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NPO 法人 石川バリアフリーツアーセンター

バリアフリー観光調査に参加！
当施設の施設外就労先でもある NPO 法人いしかわバリアフリーツアーセンター様の「バリ
アフリー観光調査」に当施設の車イス利用の利用者 3 名が参加。施設・設備のバリアフリー
の現状を調査。と、ともに 一流の美術工芸品もしっかりと堪能させて頂いたようです。

☆バリアフリーツアーに参加して☆
実際に使う障害者自身が調査に入ることは、大事だ
と感じました。
福祉に関わっている人は知識や経験がありますが、
健常者の目線というのは、どうしてもあると思いま
す。
たとえば、健常者の方はトイレットペーパーを取る
動作や便座から立ち上がる動作が可能なため、障害者
が不便に感じる微妙な便器からの距離、高さなど、気
がつきにくい部分があるという風に感じます。
頻繁に利用している障害者自身が参加する事に
より、新たな問題、何が必要で何が足りないのか、
が見えてくる。すでにある物を造り変えることは難
しいかも知れませんが、
「新しく造る」というときに
は調査で明らかになった課題をふまえて、より快適
な物になると思います。
それと同時に、利用者（障害者）が求めるだけで
なく「元々の環境に対応する」ことも大事だと思い
ます。「使いやすく」と言っても簡単にはできませ
ん。土地や金銭的な問題など、
「どちらか」ではなく
「お互いに」が大事だと感じました。
多目的トイレを造るときなど、計画段階で「建設者」
「利用者」が
一緒になって造ることができれば、より多くの人が快適に利用でき
る物を造れるのではないかと思います。
（橋谷）
「石川バリアフリーツアーセンター」▶ 公式 Web サイト：http://ibarifuri.com/
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お年玉 もらった分の 汗がでる （パソコン星人）

今回も 1 月 16 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。ビジネス文書講座での学習の成果をいかんなく発揮し参加者全員が
季節のコラムや講座の様子などまとめてくれました。

「初詣」

「お正月の過ごし方っ」

寒い冬 とても楽しく 雪遊び

初詣とは、年が明けてから初めて神社や寺院など
に参拝する行事のことで、一年の感謝を捧げたり新
年の無事と平安を祈願したりします。初参り（はつ
まいり）ともいいます。
昨年は不幸があったので、父に初詣は行かないよ
うにと言われていたけれども、一段落してから 尾
山神社に一人で行きました。やっぱり、日頃あまり
神社には行かないので新鮮な気持ちになります。お
みくじを引いて久しぶりに大吉が出ました。今年は
なにか良いことがあるといいなと心からお願いして
きました。
一年に一度の年中行事なので、今では当たり前に
なっているけれども、新しい年が
来たという気持ちになります。
神仏に手を合わせることは
日本人ぽくて良いな
と正直に思いました。
（たけさん）

1 月 1 日の元日は家でずっとテレビを
観ていました。朝はお笑いの番組があっ
て、それを観ていました。自分がお笑い
が大好きで、漫才やコントがあってとても
面白かったです。お笑いだけでなく
「しゃべくり 007」も観ました。いろん
なゲストがたくさん登場し、いろんな
トークもしていました。そして、夕方には「笑点」
も観ました。「笑点」はすごく面白くて夕方の 4 時
からずっと観ていました。
1 月 2 日と 3 日は箱根駅伝を観ていました。た
くさんの大学生たちが出場し、駅伝に挑んでいまし
た。1 日目に青山学院大学 1 位になり、2 日目も 1
位になってみごと優勝しました。東洋大学は優勝す
ることができず 3 位に終わってしまいました。また
来年はどこの大学が優勝するかは分かりません。青
山学院大学はよくやってくれたと思います。
（M.I..）

12 月 29 日に年末のレクリエーションがありま
した。多くの人が参加して、焼きそばやパンを作り
ます。パンは、生地をこねてそれぞれの好きな形に

（ヨッシー） 年明けて 楽しい新年 迎えては （ヨッシー）

して焼きました。焼きたてのパンは甘くてモチモチ
して本当においしかったです。焼きそばは、最初に
もやしのヒゲを取る作業をしました。それをするだ

昨年末の 12 月 29 日(火)のレクリエーションで

けでよりおいしくなると言われ、本当かなと思いな

パン作りをしました。パンの材料は強力粉とドライ

がら、みんな黙々と作業をしていました。焼くとき

イーストと砂糖、それに塩、スキムミルク、バター

は 3 つのグループに分けて、ホットプレートを使

に水です。それらを計量してニーディングし、一次

います。もやしのヒゲを取ったおかげなのかとても

発酵させました。一次発酵の後は分割丸めに入り、

おいしくて、3 つそれぞれで味が違ったそうです。

パン生地を 50g ずつ量って丸めました。丸め方は

スタッフさんは、利用者の人たちに食べさせるの

最初は難しいと思いますが、生地を持ってパンマッ

を優先して何も食べてなかったので心配になりまし

トに親指と小指を当てて数字の「6」を書くように

た。そんな優しいスタッフさんがいてくれるので、

3 回でやります。

来年もがんばろうと思いました。(K.F.)

分割丸めの後はベンチタイムさせ、成型して二次
発酵させました。成型では好きな形にしてパンを仕
上げましたが、自分はバターロールの仕上げ方で作
り、パン生地を雫型に延ばしてガスを抜き、太い方
からロール状に巻いて仕上げました。その後に二次
発酵させてオーブンで焼き、パンがおいしそうに出
来上がりました。自分やみんなで作ったパンは最高
です。(ヨッシー)
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「ペイントでお絵描き」

「ぜんざいを食べました」

パソコンの講座でペイントを開いて電車の絵を描いて
います。電車の画像も開いて見ながら描き、細かい部分
も描き、リアルに仕上げました。リアルに描くのにも
40 分とか 50 分以上かかりますが、本物の列車そっく
りに見えるように描いて飾りたいと思っています。
仕上がったイラストはパソコンのマイピクチャーや自
分の USB メモリーに入れて保存し、好きなものを印刷
しています。画像検索で好きな電車の写真を開き、その
電車の写真を見ながらいろんな列車の
絵を描いて、リアルに
仕上げていきます。
（ヨッシー）

アート講座は渡辺先生が担当していて、粘土をコ
ネコネしたり絵を描いたりしています。最初に自分
がアート講座を受けたとき、土の粘土をコネコネし
ました。そして破った紙を貼り付けて作品を作りま
した。
また、アート講座でも習字のように字や絵を書き
ます。アート講座では新しいことをしてみたいと思
います。例えば、木などを使って作品を作ったり、ペ
ーパークラフトやパズルみたいな物を作ってみたい
です。
（祖濱）
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お金持ちになり うれしいな （字余り） （ひでさん）

先日、えがお工房８たんとで、職員さんが作っ
てくださったぜんざいをみんなで食べました。
ぜんざいの由来は諸説ありますが、一説による
と「善哉」は仏語で、
「喜び祝う」という意味です。
年の始めに神聖なる餅を食べて祝い、その餅を
「善哉餅」とし、これに小豆汁を入れたものを後
に関西で「善哉（ぜんざい）
」と呼ぶようになった
といわれています。
ほどよい甘みのつぶあんのぜんざいは、とても
おいしかったです。年の始めに縁起の良いぜんざ
いを、みんなで一緒に食べ
ることができたことで、今年も
素敵な一年になりそうです。
（F.K.）

おせち料理には意味があるのを知って「なるほど」と思っての一句 くりきんとん

＜＜実習が始まって 1 ヶ月＞＞
バリアフリーツアーセンターでの実習が始まっ
て 1 ヶ月が経ちました。体にムダな力がはいるこ
ともなく、リラックスして作業ができています。
「実習、行きます！」と言ってよかったなぁと思
います。
所長さんが僕に教えてくれました。
「笑顔が大
切」
「自分の思いを持って」ということや、仕事に
向かう姿勢や人間関係、そこに居たから聞けた話
です。いろんなことを知って成長できてワクワク
します。今の経験が未来を大きく変える。
「やらな
い」は一生の後悔だと思います。（パソコン星人）

＜＜A 型事業所見学に行きました＞＞
1 月 14 日(水)に、金沢市彦三町にある就労継続支
援 A 型事業所「株式会社 VS サポート」へ見学に行
ってきました。VS サポートでは主に水引を使い、神
社のお守りや、ピアス・髪留めなどのアクセサリーを
作っていました。どのような色の組み合わせで作品を
作るのかは製作する人が決めることができ、選ぶ色や
デザインにそれぞれの個性が出ていてキレイでした。
作品は金沢駅や県庁の売店、兼六園でも購入可能だそ
うです。一人ひとりが自分のペースを大切にしながら
製作に取り組んでいる姿が印象に残りました。
就業時間は午前の部と午後の部に分かれています。
どちらかといえば午前の部のほうが静かで、午後は午
前中より賑やかなようです。手先の器用さには自信の
ない私ですが、水引でキレイな作品を作ってみたいと
思いました。（F.K.）
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2015 年も好スタート！

MOS

（Microsoft Office Specialist）

１月の P 検本試験受験者は 4 級・3 級・準 2 級
各 1 名。P 検タイピング １名の受験。

既に Excel、Word、PowerPoint を取得し

準 2 級の試験では最後の Excel 実技問題終了時に

ていた S さん、今回は Access に挑戦！

システムトラブル発生！1 週間後に Excel のみ再

Access は今まで経験なかったそうです。

受験！というアクシデントもありました

FOM の基礎テキストと MOS 対策テキスト

が、全員無事に合格！P 検タイピングも準 2 級合

＆問題集を半月ほどで仕上げ、見事合格！

格ライン！ と、2015 年もよいスタートです！

※ MOS は外部受験会場です

身体障害のある方もあきらめないで！各試験には障害者のための支援措置があります！
それぞれの資格試験には障害をお持ちの方に
対する援助制度があります。主なものに、
・タイピング免除（P 検）
・試験時間の延長（MOS）
・キーボード、マウスの持ち込み
・事前説明等の書面配布

・付き添い人の試験会場への入出、介助
・虫眼鏡・ルーペ・重りの持込み
・マウスやキーボードの設定変更 etc
こうした支援制度を活用してぜひ資格にチャレン
ジしてください。不明な点はお問合せ下さい。
公式サイトの下記ページにも掲載されています。

▶P 検：身体障害者 P 検実施ガイドライン http://www.pken.com/others/guideline.html
▶MOS：障がいのある方への支援について http://www.odyssey-com.co.jp/accessibility/

次回 P 検試験日程
2015 年 2

Web でも情報発信中！一般社団法人えがお工房８Web メディア

月 13 日（金）

※ 毎月第 2 金曜日開催

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/
～

スマイル・ルール

No.9

～

「コミュニケーションは量です」
毎日何回か、軽く声をかける。不思議と声をか

仕事をする際に必要となる力のベスト３に入る

な かよ

のが、
「コミュニケーション力」と言われていま

ける回数が多い人とは仲良くなっていくようで

す。

す。いつもあなたに声をかけてくださる田端施設
長には、みなさんも気兼ねなくお話ししていませ

「コミュニケーション」ってよく聞く言葉です

んか？

が、どうすれば身につくのかわからないと思って

コミュニケーションが苦手だと感じている人

いませんか？相手と話すときはよく考えて準備し

は、「質より量」と覚えておいてくださいね。

て・・・などといつも思っていたら、力をつける

なんかいこえ

さて、今日は隣りの人に何回声を

なんて途方もなく時間がかかりそうです。つい話

かけましたか？

す内容を重視してしまいそうですが、意外とそう
ではないようです。

☆ 体験会のご案内 ☆
就労移行支援 えがお工房８たんと

2 月 17 日(火)～ 20 日(金)

スタッフ haha
■編集後記■
個人的に波乱の幕開けとなった 2015 年。今回は原稿が大量にあ
り泣く泣くカットしたものも。素材にはこと欠かなかったのです
が、仕事が重なり〆切を大幅に超過 orz 今年の目標は〆切厳守に
しようかと思いますが、はなはだ自信がありません。 （Pooh）
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