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就労継続支援 A 型事業所 えがお工房８クリーン

いしかわ特別支援学校より実習生来る！
A 型事業所の仕事を 5 日間 体験して頂きました
2 月 2 日から 6 日の 5 日間、就労継続支援 A 型事業所 えがお工房８クリーンで実習生の受
け入れを行いました。実習生の今村美紅さんは現在、石川特別支援学校の２年生。ビル清掃、
ホテル清掃を中心に、軽作業など幅ひろく体験していただきました。

☆一週間、なんでもやってみました☆
初日から元気に礼儀正しく挨拶をしてくださった
今村さん。おかげで事業所の雰囲気もぱっと明るく
なりました。
実習では利用者さんたちに交じって清掃や軽作業
の体験をしていただきました。
ホテル清掃ではベッドメイクと掃除機掛けに挑
戦。慣れない作業に戸惑いながらも、一つ一つの工
程に粘り強く取り組んでいました。

軽作業の際には、納品先への電話連絡もしてい
ただきました。一言一言をかみしめるように、聞
き取りやすい声で報告をされていました。
ほかにも、ビル清掃やデータ入力の練習など大
奮闘。みんなとのランチタイムも楽しんでいまし
た。とにかくなんでもやってみる一週間でした。

今村さんのひたむきな姿勢に利用者さんもおおい
に刺激を受けていた様子。最終日には立派に実習の
感想と感謝を述べてくださり、事業所のみんなに惜
しまれながらの実習終了となりました。
えがお工房８クリーンもまだまだ発展途上。今
回、今村さんの若い力にふれて、希望をもって成長
していきたいと思いを新たにしました。
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2 月 13 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。

私は読書が好きです。近年、電子書籍というもの
が出てきていますが、私は電子書籍は邪道だと思っ
ています。理由は、紙のページをめくるのも読書の
楽しみだと感じているからです。ページをめくるピ
ラッという音と、残りのページがどんどん減ってい
くのがたまらなく好きなのです。
そして、私が紙の本にこだわる最大の理由は、新
品の本の匂いです。もちろん新品の本の匂いはしば
らくすると消えてしまいますが、それも紙の本の良
いところだと思っています。
マニアックなお話ですが、わかってくれる人がい
てくれたら嬉しいです。

（SORA）

私の好きなものの 1 つにアニメがあります。
1 年を 4 つに分け、1 つのクールに十数本ていど、1 年では 100
本以上が作られます。
もちろん全てを見ることは時間的に不可能なので、原作が好きだ
ったりするもの、タイトルが気になるもの、好きな声優やスタッフ
がいるもの等から選んでいきます。
作品が終わってしまえば忘れるものもありますが、その一期一会
な感じが好きだったりもします。
ちなみに、1 月から始まったもので好きなのは「夜のヤッターマ
ン」と「ミルキィホームズ TD」です。

（☆シバキ☆）

僕はこのえがお工房ができて最古参の生徒です。始

最近、えがお工房でお弁当

めはもっとゆったりしていたけれど、だんだん人数が を注文してお昼を食べるよう
増えてきて賑やかになってきて面白くなってきたなと になっています。それまでは
感じています。

車を運転してコンビニで買

パソコンやビル清掃など、各種の自立に向けての講 い、自宅に戻って食べていま
座や、ハローワークな

した。いつも大体 200 円か

どとともにキャリアの

ら 500 円は使っていました。

授業などを通して、人

でも、えがお工房のお弁当はたった 150 円でお腹

間的にも一皮むけて、

いっぱいに食べられます。栄養のバランスも良くて

仕事の面でも一人前に

美味しいのでお得な気分です。

なれるように、これか

ガソリン代も節約できるので、良いことだらけだと

らも頑張っていきたい

思っています。

です。

(たけさん)
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（その１）
私は今、折り紙でいろいろな物を作っています。
ひまわり、バラ、コマなどです。周りにいる子供た
ちにあげたり、教えられるように練習中です。
図書館で折り紙の本を借りてきて、毎日つくって
います。

（その２）
私は今、料理に取り組みたいと考えています。
えがお工房８たんとでのお昼ごはんはお弁当を食
べます。今はお母さんが朝、作ってくれている状態
です。
この前、雑貨屋さんで可愛い弁当箱を買いまし
た。これを機に自分でお弁当を作れるようになりた
いです。本屋さんでレシピ本も買ってきました。
まず始めは玉子焼きや肉野菜炒めなど簡単なもの
から作っていきたいと思っています。それを実現す
るには朝、早起きしないといけません。私は寝起き
が悪いので、今は起きて、ご飯を食べて着替えをし
て出発するだけで精一杯です。早起きを習慣にし
て、出来るようになってからお弁当作りに挑戦した
いと思います。
あと、2 月 14 日はバレン
タインデーです。上手く出来
たらお菓子作りにも取り組ん
でみたいです。(I.H.)

ただ物覚えが悪いのでなかなかレパートリーが
増えません。いつかは子供たちから「これ作っ
て」と言われてすぐに作れるようになりたいで
す。

今アニメーション作成に取り組んでいま

今、取り組んでいることは、パソコンを開いてワー

す。自分の力で稼ぎたい！それだけです。障

ド入力したり、エクセルに入力したりすることです。過

がい者年金に頼りきりの生活はしたくない！

去には高等部の授業で勉強や練習して検定を受けてい

ちなみに、アニメーション制作のソフトは、
Adobe After Effects を使っています。
（パソコン星人）

て、そこを認識しながら文章や表を作成しています。操
作もいろいろと判断して触ってみていますが、分からな
かったり読めない漢字があったら担当の笠木先生を読ん
で教えてもらっています。
毎日やっていて操作も分かってきましたが、まだまだ
細かな操作もあって少し難しいです。それでも笠木先生
を呼び、最後まで完成できるように教えてもらっていま
す。文章や表を完成させたら「マイドキュメント」に名
前を付けて保存します。

(ヨッシー)

3 月 13 日から 23 日まで、金沢市古府の和菓子処「常和屋
(ときわや）
」さんで華ゆき工房の個展を開催します。今回は個
展ということで、自分の力をぞんぶんに出せる反面、責任もか
なり重いです。
作品作成だけでなく、展示即売としての商品作り、体
験コーナーの準備などに余年がありません。自分がどう
しても表現したかったものと売り物は必ずしも比例しな
いと思いますが、後悔はしないようにします。

華ゆき工房 個展

自分を表現できる場を与えてくださった「常和屋」さ
んには感謝しています。皆さんも来れたら是非お立ち寄
りください。

（がちゃぴん）
3

期日：3 月 13 日～23 日
会場：和菓子処「常和屋(ときわや）」
金沢市古府 1-223

第9号

2015 年 2 月 23 日

えがお通信

2 月 13 日の金曜日に ICT プロフィシエンシー

2 月 13 日に P 検の試験がありました。今回、
私は準二級を受けました。試験はタイピングの試

準二級を受験しました。結果は「不合格」です！

験、知識の試験、Word の試験、Excel の試験の 4

日が悪かったんですよ（笑）。検定のときはタッチ

つに分かれています。そのうちタイピングの試験は

パッドに決定だ！

前回の試験日に行っており、準二級相当の結果も出

※ICT プロフィシエンシー検定(P 検)とは
総合的な ICT(情報通信技術)活用能力を問う試験で、エク

したので今回は免除。残り 3 つの試験をしました。

セル・ワードの実技、コンピューターの知識が求められ

知識に関する試験が模擬試験より難しくて自信

る。2 級からはパワーポイントの実技が加わる。

がなかったのですが合格できました。

※タッチパッドとは

タイピングの試験の他に Word、Excel の試験が

ノートパソコンに付いている「マウス」である。パソコン

免除できます。タイピングの試験とは違い有料かつ

本体と一体化しているのが特徴で、タッチパッドを 1 つ

3 回までしか受けることができませんが、受けてみ

の商品としているメーカーも存在する。

るのも良いかと思います。 (☆シバキ☆)

(パソコン星人)

【障害のある方へ】パソコン星人くんも書いているように、障害のため通常のキーボード
では操作が不自由な方やトラックボール・トラックボール付マウスを利用されている方、
設定を変更されている方は、同じ機器・設定を利用しての受験も可能です。
事前に担当者までお問合せ下さい

次回 P 検試験日程
2015 年 3

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.10

～

「質問のマナー」
わからないことがあったらどうしますか？

これは急に話しかけてビックリさせないために必

自分勝手に仕事を進めてミスをするくらいな

要です。クッション言葉ともいわれています。
２つめは「○○がわかりません」とまず一言で

ら、質問をして、教えていただいたことをするほ

伝えることです。困った内容をわかりやすく簡潔

うが、安心して仕事を進められますね。

に伝えることが重要です。

でも、誰にどう声を掛けたらいいのか、どう困
ったことを言えばいいのか、そんなことを考えた

３つめは「ありがとうございました」と最後に

だけで緊張してしまい、なかなか質問なんてでき

お礼を忘れないこと。人は誰でも感謝されればま

ないと思う人も多いようです。

た教えたくなるものです。あなたのために、自分

ポイントは３つあります。

の仕事を中断して質問に答えていただいた上司や
先輩に、今度はあなたがミスのない仕事で答えて

１つめは「○○さん、今よろしいですか？」と

ください。

質問したい人の様子を初めに確認することです。

スタッフ haha

☆体験会・見学会のご案内 ☆

■編集後記■

就労移行支援 えがお工房８たんと

作家の故・井上ひさしは遅筆堂を名乗っておりました。私も遅筆

3 月 24 日(火)～ 27 日(金)

というかみなさんの原稿をまとめるだけでも時間が掛かってご

就労継続支援 A 型 えがお工房８クリーン

迷惑をおかけしております。

3 月 12 日(木)・ 13 日(金)

今回は少しましでしたが、次回はもっと頑張ります。
（Pooh）
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