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2015 年 10 月 1 日 就労移行支援事業所 えがお工房 8 が開設 2 周年、就労継続支援 A 型事業所 えがお工房 8
クリーンが開設 1 周年を迎えました。これもひとえにご支援頂いている多くの皆様や利用者のみなさんの努力の
おかげとスタッフ一同感謝しております。これからも変わらぬご支援の程、よろしくお願いいたします。
2 つの事業所それぞれにささやかなお祝いをしました。

就労継続支援 A 型事業所 えがお工房 8 クリーン

就労移行支援事業所 えがお工房 8 たんと
えがお工房 8 たんとで
は、すぐお隣にある金
沢のお菓子の名店「柴
舟 小出」さんのおいし
い和菓子を記念にいた
だきました。

えがお工房 8 クリーン
では、すぐ近くのレス
トラン「ステーキ宮」さ
んでみんなで会食。食
事と会話を楽しみなが
ら仕事への意欲を新た
にしました。

☆ 「いしかわ福祉商談会」に出展します！ ☆
就労継続支援 A 型事業所 えがお工房 8 クリーン

11 月 6 日(金)、「いしかわ福祉商談会」が開催されます。
障害者施設が県内の企業に向けて、受注できる作業や施設を活用す
るメリットをアピールし、作業の受託を目指します。
就労継続支援 A 型事業所・えがお工房８クリーンも、新しく作成し
たパンフレット・チラシを持参し、この商談会に参加します。当日は
スタッフが今までの実績をもとに、現場での写真などをまじえながら、
えがお工房８クリーンならではの強みをご説明いたします。

「いしかわ福祉商談会」
開催日時 11 月 6 日(金) 13:30～16:30（13:00 受付開始）
会
場 石川県地場産業振興センター
本館 1 階 大ホール
※ お仕事の依頼は随時募集しています。日常清掃、データ入力、ホームページ作成などを中心に、お得なお値段で
幅広く対応いたします。当法人の web サイトにも情報を載せてあります。お気軽にお問い合わせください。
http://egaokobo8.com/job/

☆ 障害者就職面接会でみごと就職がきまりました ☆
就労移行支援事業所 えがお工房 8 たんと

おっとりとした柔らかな雰囲気で周囲を和ませてくれていた H.Y.さん。
先月号でも紹介した障害者就職面接会に参加し、みごと採用通知が届きま
した。結果が届いた翌週からすぐに勤務開始。あっという間の出来事でした。
嬉しいことではありますが、仲間がいなくなるのはちょっと寂しいもので
すね。でも H.Y.さんのこれからの活躍を見守りたいと思います。
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秋といえば、キンモクセイの花です。かわいらしい形も、
あたたかみのある色も、とても小さいというところも、甘
い香りも大好きです。秋晴れの青い空を背景に花咲くキン
モクセイの木を見上げると、とても美しく見えます。
私の誕生日が 10 月のはじめで、キンモクセイの花が咲
くころなので、毎年キンモクセイの香りを感じるたびに「私
の新しい一年が始まるなぁ」と思います。
小さいころは、地面に落ちたキンモクセイの花を拾い集
めて小さな瓶に入れたり、押し花を作ったりしていました。
また、キンモクセイの絵を描いたり、俳句や歌を作ったり、
今までにいろいろな作品づくりもしてきました。
小さな花の中にたくさんの魅力がつまっているキンモク
セイの花が本当に大好きです。キンモクセイの花は、私に
とっては「秋に必要不可欠なもの」なのです。

（文・イラスト え！.）

秋といえば、色鮮やかな植物たちの季節です。まず思い浮か
べるのは銀杏。私の家の近くにはイチョウの木ロードがあり、
毎年たくさんの銀杏が転がっています。私は銀杏のにおいが苦
手なため見るのも嫌なのですが、家族は大好きなのでこの季節
になると家に沢山の銀杏があります。イチョウの葉の黄色く染
められた姿は好きなのですが、銀杏だけはやめてほしいです。
秋の植物でいちばん好きなのは、良い匂いを放つキンモクセ
イです。オレンジ色の小さな花からとっても甘い匂いがしま
す。キンモクセイがあるところを通るたびに立ち止まって思い
っきり息を吸い込んで「あー、良い匂い！」と満足します。
秋の植物たちを見ると「もうすぐで今年も終わるんだな」と
少しさみしくもなりますが、秋にしか見られない姿や匂いがと
ても楽しいです。
（文・イラスト さき)
秋といえば収穫です。野菜や果物などの収穫時期
です。僕の実家にも田んぼと畑があって、お米と野
菜を作っています。もうとっくに収穫したものもあ
りますが、この時期に収穫するものもあります。最
近、実家に帰った時はナスとサツマイモ、そして新
米と柿も食べました。食べ物には旬というものがあ
り、その時期に食べると一段とおいしく感じるもの
です。
僕は畑仕事が好きで、実家に住んでいる時は春か
ら秋にかけて色々な野菜を作っていました。例えば
ナスやキュウリにピーマンやオクラ、キャベツやカ
ブなど、他にもまだまだあります。まず畑を耕す事
から始めて、苗や種は買ってきたりもらったりした
ものを植えます。お世話は、水をあげたり草取りを
したり、虫を取り除いたりなどです。少しずつ成長
するのを見ると、とてもうれしくて感情移入してし
まいます。そのため収穫する時は少しさみしいけど、
感謝の気持ちでいっぱいになります。僕はこの経験
を生かして、いつか農業の仕事をしたいなあと思っ
ています。（K.F）
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秋といえば、風景観光の秋です。この間は山中温
泉の「あやとり橋」と「鶴仙渓」と「こおろぎ橋」
に行ってきました。
あやとり橋の無料駐車場に車をとめて、あやと
り橋を渡りました。あやとり橋は紫色の鉄の橋で
すが、キレイでした。そこから鶴仙渓遊歩道を歩き
ました。木々のマイナスイオンと川のせせらぎの
音が気持ちよかったです。こおろぎ橋まで歩きま
した。こおろぎ橋は風情があってとてもよかった
です。そこから山中温泉の町中も歩いて娘々（にゃ
あにゃあ）ソフトを食べたり、
「いずみや」という
有名な精肉店のメンチカツを食べたり、お茶をの
んだりしました。普段行かない所だったので、ちょ
っとした小旅行でした。
オススメできる観光スポットです。興味があっ
たらぜひ行ってみてください。（よっちゃん）
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by 文書作成講座
秋といえば柔道の秋山選手です。日本選手権を
駆け足で上りつめた彼には、他の選手には無い秘
密がありました。桜庭選手との一戦で、柔道着の襟
口がつかめないと抗議する彼の姿は皆さんの目に
はどう映ったのでしょうか？抗議自体が日本の
「道」の道に外れる行為だと感じた人も多かった
のではないでしょうか。
しかし、真実は、柔軟剤を洗い落とさないとい
う、ルールすれすれのワザなのです。汗ばんだ手に
はヌルヌルするが、乾いた審判の手には分からな
い。まさに邪道なのです。この試合の後に、柔道着
はチェックされるようになり、秋山選手の連勝も
終わったのでした。
秋になると秋山選手を思い出します。決して弱
い選手でないだけに残念に思います。
（メタメタメタメタ）

秋といえば、スポーツの秋です。スポーツといっ
てもサッカーやバスケットボール等さまざまです
が、私の「秋スポーツ」はジョギングです。ジョギ
ングは、夏では暑すぎ、冬では寒すぎるので、春か
秋にするのが適していると私は考えています。
ではなぜ春ではなく秋なのか。ズバリそれは「食
欲の秋」で太ってしまうからです。私は夏から秋に
かけて２kg 太ってしまいました。だから、晴れた
日は 30 分走ることにしています。最初は結構キ
ツかったですが、慣れてくると周りの景色を見る
余裕ができ、紅葉を楽しめたり、自分に当たる涼し
い風を感じられたりして楽しいです。
私は猫好きなので、野良猫の出没ポイントを探
しつつ走るのが最近の楽しみです。もちろんポケ
ットに猫のおやつを忍ばせて。 （こたじろう）

10 月 14 日水曜日に杜の里にあるイオンバイ
クで自転車の新車を買いました。その自転車は「ブ
ルーポイント」という種類の、マウンテンバイク
とロードバイクの中間の自転車です。普通の自転
車とは違いその自転車は、前傾姿勢で乗るタイプ
です。自分が札幌にいた時は、マウンテンバイク
で変速が 12 段もある自転車でした。
僕が自転車に興味を持ったのは中学生
の時でした。自転車で旅をするのが
今の自分の夢です。例えば、富山に
行ったり岐阜に行ったり、長野県に
も行ってみたいです。 （マル君）

ドラゴンボールスーパーで破壊神とスーパーサ
イヤ人ゴッドの戦いを動画で観ていて楽しかった
です。なぜなら、迫力があり、宇宙を破壊しかねな
い戦いをしておきながら、その力を相手にのみぶ
つけていたからです。
どんなシーンが良かったというと、破壊神とス
ーパーサイヤ人ゴッドが、互いの気をぶつけ合い、
スーパーサイヤ人ゴッドが力を失いそうになった
シーンです。 （マサ）
最近、楽しみにしていることは、毎日曜日に近所
の公園を散歩しているチワワのさくらちゃんに会う
ことです。さくらちゃんは僕と目が合うと嬉しそう
にしっぽを振ってすり寄ってきます。なんでか分か
らないけれど、さくらちゃんを撫でているととても
安らかな気持ちになります。最近は、犬を散歩して
いる人がいると、つい犬に目がいってしまいます。
前に家でヨークシャテリアのハッピーという犬を
飼っていて、今は死んでしまってもう居ないから、
犬をペットに飼うという気持ちが大きいのだと思い
ます。
犬でも猫でも生き物を飼うならば、死ぬまでちゃ
んと責任をもつことが必要です。動物を飼うことに
よって責任感や世話をする楽しみ、相互のコミュニ
ケーションによって受ける恩恵は計り知れないもの
があります。
僕はやっぱり動物好きなんだと思いました。
（たけさん）

８月９日の夏の時に、御経塚イオンのワーナー・
マイカル・シネマズに行ってジュラシック・パーク・
シリーズの４作目であるジュラシック・ワールドを
観ました。ジュラシック・パーク・シリーズを映画
館で観るのは初めてです。新しく海生爬虫類のモサ
サウルスが出てきてサメを食べるところや、インド
ミナスレックスとティラノサウルスとヴェラキラプ
トルの戦っているところでインドミナスに食らいつ
いて捕食するシーンを見たときは、とてもすごく迫
力があり面白かったです。
最初に映画のチケットを買ってから、始まる前に
売店で恐竜の卵のフィギュアを組み立てるパズルを
買い、暇つぶしをしてからポップコーンとコーラを
買って映画館に入りました。ジュラシック・ワール
ドを観た時は恐竜がほとんどリアルであったので大
きい画面で恐竜を観たのは生まれてれ初めてで面白
かったです。できれば続編も観に行きたいと思いま
す。（ティラノサウルス・レクシィ）
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資格試験問題にチャレンジ！

1. 3
2. 2
3. 4
FOM 日商 PC 検定試験 3 級完全マスター 文書作成 より
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発信する日付

月 13 日（金）

※ 毎月第 2 金曜日開催

2.日商 PC 検定 3 級 共通分野
Q.あなたは、ファイルを分かりやすく保管するた
めに、フォルダによる分類をしました。部門別年度別-種類別というように分類した場合は、何
階層ですか。次の中から選びなさい。

■解答
1.日商 PC 検定 3 級文書作成分野

2015 年 11

1. 文書を作成した日付を記入した。
2. 文書を発信する日付を記入した。
3. 日付は左寄せをして記入した。

3 階層

次回 P 検・日商 PC 試験日程

Q.ビジネス文書における日付に関する説明として正
しいものはどれですか。次の中から選びなさい。

1

私は一太郎派だったものですからワードが苦手です。
また、エクセルも新しいバージョンはほとんど使った
ことがなかったので、操作には苦労しました。
勉強方法は、Ｐ検テキストを使って基礎から繰り返し
練習しました。また、Ｐ検ホームページからダウンロー
ドした模擬問題も、納得のいくまで練習しました。
万全を期したつもりでしたが、当日は緊張してしまい、
タイピングが思うように進まなくなってしまいまし
た。原因は、読点の打ちもらし。かなり焦りました。
もっとリラックスしていればスムーズに打てたと思い
ます。
もし準２級を受ける機会があれば、タイピングだけ前
もって受けうるのもいいと感じました。
今回受験して一番よかったことは、新しいオフィスソ
フトの基本を身につけることが出来たことです。
これからも準２級を目指して、日々勉強していきたい
と思います。
---http://egaokobo8.com/diary/post-566/ より

1.日商 PC 検定 3 級 文書作成分野

2.日商 PC 検定 2 級データ活用分野

9 月に P 検 3 級に合格したえがお工房 8 クリーンの N1 さんの体験
記を「8 ブログ」より抜粋して掲載します。まさに、テキストと模擬
問題を納得のいくまで繰り返すのが合格の秘訣です！

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/
～

スマイル・ルール No.18 ～

「「思いやり」ってなんだろう」
「思いやり」のない行動ということになります。ビ
ジネスマナーでよく耳にする「報告」や「連絡」は
決められているからするものではなく、相手のこ
とを思って掛ける言葉なのです。
上司は、あなたが何時に出社するのかがわかれ
ば、それまでにできる他の仕事をしたいと思って
いますから、確実に会社に着く時間を伝えてくだ
さい。
「遅くなり申し訳ございません。何時何分に
会社に着きます」こんな
「思いやり」のある電話を
掛けてみてくださいね。

もし、確実に遅刻だ！と思われる時間に起きたと
したら、あなたはどうしますか？
遅れると電話をしたら怒られるだろうし、少し遅
れても行くのだから、電話をせずに用意をするとい
う人もいるかもしれません。あなたからの連絡がな
いまま時間になっても出社しないと、仲間は心配し
ますし、仕事の段取りを組んでいる上司は、あなた
を何分待てばいいのかわからず困ります。電話をし
なかったことで、周りの人に迷惑をかけているので
す。
「相手がどう思ったか」に心を配るというのが
「思いやり」です。連絡をしなかったという行動は、

☆体験会・見学会のご案内 ☆
就労移行支援 えがお工房８たんと
11 月 24 日(火)～ 27 日(金)
就労継続支援 A 型 えがお工房８クリーン

11 月 18 日(水) 19 日(木)

スタッフ

haha

■編集後記■
法人設立から 2 周年、この「えがお通信」がスタートしてから
約 1 年半経ちました。最初は紙面を埋めるのに苦労しましたが、
今は記事が多すぎて泣く泣く掲載を見送る原稿もあります。紙
面に掲載できないものは「8 ブログ」で紹介して行きたいと思
いますのでぜひブログもご覧下さい（Pooh）
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