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えがお工房８クリーン 就労体験会開催！

ビル清掃を体験して頂きました
就労継続支援 A 型事業所「えがお工房８クリーン」では 11 月 25 日（火）
より 2 週間にわたり計 6 回、就労体験会を実施しました。
参加者の皆様には、まず金沢市長田の事業所へ集合して頂き、まず仕事
内容や勤務体制について説明をさせて頂きました。
その後、スタッフとともにビル清掃の現場へ移動、実際の清掃作業を
体験していただきました。
現場から事業所へ戻ったあとは、茶話会の時間を設けました。
くつろいだ雰囲気のなかで談笑しながら、事業所についての質問、
働き方についての相談をお受けしました。A 型事業所での就労に
ついて理解を深めていただけたようです。参加者のみなさまの働く
意欲に、スタッフも大いに刺激を受けました。
えがお工房８クリーンでは、見学・体験を随時受け付けております。
まずは電話・FAX・電子メールでお気軽にご相談ください。
TEL: 076-225-889

FAX: 076-225-8783

E-mail: clean@egaokobo8.com

えがお工房 8 たんと

新規 施設外就労 スタート！

石川バリアフリーツアーセンター
☆新しい施設外就労が始まりました☆
12 月 10 日より、施設外就労の一環として
「石川バリアフリーツアーセンター」での実習が
始まりました。
目的は「社会を知る」
事務作業が主ですが、来客へのお茶出し練習な
どもこれから始まります。社会に出たときに困ら
ないために勉強をするのです。
実習先である「石川バリアフリーツアーセンター」様
は、車いす使用者や視覚障がい者、聴覚障がい者、高齢
者の方々など障害をお持ちの方が必要とする情報、石
川県内の施設・設備の対応状況などを発信し、バリア
フリーの推進に尽力されている NPO 法人です。

与えられた作業をただするのではなくて、職員
さんの作業の仕方をみて作業効率を上げること、
その場に合った挨拶、社会人として働く者として
の基礎を一つ一つ身につけていきます。

▶ 公式 Web サイト：http://ibarifuri.com/

（橋谷）
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今回も 12 月 19 日(金)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、M.I.、SORA
の 4 名。

大晦日の何日か前に大掃除を
するのがよいと思っています。
私は最初に自分の部屋をきれいにします。部屋
全体が埃だらけだと嫌だからです。埃だけでなく
髪の毛も抜け毛が一番ひどくてとても嫌です。な
るべく自分の部屋をきれいにしたいと思います。
自分の部屋だけではなく台所の掃除もしなけれ
ばなりません。台所には、へばりついた油がたくさ
んついています。
油を落とすときには油を落とす
ためのクリーナを使うことが必要
です。だから、大晦日の何日か前に
やっていきたいと思います。台所
には換気扇がついていて、そこが
油でベトベトしていてとても気持
ち悪いです。
だから、台所も換気扇もすべてきれいにしてい
くことが大事だと思います。
（M.I.）

お正月をむかえる前の
年末に大掃除をする人も
多いでしょう。そのときには「断捨離」することをお
ススメします。
モノというのは必要性がそれほど高くなくても
「なんとなく」保管しておいたりします。ところが、
使う機会もなくて、ずっと放置されているというこ
ともけっこうあるんですよね。それが場所をとって
しまって部屋が狭くなったりもします。そんなとき
には思い切って捨ててしまいましょう。
結局は使っていなかったモノなので、なくなって
も困りません。それどころか、部屋が広くなって快適
だし、気分もすっきりと気持ち良いです。そのすっき
りした気分で新しい年をむかえるのも良いものです
よ。
（永江）

永江先生 断捨離をするの図 by がちゃぴん

今年の漢字は「税」に

ふと気づけばいつの間にか、道に桜が散って、ア

決まりました。

スファルトに日差しが照り返し、道に落ち葉が敷き

消費税が 8%になり、

つめられて、そしてあっという間に道が白くなって

税

パソコンなども高くなってしまいました。増税

いますね。

前に MacBook を買っておけばよかったと後悔

子供の頃はこの季節が近づくとドキドキしてい

しています。

ました。

10%になったときのことを考えると、元気マ

けれど、大人になるにつれてそのドキドキも薄れ

イナス消費税！

ていき、二十歳になった今ではあんなにドキドキし

（パソコン星人）

ていたクリスマスも何も感じずに過ぎて行きます。
少し切ない気持ちを感じつつも、これが大人にな

冬になって道が滑りやすくなりケガをする人が

るということなのかなとも思っています。

増えています。

もし、いつか自分に子供ができたら、子

寒くなって体調をくずす人も

供につられてドキドキするのかな？と思

増えています。

うとちょっぴり楽しみです。

みなさん、ケガや風邪などに
（SORA）

は気をつけましょう！
（がちゃぴん）
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12 月 1 日の月曜日、本多の森ホールに、劇団四季のミュージ
カル「ふたりのロッテ」を観に行きました。会場には私たち以外に
も各施設や作業所の方々がたくさんいました。会場の入口近くに
はサンタクロースがいて、周りのみなさんは楽しそうに触れ合っ
ていました。
劇の内容は、合同合宿で出会った顔がそっくりな二人の少女達
のお話です。合宿の中で自分達が双子だということに気づき、二
人はどうにか自分達の両親が一緒に暮らす方法がないかと考えま
す。そして合宿の最終日に入れ替わることを決意し、両親を引き
合わせようと奮闘します。最初はうまくいきませんでしたが、二
人は協力し、最後には家族 4 人で再会できました。
劇中の歌やダンスが印象に残っていて、観ているととても楽し
い気分になれました。劇団四季は初めてでしたが、考えていた以
上に面白くて、行ってよかったと思います。
（SORA）

12 月 9 日よりアート講座が始まりました。第 1 回目は
粘土づくりで、田んぼの土をこねたような泥状態のものを
手でこねて体温で乾燥させ、ほどよい固さにするというも
のでした。最初に触った時は、冷たくてぬるっとした感触で
気持ち悪かったです。K さんは手が汚れてすごいショック
を受けていました。しばらくこねていると少しずつ体温で
固まり、作品がつくりやすい固さになりました。
第 2 回目では、その粘土を使って皿や箸置き、鉛筆立て
などと、よくわからないものも出来ました。私は箸置きを作
り、家族で食卓を囲むのに良いかなと思いました。みんな、
自由に楽しく作れてよかったです。
（がちゃぴん）

2014 年パソコン資格取得者数
今月は P 検本試験受験者はいませんでしたが、
P検
タイピングに 5 名の方がチャレンジしました。
準 2 級合格ライン 4 名、3 級合格ライン 1 名とい
う好成績でした。
ちなみに最高得点は S さん 82 点。
でもご本人は納得いかない様子でした

今年資格を取得された方は 6 名。みなさん頑張り
ました。今年受験できなかった方も来年また一緒に
がんばりましょう！

P 検タイピングとは
受験料は無料
P 検本試験と同じ「タイピングテスト」
合格ライン（準 2 級、3 級、４級）判定され「合格コード」
（
「合格証書」
）が発行。本試験時に「合格コード」を入力す
ることで本試験の「タイピングテスト」免除
 合格コードは年度内有効（4/1～翌年 3/31）




次回 P 検試験日程
2015 年 1

月 16 日（金）

※1 月は第 3 週金曜日となります

◆ P 検（ICT プロフィシエンシー試験） ·· 6 名
2 級 ···· 1 名
3 級 ···· 4 名
4 級 ···· 3 名
◆ Microsoft Office Specialist ····· 1 名
Word Specialist レベル
Excel Specialist レベル
PowerPoint Specialist レベル

Web でも情報発信中！一般社団法人えがお工房８Web 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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就職に向けて準備して就職したい
P 検準 2 級などの検定を受ける。
面接の練習をする。 (☆シバキ☆)

就職
出来れば 3 月までに
決めたいです。 (F.K.)

・なるべく早く仕事を見つけること
・一人旅をすること。
早く仕事を見つけてお金をかせぎたいから。
一人旅で大阪とか他の場所に行きたいから。
(祖濱智光.)

・P 検の資格をとれるところまでとる。
・就職活動をしっかりと行い、就職する。
資格は就職に役立つので、がんばって資格を
取得したいです。そして、就職活動をしっか
りとして、就職を決め、一人暮らしをしたい
です。(SORA)
個展の成功
営業の商品価値の上昇で売れる様に
する。イラストとアートフラワー
(がちゃぴん)
いいデザインの作品を作る
北陸をアピールするため
(大阪から来たおじさん)
イメージを現実にする
(パソコン星人)
相方を早々にみつける
（次に PC をマスターする）
ドキドキ ワクワク過ごしたい
ので♡。 (Lover Soul.)

利用者さん・スタッフに聞きました

週間ダイエットの継続
体重の２㎏は一晩で増量
されますが、１㎏の減量
は２週間かかります。
(田端.)

ダンディーさを身につける
年齢に相応しい「オトコ」のオーラ
を身にまとって、もっと魅力的な
人間になります。 (永江.)

就職する
早く自立して生活したいから
(K.F.)

『2015 年の抱負』
海外は日本人が想像する以上にマーケット
が大きいと想います。
文法や単語綴りに拘らない外国語教習の機
会を接客業やバス・タクシーの乗務員さん
向けの講習会を行政に提案したいです。
(H.T..)
1 年健康に過ごす
身体の所々痛みを感じ
ることが多いので健康
でありたい。 (K.Y.)

健康管理を行う
 毎日散歩する
 食生活を改善する。
(おっさん.)

～

スマイル・ルール

No.8

～

「ほめられたら、ありがとう」
だれでも、ほめられるとうれしいものです。

めた側も気分が良いのです。相手を否定するより

でも、ほめられた時に相手にどう言葉を返して

は感謝するほうが、相手との関係も良くなります

いますか？つい「いえいえ、そんなことはあり

よね。少し勇気を出して、相手に感謝しながら

ません。」と返してしまいがちですね。
「日本人

「ありがとうございます。
」

は謙虚が美学」とばかりに、せっかくほめてい

と言ってみてください。
そして、今度はあなたが

ただいたのに、否定しているような対応を当た

相手の良いところを見つけて

り前だと思っている人も多いようです。

ほめることができるといいですね。

意外かもしれませんが、うれしそうに「あり

スタッフ haha

がとうございます。
」と返してもらったほうがほ

☆ 年末・年始 休業日のご案内 ☆
2014 年 12 月 30 日(火)
～

2015 年 1 月 4 日(日)

■編集後記■
最後までお読み頂きありがとうございます。楽しく個性的な利用
者さん・スタッフたち。話題に事欠かず。まだまだ書き切れない
ことが沢山あり、編集するのも一苦労。嬉しい悲鳴です。来年も
楽しい話題を届けたいと思います。
（Pooh）
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