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☆ 新しい訓練プログラム、スタートしました！ ☆
訓練生のみなさんも、より緊張を強いられるプ
ログラムにとまどいつつも、ステップアップでき
る内容であることを感じているようです。
スタッフも必死に勉強しながら、より一層、就
労への道を確固たるものとすべく、奮闘していま
す。

えがお工房 8 たんとも開設から丸 3 年が経過し
ました。手探りの状態でスタート、試行錯誤を重
ねながらも、訓練生のみなさまをはじめ、周囲多
くの皆様のご協力を頂き歩みを進めています。
現在では 20 名を超える訓練生が在籍し、スタ
ッフともども就労に向け日々訓練に励んでいま
す。
就職し、元気に働いている卒業生も増え、これ
までの訓練も一定の成果を上げつつあるとは思い
ますが、まだまだ、不足している部分も多く、い
ろいろな地域の先達を訪ね、教えを受けるなど、
勉強を重ねています。
そんな中、東京を中心に発達障害者の就労移行
や大学生向けの支援で目覚ましい成果を上げてお
られる、株式会社 Kaien 様とパートナーシップを
結び、Kaien プログラムを取り入れた、新しい訓
練プログラムをスタートさせました。
Kaien さんのプログラムの特色は、多くの仕事
を実際の職場にいるようにコミュニケーションを
とりながら進めていくことができること。

株式会社 Kaien 公式サイト
http://www.kaien-lab.com/

地域パートナーシップ制度｜株式会社 kaien
http://www.kaien-lab.com/partners/partners

☆ 新規清掃業務、はじまりました！ ☆
11 月より新たに幸町にあるビルに清掃で入ることになりまし
た。清掃作業に入って頂いた利用者さんの感想をご紹介します。

【先日から始まったビル清掃作業をやらせてもらって】
このビルは、幸町にあるとあるビルで、外見もオシャレ
なビルなのです。
作業内容は、エントランス清掃やトイレ洗面化粧台清掃
など、今までしていた他のビルと変わりません。
でもオフィス内清掃が今までにない作業で、オフィス内
には、パソコン作業されている方や中には赤ちゃん（！）
までいます。
やや、気を使う作業でした。
そのせいか、あついのか、額には大粒の汗でした。
（Mr.Ｋ）

えがお工房 8 たんと

2016 年 12 月 30 日～2017 年 1 月 3 日
※12/29 は午前のみ

えがお工房 8 クリーン 2016 年 12 月 29 日～2017 年 1 月 3 日
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私は仕事をする上で大切なことの１つに時間を

私の考察する職業人としての心得は３つ、挨拶、

守れるようにすることを挙げたいと思います。私

スケジュール管理、身だしなみになります。この

が現在、通っている８たんとへ行く時には、電車に

中でも挨拶だけは自分からなかなか行えません

乗らなくてはいけません。日本では電車の時間は

が、相手がちゃんと発してくれれば自分もちゃん

ほとんど守られています。私がもし時間に間に合

と行います。

わなければ、先に電車は行ってしまいます。すると

スケジュール管理については私自身、きちんと

８たんとへは遅れて着くことになってしまうでし

出来ていると思います。朝、担当の人がお迎えに

ょう。それではいけないので、毎日、家を出る時間

来る時、昼食の時、掃除のとき、送ってもらえる時

を決めています。だいたい１０分程度の余裕があ

など、遅れたことは一度もありません。

るようにしています。そうすると電車に遅れるこ

最後に身だしなみについてですが、これも怒ら

とはありません。その結果、今まで遅刻したことは

れたりといった経験が一度もありません。私が毎

ないのです。

日通っている場所が８たんとだからかもしれませ
んが、就職面接会でも経験はありません。

しかし、これから冬になり、雪が降るとどうなる
か分かりません。なぜなら、私が遅れなくても電車

他に気をつけなきゃダメだという箇所がいくつ

が遅れるかもしれないからです。今はまだ雪の心

もありました。今度からはそちらも心得として精

配はありませんが、雪が降ればどうなるかは分か

進して参ります。
（ まっちょ. ）

りません。遅刻をやむなくしてしまうかもしれま
せんが、私自身は時間を守っていくつもりです。
（ タイム ）

職業には必ず相手が存在する。初めて出会う時、

僕は８たんとでホテル清掃をするとき、タオル

まず最初に外見で相手を判断する。頭のてっぺん

や頭につけるバンダナや手袋を持っていきます。

から足のつま先まで。特に頭と足元には注意をし

なぜタオルやバンダナ、手袋を持っていくかとい

たい。頭髪が乱れていないか、寝グセがついていな

うと、汗が大量に出るからです。タオルは顔につい

いか。足はきれいな靴をはいているかどうか、であ

た汗を拭き、バンダナは頭から出る汗を吸収する

る。これらを身だしなみというが、身だしなみは他

ためにつけます。手袋は手から出る汗を出さない

にもいっぱいある。手の爪がキレイに切りそろえ

ようにして、タオルやバンダナや手袋をしてきれ

られているかどうか。ひげをきれいにそっている

いに作業をしています。

か。首のＶゾーンでネクタイをきっちり締めてい

もし、汗がついたベッドだとお客様が嫌な気持

るか。ネクタイが曲がっていないか。シャツにアイ

ちになるので、そうならないように僕は気をつけ

ロンがかかっているか。ざっとこれ位の身だしな

て作業をしています。

みは整えたい。第一印象が良いと仕事の評価まで

（ 月夜に散る儚き幻想 ）

違ってくる場合もある。
朝起きてその日の最初の仕事は身だしなみと決
めて、１０～１５分早めに起きてこなしたいもの
です。
（ ウメさん ）
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by 文書作成講座
講演
「高次脳機能障害者の支援と働き方の現状」
に、参加して
11 月 6 日に済生会金沢病院で、講演会「高次
脳機能障害者の支援と働き方の現状」という講演
会が開かれました。その会では、まず「高次脳機能
障害者支援の展示」から始まり、
「就労状況」
「雇用
を支援する機関」など行われました。雇用形態は
正社員が 13.7%と少ないといった発表がありま
して、これには僕自身も少ないと思いました。こ
れで就職につながればという思いがありました
が、そういった事は非常に少なく、あてはまる様
な事はほぼありませんでした。
講演会が終了した後、お食事会が開かれました
が、講演された先生と僕の距離が遠く、話し掛け
られませんでした。次からは話し掛ける話題を持
参して臨みたいと思います。来年も、その先も、ぜ
ひ参加したいです。
（ まっちょ ）

秋の行楽
11 月 12 日と 13 日に、友達や知り合いグル
ープで温泉に行って来ました。まず那谷寺に寄っ
たのですが、ちょうど紅葉になっていてとてもき
れいでした。紅葉の写真をたくさん撮りました。
そして温泉に向かいました。温泉に着いてから
は初めに無料のカラオケをしました。次に夕食で
バイキングでした。カニ鍋やお寿司、お刺身、中華
などいろんな種類の料理がありました。特にお刺
身が美味しくてたくさん食べました。美味しい物
がたくさん食べられて幸せでした。
お腹が落ち着いたころに卓球をしました。順番
に試合をして、とても楽しかったです。汗をかい
て疲れた後の 10 時頃に温泉に入りました。露天
風呂にゆっくりつかり、とても気持ちが良かった
です。家では普段、次の人が待っているので、温泉
ではそれを気にせずゆっくり出来たのが良かった
です。
温泉からあがったら、お菓子やおつまみを食べ
ながらおしゃべりをしました。夜中の 2 時くらい
まで起きてしゃべっていて、さすがに眠くなりま
した。そして朝 7 時まで寝て、朝からまた温泉に
入りに行きました。夜とは違う場所に入りに来て、
とても広くて感動しました。

紅葉狩りに行きました
私は 11 月に入ってからすぐにホワイトロード
に行って来ました。そういえばその前にも医王山
あたりに行きました。医王山の方はあまり紅葉が
見られませんでしたが、ホワイトロードの方は紅
葉が見られました。山の辺りに木が生い茂ってい
て、なかなかキレイでした。カメラを持っていっ
ていたので撮ろうと思っていたのですが、良い場
面がなく、あまり撮れませんでした。車に乗って
いる時に良い景色が見られたのですが、駐車スペ
ースに車を駐めてからだと雲がかぶっていたりし
て写真を撮る気にはなりませんでした。だから、
人を撮ることにしました。人といっても他人を撮
るわけにはいきませんので、父を撮りました。な
かなか良い具合に撮ることができました。山の上
の方に更に進んでいくと雪のかたまりもあり、こ
れもカメラに収めました。結局、写真は 5 枚てい
ど撮りました。
そろそろ紅葉も見納めかと思われます。街の
木々を見てしばらく楽しもうと思っています。
（ モミジ ）

朝食はまたバイキングでした。夜は食べすきた
ので、朝は少しひかえました。その後は 10 時頃
から 12 時頃までもう一回無料のカラオケを楽し
みました。最近はカラオケに行っていなかったの
で久しぶりでとても楽しかったです。
皆と温泉に来て、今年一番に最高の体験でした。
またこのメンバーで来年も行きたいと思ったし、
違う友達とも行きたいと思いました。いっぱい遊
べてとても楽しかったし、とても幸せでした♡
（ T.K. ）
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その 1

2016 年度（11 月 28 日現在）
、えがお工房 8 の P 検合
格者はのべ 10 名、日商 PC 検定合格者はのべ 5 名になり
ました。みなさん、順調にスキルアップしています。まだ
の方もぜひチャレンジしてみて下さい。



資格の取得に向けた勉強の前に
資格を取得することで、履歴書にも記載でき
就職に向けては有利になることには違いあり
ません。
しかし、その前に、しっかりと使用する OS や
アプリケーション(Word や Excel など)、操作
の基本をしっかりと身につけましょう。
FOM 等の基礎テキストをしっかりと最初か
ら、ある程度経験のある方はわかりきってい
ることがらであっても、虚心坦懐、一度白紙に
戻してさらってみましょう。
意外と、知らないことやその意味、あるいは違
った操作法など、得るものは大きいですよ。

次回 P 検・日商 PC 試験日程
2016 年 12

資格にあった教材を選択し繰り返す
どの資格を受験するか決めたら、その資格に
合った教材を 1 冊選びます。
同じ Word でも試験によって出題される問題
の傾向も回答方法もそれぞれ違います。
資格によっては複数の出版社からテキスト・
問題集が発売されていることがありますが、
資格試験運営主体の公式あるいは公認のテキ
ストを選ぶとよいでしょう。
どれか一冊に決めたら、それをとことん、繰
り返し身体が覚えるまでやりこみましょう。
「あっちのテキストの方がよさそう」
「あれも
やっておかなきゃ」とあれこれ手をだしてし
まわないように！

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 9 日（金）

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.31

～

「心のバケツ」Vol.3
働いた時に体験する「壁にぶつかる」という状態に
近いようです。失敗しながらもチャレンジしてど
うにかやり遂げる。簡単ではありませんが、乗り越
えたことで少しできることが増え、自信が持てる
ようになりワンランクアップ！これにより「心の
バケツ」が少し大きくなるそうです。
“器（うつわ）が大きい”という言葉
がありますが、心の広い人間になるため
に「心のバケツ」も少しずつ大きくした
いものですね。

これまでに「幸せをためる方法」と、
「幸せが逃げ
ない方法」をお伝えしてきました。最後はバケツの
大きさの話です。
実はいろいろな大きさがあって、ヤク●トのよう
な小さなバケツだと幸せを感じる気持ちも小さく、
子供用のビニールプールのようなバケツだと幸せ
を感じる気持ちも大きいのだそうです。
どうしたらバケツが大きくなっていくのでしょ
うか。
たとえば、ヤク●トから牛乳ビンくらいになるた
めには、今までより少しだけ難しいことや、やった
ことがないことに挑戦することが必要になります。

☆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

12 月 20 日(火) 21 日(水) 22 日(木)
就労継続支援 A 型 えがお工房８クリーン

12 月 14 日(水)

スタッフ haha
■編集後記■
過日、Kaien の若く熱意あふれるスタッフの方々と交流させて
頂く機会がありました。大いに刺激になりました。訓練プログ
ラムも、みなで意見を出し合い、問題点があれば、すぐに改善。
そのパワーとスピード感、羨ましくも頼もしくもあり。でも、負
けていられない！老体に鞭打ってがんばります。 （Pooh）
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