、旅行をしている気分になれるゲームをいくつかやります。ひとつは「シティーズ

スカイライン」という都市開発ゲーム。いま建設しているのはヨーロッパ風の町、旅先で感じた「それら

しい雰囲気」をうまく再現するのが難しく、普段はなかなか進まないので、これを機に完成させようと思

っています。もうひとつは「フォールアウト 4」。このゲームでは核戦争で荒廃した世紀末なボストンを訪

れ、アメリカ独立以来の歴史の面影が残る廃墟を観光し、時には賊の襲撃を体験し、放射能で変異した料

理を楽しむ予定です。 

        （ジョージワシントン） 

えがお通信連載の「スマイル・ルール」と「パソコン講座」が 

当事業所のブログでもお読み頂けるようになりました。 

ご覧頂くにはパソコンで 

「スマイル・ルール」、「poohのパソコン講座」で[検索]、 

又は下記アドレスにアクセスしてください。 

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

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

 
・就労移行支援 えがお工房 8 たんと 

・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 

各事業所ともに、随時見学を受け付けております。 

お気軽にお問い合わせください！ 

去る 4/19、株式会社 DMM.com ラボ様の企業
ガイダンスに当事業所の訓練生とともに参加
してきました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事業所はDMM.comラボ様が障害者雇用を
開始された時からのお付き合い。当事業所を卒
業した訓練生もお世話になっています。 
今回のガイダンスでは、企業の紹介から、実

際に働かれている方の事例紹介・お仕事体験が
行われました。参加したみなさんは真剣に耳を
傾け、体験をされていました。 
在宅ワークということで、自己管理が難しい

面もありますが、人と関わるのが苦手であった
り、外出に困難がある方にとってはとても魅力
的なもの。事例発表された方のイキイキとした
姿が印象的でした。  

 

 

 

 

 

 （Pooh） 


