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株式会社 DMM.com ラボ 様による

障害者雇用説明会開催！
11 月 19 日（水）午後 2 時より、障害者雇用に熱心に取り組ん
でおられる 株式会社 DMM.com ラボ 社長室 梶 様に来所頂き、
障害者雇用についての説明会を開催させて頂きました。
株式会社 DMM.com ラボ 様 は石川県生まれの企業。しかし、い
まや日本のみならず世界にもその名をと轟かせています。最近、大
ブームとなっている「艦これ」などで名前をご存知の方も多いこと
でしょう。
そんな有名企業のご担当者から直接お話しを聞けるとあって、参
加した利用者・スタッフ合わせ 20 名ほど、全員が熱心に耳を傾け
ました。
今回は、来年 1 月からスタート予定の在宅型の障害者雇用につい
て、その仕事の内容やシステムをご説明頂きました。
在宅ワーク、インターネット環境さえあれば仕事ができるという
画期的なシステム。特に身体障害で車イス生活を余儀なくされてい
る利用者様は興味を持ち、就労へ希望を持てたようです。説明終了
後の質問タイムには熱心に質問をしていました。
また、仕事をするにあたって身に着けておくべきスキルなども教
えて頂き、就労への意欲と希望を得られた貴重な機会となりました。

特別養護老人ホーム

明峰の里
11 月７日(金) 小松にある特別養護老人ホーム
「明峰の里」さまへ利用者 4 名・スタッフ 3 名
が見学に行ってきました。こちらの施設では障
害者が清掃業務を行われているとのこと。参加
者は、明るくきれいで心地よい施設に感心しき
りでした。

☆施設見学に行ってきました！☆
11 月 7 日の金曜日に「明峰の里」という特別養護老
人ホームに施設見学に行ってきました。設立して 9 年
たつと最初に説明を受けたのですが、9 年前に建てら
れたとは思えないほど綺麗でした。車イスの利用者が
多いということで廊下が広く造られていて、部屋も広
くてスムーズに移動できるようになっていました。
私が見ていて、これは面白いと思った工夫は、部屋の
表札についてです。よく見かける表札は「○○号室」
という書き方が多いですが、
明峰の里では「○○番地」と
いうふうに表記されているの
です。私はこれを見たときに
気分的に明るくいられると
感じました。
（橋谷）
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今回も 11 月 14 日(金)の午前中のビジネス文書講座にて「えがお通信編集部」
が開設されました。永江先生のもと、部員はがちゃぴん、パソコン星人、H.S.
そして体験中の K.F.さんの 4 名。

今月 11 日から 28 日までの期間で白山市辰巳町の
マチ cafe ゆめの駅にて、私の作成したアートフラワー
の展示会が開催されています。作品は光触媒（太陽光や蛍
光灯の光で空気中の雑菌や花粉などを除去する）が使われ
ていて、空気の浄化などに役立ちます。
作品は全部で 6 点です。特に気を付けていることは、手
軽に入手できる素材でいかに見栄えするものにできるかと
いうことです。毎日が反省と苦労の連続ですが、よりよい
作品ができるように頑張りました。

いつも楽しく素敵なイラストを描いてくれてい
る がちゃぴん さん。実はアートフラワー作家
としても活躍中！興味のある方はぜひ足を運ん
でみて下さい。上の写真は今回の展示作ではあ
りませんが、がちゃぴんさんの作品です

また、11 月 22 日から 30 日に、和菓子処
常和屋のギャラリーで、カリグラフィー遊書の
エキスパートである橋下先生とのコラボ展も
開催予定です。

松浦先生の授業で、自分の今までを振り返るライ
フラインチャートを描きました。過去に起こった
印象的なプラスの出来事やマイナスの出来事をも
とに、満足度を曲線で表すのです。そして、自分の
価値観を整理するためにカードを使って大切だと
思うことと思わないことを表に書きだします。そ
れをもとに獲得ポイントを集計してタイプ別を調
べました。
ここまでのワークを通じて文章を起こして就活
時の自己 PR 文の練習をしました。
「自分がどのよ
うな人間か」を見て、周りからの評価もふまえ、自
分の強みやそれを裏付けるエピソード、そしてそ
の結論としてどのようにして社会に活かせるかと
いう内容です。自分の強みを表やカード、
そして周りからの評価で知ることが
できてとても勉強になりました。
（がちゃぴん）

火曜日はホテルの仕事の見学に行ってきました。
みんなで協力している感じで、教えてくださる人
も優しそうでよかったです。水曜日はカフェの見
学でした。親しみやすい雰囲気のお店で、カレーが
とてもおいしいかったです。午後からは、自分が思
う自分の性格と、他の人から見たイメージの違い
についての講座がありました。自分の場合は違い
があったのでおもしろかったです。木曜日はビジ
ネスマナーの講座があり、勉強になりました。ビジ
ネスマナーでは、部屋にはいるときに左にドアノ
ブがあれば右手で開け、右にあれば左手で開ける
ということを学びました。他に、部屋に入るときの
ノックは３回、トイレでは２回ということも知り
ました。パソコンの時間でも先生が丁寧に教えて
くれます。ほとんど使えないので、文字の入力や変
換などの基本的なことから教えてもらいました。
少しずつおぼえていけたらと思います。
（K.F.）

11 月も半ばに入り、だいぶ寒く

テレビのニュースで、あの場所にイルミネー

なりましたね。暖房を入れずに

ションが飾られたり店頭したりという話題を

ベッドにアイフォンを置いてお

聞くようになりました。もう年末なんだなと

くと結露で画面がくもるように

感じます。食べ物屋さんやお弁当屋さんでは

なりました。壊れないかとちょ
っと心配です。
（パソコン星人）

スキヤキがメニューに載るようになり、食べ
物で冬を感じることもできました。
（K.F.）
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スマホやタブレットで使えるアプリ
私がここ数ヶ月で使用しているものですが、DeNA 社が配
信している「マンガボックス」という、漫画が無料で読める
アプリがオススメです。更新の頻度やタイミングは作品に
もよりますが、基本的に一週間ごとに更新され、過去 12 週
分の作品を読むことができます。途中までしか掲載されな
い作品もあったりしますが、単行本の購入を検討するのに
いいですね。
それともうひとつ、昔の漫画を「全巻、いつでも、無料で読
める」というユニークなサイトとそのアプリ「絶版マンガ図
書館」もオススメです。このサイトのポイントは、何年も前
に絶版になった漫画でありながら、作者自身の意志でネッ
トにアップロードされているところです。ネットには、過去
の漫画の内容が違法にアップロードされた海賊版もあった
りするようです。それでは、作者と読者との間に、作品を提
供する、されるの合意形成が一切ありません。しかし、この
「絶版マンガ図書館」なら、アフィリエイト（広告）の収益
が作者さんに行くシステムで、すでに絶版になったマンガ
を安心して無料で楽しめるのです。皆さんも、著作権を守り
ながらネットを楽しんでくださいね。
（H.S.）

便利でおすすめの文房具
ミニカーのような形で消しゴムのカス
を集められる文房具があります。手で押
すとタイヤが回転して、それにあわせて
ミニカーの中にある小さなほうきが動
きます。ミニカーの通り道にあったカス
をこのほうきが、これも内臓されている
小さなチリトリに集めるのです。半透明
のキレイなボディで可愛らしいデザイ
ンです。机の上が楽しくなります。
（永江）

イラスト by がちゃぴん

毎月 第 2 金曜日 13:00～ 次回開催は 1２月 1２日(金)
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
PASS 認定校となりました。
11 月 14 日(金)第 3 回目の試験を実施。受験者は 4 名。4 級 2 名、
３級 2 名。今回は当事業所からの 3 名の他、外部からも 1 名（金沢市
内の就労移行支援事業所さまより）受験して頂きました。
3 級受験の 2 名は先月 4 級に合格したばかりの二人。
「自信がない」
「ダメだ、落ちるかもしれない」と言いながら二人とも好成績で合格。
4 級は初めて受験の二人でしたが、こちらも問題なく合格。さっそく次

P 検テキスト・教材も販売中！

の目標に向かって取り組みはじめています。

SORA
前回、4 級を受けた時は納得する結果が出すことができ
ませんでした。しかし、今回はテキストや問題集を繰り
返し勉強したおかげで、納得する結果を出すことが出来
ました。この調子で、準 2 級も合格できるように頑張っ
ていきたいです！

沙紀
ちゃんと勉強したとこ
ろが出て、無事に受か
ったし基礎も覚えられ
たし良かった。

Y.K
無事に合格できて良
かったです。思った
よりできたのでよか
ったです。

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/
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部屋の掃除
部屋中のホコリがきたないの
で、自分の部屋をキレイにし
たいと思います。
自分はキレイ好きで、部屋を
キレイにする事です。
大みそかの何日前かにしたい
と思います。
(Ｍ.I.)
部屋の大掃除
物が一杯たまって
いるのでこのさい
だから全部かたづ
けたい。(たけさん)

トイレそうじ
流すタイプの洗剤でしかそうじ
してないので、キチンとすみず
みまでキレイにしたい。 (Ｔ)
12 月のビン回収日には早起き
して何が何でも出しに行きたい
ゴミバケツにビンが溜まり過ぎ
ゴミ箱が壊れそう
(スタッフ Ｈ.Ｔ.)
家中の掃除と整理整頓
家中がちらかっているから
(さすらいの旅人)

洋服ダンスの中の整理
・そろそろやらないと困るから。
・来年のセールで買いたいもの
を見つくろうため。
(Ｙ.Ｋ.)

家のそうじと旅行
片づいてない家の中は居心地が
悪い～（＞＜）
それと最近旅行していないから
１回は行ってみたいと思う。
(スタッフ Ｍ)
利用者さん・スタッフに聞きました

たくさん買い物！！
(沙紀)

たまっている本や小説を読む
買うだけ買って読んでない本が
増えてきたから (Ｆ.I.)

筋トレ
(Ｆ.Ｋ.)

本をたくさん読む
最近は、それなりに忙しくなっ
てきて、なかなか読めないの
で。 (SORA)

お世話になった人にお
歳暮を送る。
予算の都合上全員はで
きないけど・・・
(大阪から来たおじさん)

イラストの勉強をする。
→個展の作品を作る。＜最低二ヶ
うまくなりたいから♡
(がちゃぴん)
今年に限定はしない事ですが、現実的には、
ここ数年中の目標（想い）ですけれど・・・
忙しくて
太平洋のクロマグロがレッドリスト（絶滅危
最近会ってない友達と
惧種）に登録されたそうです。
忘年会がしたい
日本の食用クロマグロは、大半が大西洋を漁
(ふくまろ)
場にしているので至近には大きな影響は少
とにかくやる💛💛
ないらしいですが。
・やらなアカンから！
世界中の漁業船が、大西洋に集中するでしょ
(＊深羽＊)
ありません。
うし、早晩マグロが食せない事態は来ないよ
今年は精神的に大変
うですけれど、絶対量不足が元で価格高騰し
好きな女子をデートに誘う。
でした。
て、庶民の口から遠ざかる前に、クジラのよ
一人のクリスマスはいやだ
今年は「元気になる
うに大西洋と太平洋で世界的に全面禁漁に
から。
年」達成できました。
なる前に鉄火巻やマグロのお寿司を食べて
(Ｃ・ロナウド)
(パソコン星人)
おかなくては～
(H.T)

一人旅
お正月の時にできればいとこの
家に一人で行きたいから。
そこだけでなく大阪や滋賀など
も一人で行って見たいから。
(祖濱智光)

～

スマイル・ルール

No.7

～

「あいさつのしかた」
「こんにちは」と声をかけるだけでなく、たと

「あいさつ」というと、おじぎの角度のイラ
ストを思い出す人も多いと思います。また、

えば「今日は寒いですね」とあなたが言えたら。

「あ」明るく、
「い」いつでも、
「さ」
（自分か

さらに相手から「そうですね」と返事が返ってき

ら）先に、
「つ」続けて、などとゴロ合わせで

たら。短い言葉のやりとりであっても、とても嬉

「あいさつのしかた」を聞いたりもします。

しいですね。
「あいさつ」とはここまで

形を知ることやできることは、相手を不快に
させないためには必要なことですが、せっかく

言葉を交わすことだそうです。

ご縁があって出逢えた人ですから、良い関係に

結局「あいさつ」って会話

なりたいと思いませんか？

なんですね。
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