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☆ 桜 梅 桃 李 ☆
今年も桜が満開になり、花びらが散って、これから
は新緑の季節になりますね。
桜が咲き始めの頃、作業場に移動する車中で、これ
は桜なの？梅？桃？どう違うの？という話で毎日盛
り上がっていました。
調べてみた所、桜、梅、桃、李（すもも）
、どれも
バラ科サクラ属の植物で、良く似た花木をしているそ
うです。
『おうばいとうり』と読み、似てはいるけれ
どそれぞれに味わいがあるという例えで使われるそ
うで、ありのままの姿で自分らしくという意味が込め
られた仏法の言葉だそうです。
開花順番としては、
梅（１月～４月）→
桃（３月中旬～４月上旬）→
李（３月下旬～４月上旬）→
桜（３月中旬～５月上旬）
の順に咲いていき、花柄が長い
のが桜、花柄が短く花が咲いて
いる時期に葉っぱがついてい
るものが桃、ついていないもの
が梅、花びらが白いのが李なの
だとか。でも、他の３種類にも

白色バージョンがあるようで、
結構ややこしいのですが、今後、違いを見比べて
お花見を楽しむのもいいかもしれません。
仕事面では、現在、掃除機のかけ方を徹底的に
見直し＆改善しているところです。
１回物を全てどかして、床の溝にたまったほ
こりを取るようにしてかけ、隅の方はヘッドを
外して奥まで丁寧に。そして、壁や床に傷が付か
ないように板目に沿って慎重に等々、今までの
かけ方よりもかなり念入りにやっています。
もちろん、時間も考えての作業になるのです
が、今は丁寧さ重視でやらせてもらっていて、気
づくと大量の汗が流れてきて、仕事してるぞって
感じになります。
今後も、掃除機をかける機会は多々あると思う
ので、今のやり方を完璧にマスターして、『桜梅
桃李』の気持ちを胸にこれからも頑張っていきま
す。
（Ｔ，Ｉ）

2017 自閉症啓発デー in 石川

作品展「わたしのすきなこと」
2017 年 4 月 1 日～8 日

石川県庁展望ロビー

ブルーライトアップされた金沢城
四高記念館

先月号でもお伝えした「世界自閉症啓
発デー」に合わせたイベント作品展に
「えがお工房 8 たんと」からもラッ
ピング講座で作成した水引作品、ビジ
ネスデザイン講座で作成したランタ
ンなどを出品しました。少しでも啓発
に役立てたのなら幸いです。

四高記念館

四高記念館
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by 文書作成講座
今回の「みんなで書く記事」は、作文が苦手な人で
も少しずつ書けるようになる手法を取り入れて書い
てもらいました。
まず、参加した利用者さん全員に、あったことをな
んでもいいから言ってもらいます。
「いつ、どこへ、
どんなふうに」からスタートして、思い出したことは
他にもなんでもです。そして、それをホワイトボード
に書き出します。さらに、考えたことや感じたことも
加えます。ホワイトボードに出来上がるのは「全員分
の体験メモ」です。でも、まだ、箇条書きレベルであ
り、順序もなにも考えていない状態の、まるで落書き
みたいなものです。
記憶を頼りに言ってもらい、書き出しが終わった
らいよいよ作文です。作文ではこんなふうに伝えて
書いてもらいました。
「ホワイトボードに書き出した
ことは誰のことでも、どんなことでも作文に入れて
よい」。つまり、全員分の体験が一人ひとりの作文の
素材になるというわけです。
この手法を使えば、実際に体験していない人も同
じテーマで作文できます。今回の記事作成では、大乗
寺丘陵公園に行かなかった利用者さんにも、行った
ようにして書いてもらいました。純粋に作文能力を
アップさせるなら作文の素材は
多いほうが取り組みやすく、1 つ
の練習方法として取り入れてい
ます。

4 月 14 日の午前 11 時に、僕は大乗寺丘陵公
園に花見に行きました。1 台で全員は無理なので、
4 台くらいに分乗しました。自分はアイシスに乗
って行って、20 分くらいで着きました。皆が集ま
ったら、休憩ハウスの中に入って、配られた弁当を
食べました。味は普通でした。終わったら、写真を
撮ったり、少し休んだりしました。しばらくして皆
で歩きだしました。少し傾斜のある道でしたが、あ
まり疲れませんでした。桜の場所に着いたら、皆で
桜を入れて集合写真を撮りました。きれいだと思
いました。しばらくして、また先へと歩きました。
梅の花なども見ました。これもきれいだなと思い
ました。何かの像もありました。また桜の場所に戻
って、柏餅を食べました。おいしかったです。皆、
終わったら、最初の場所に戻って、14 時 15 分く
らいに車に乗って帰りました。少しいい思い出に
なりました。

（ T.T.. ）

永江

4 月 14 日の金曜日にお花見に行きました。お花見
の場所は大乗寺丘陵公園という所です。 （ ＩＲ. ）

僕は 4 月 14 日金曜に大乗寺丘陵公園という所
に行って花見をしてきました。時間は 11 時から
14 時半です。4 台くらいに分乗して移動時間は
15～30 分くらいで目的地に着きました。車から

大乗寺丘陵公園に花見で桜を見に行きました。

降りての感想はすごく広くてびっくりしました。

移動には 15 分から 30 分位かかり、向こうに着

びっくりしながらあたりを見回していると昼食に

いてからは他の車と人を少し待ちました。

なったので、ちょっとした休憩所でお昼ごはんを

皆がそろってから建物の中で昼食をとりまし

食べました。お昼ごはんはそこそこおいしくいた

た。自分は弁当だけだと少し物足りなかったので

だきました。食べ終わったら自由行動だったので、

朝に買ってきたおにぎりを追加で食べました。そ
の後、休憩時間が終わるまで携帯を見たりしてい

僕は外の景色を見回したく、いろいろ見て回りま

ました。

した。天気がよくて青空が澄んでいて、とても気持
ちよかったです。桜は歩きながら見ました。桜はと

休憩時間が終わった後は、歩きながら桜を見た

ても綺麗だったので写真をいっぱい撮りました。

り、写真を撮ったりしました。歩きながら桜を見る

花見が終わっての感想は、桜を見て回るのはあま

のは道が上り坂だったので疲れ、所々でベンチに

りしたことがなくて、とても新鮮な感じになれま

座って休憩をしていました。
帰る時間より少々前に柏餅を皆で食べました。

した。また機会があったら行きたいなと思いまし
た。

帰りは車の中が少し暑かったです。

（ Kurou×CONAN ）
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桜を愛で詠める一句

4 月 14 日金曜日（晴れ）
昼前から午後にかけての時間を活用し、花見へ
行ってまいりました。場所は横川から車で 20 分
弱、大乗寺丘陵公園です。
到着後、まずは公園内の「見晴らしハウス」で
食事（けっこう美味しかった……かな？）その
後、自由行動にて、公園内を散策しました。
気になったのは、公園敷地内の東側にある「蓮
如堂」という場所。僕はバチあたりなことに、そ
の場所におられる蓮如上人の像をスルーしてしま
いましたが、それ以上に気になるものを見つけた
のです。ひとつはレンガ造りのかまどと思しきも
の。プレートを見る限り、昭和 57 年製造のよう
です。今も使われているのかどうかは定かではあ
りませんでした。
もうひとつは、こちらも古い、避雷針。すっか
り錆びついています。おそらく、幾度となく落雷
をキャッチしてきたのでしょう。お疲れさまで
す。
その後は、桜の下で柏餅を食べ、しばらくみん
なで散歩し、14 時少し過ぎに帰社しました。の
んびりした時間でした。 （ 妄想大好き人間 ）

4 月 14 日の 11 時に僕は８たんとの人たちと
一緒に花見に行きました。
場所は大乗寺丘陵公園で、人が多かったので車
4 台を使って行きました。移動するのに 15～30
分かかりました。大乗寺丘陵公園は想像していた
よりもとても大きかったです。昼食は、中華弁当で
した。ふつうでした。休憩時間は、僕はベンチの上
でずっと携帯をいじっていました。時々桜を見て
「きれいだな」と思いました。その後、全員で柏餅
を食べました。とてもおいしかったです。
大乗寺丘陵公園はとても広いけど坂が多くて帰
りはとてもしんどかったです。なので公園内の自
販機で飲み物を買いました。そして、車に乗ってビ
ルに戻りました。花見はとても楽しかったです。
（ S.Y. ）

4 月 14 日は８たんとのスタッフとメンバーで
大乗寺丘陵公園へ花見に行きました。11 時半に８
たんとを出発し、20 分ほどかけて公園に到着。よ
く晴れた、まさに春という感じのお花見日和でし
た。
12 時頃、休憩所でお弁当を食べました。酢豚や
揚げギョーザなどの入った中華弁当で、とても美
味しかったです。
昼食を終えると外に出て、道を徐々に登ってい
きました。満開のソメイヨシノがたくさんあり、と
てもきれいでした。また、丘陵の上から見下ろす街
の景色も素敵でした。
皆で集合写真を撮り、柏餅を食べ、14 時頃に帰
路へと着きました。思い出に残る一日となりまし
た。
（ ニクスキー ）

4 月 14 日金曜日、大乗寺丘陵公園にお花見に
行きました。当日は風が強く、桜の木も大きく揺れ
ていましたが、天候に恵まれ、非常に良いお天気で
した。
大乗寺丘陵公園は坂の道が多く、駐車場から桜
の木までは離れているため、桜を見に行くのは一
苦労しますが、丘の上に並んだ桜の木々は絶景で、
神秘的です。
また、公園からは石川の町並みを一望でき、広い
原っぱで寝ころがりながら見るのも面白いかもし
れません。
他にも大乗寺丘陵公園には魅力的な場所がいく
つもあります。しかし、帰るときは下り坂で走って
転んだり、段差で道を踏み外さないように注意し
ましょう。
（ F.O ）
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PC 講座エッセンス

その 1

新年度がスタートしました。えがお工房 8 たんとでもあら
たに PC 講座をスタート！ここではその講座のエッセンス
を特別に?ご紹介。基本がしっかりとしていれば、パソコ
ンは決して怖くありません。頼れる相棒になりますよ。

5. キーボードのキーに刻印されているもの

1. 文字を入力するのはどんな時？

キートップにはいろんな文字や記号が記されていま
す。入力モードによって入力されるものが違います。

当たり前にしている文字入力、Word や Excel などの
アプリケーションはもちろん、インターネットで買い
物する時や、仕事の報告書を送ったりもしています。
その時々で日本語入力の便利な方法があります。

2. 日本語を入力するためには！
日本語入力には IME（Input Method Editor 又は
Input Method Engine）を利用します。
Windows ならば Microsoft IME が使われています。

6. Microsoft IME の 状態

3. 日本語の入力方法
・ローマ字入力
覚える文字が少なくて済む、汎用的
・かな入力
打鍵数が少ない
・スクリーンキーボード
マウスでの操作が可能、
キーボードが壊れた時も使える

4. 日本語キーボード
キーボードにもいくつかの種類があります。キーの数
で日本語 109 キーボードとか 106 キーボードなどと
呼ばれています。また、サイズを小さくするためや、独
自の発想により若干配置が異なるものもあります。

次回 P 検・日商 PC 試験日程
2017 年 5

月 19 日（金）

7. Microsoft IME を 利用する(Word)
ここからが本題なのですが字数の関係で割愛。
ぜひ、えがお工房 8 たんと で、あなたもしっかり基
本を身につけましょう！

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.36

～

「成長のきっかけ」
ったなど、投げやりになっていませんか？
勇気を出してチャレンジしたのですから、あき
らめないでと言いたいところですが、再チャレン
ジするには、うまくいかなかったことを反省する
ことがまずは必要なようです。
反省とは、自分の悪かったところを認めて、次は
どうやったらうまくいくのか考えることです。失
敗したことは思い出したくないものですが、厳し
い現実と向き合う、そのつらさこそが「成長するき
っかけ」になるのです。
みなさんも、誰のせいにもせず、自分の行動を反
省する、そのチャンスをのがさないでくださいね。

パソコンの検定試験に合格する、就職が決まる、
試合で優勝する、恋愛で両想いになる。そんな良い
ことばかりだと嬉しいのですが、常に思い通りにな
るとは限りません。
そんな時、あなたはうまくいかなかったことを、
まわりのせいにしていませんか？
あの人がうまく教えてくれなかったからできな
かったとか、あの人がいなかったらきっとうまくい
ったのにとか、あんなことがあったからで「私が悪
いのではない」とか。
もしくは、しょせん初めから無理だった、またや
ってもどうせうまくいかない、そもそも才能がなか

スタッフ

☆見学会のご案内 ☆
就労移行支援 えがお工房８たんと

5 月 16 日(火)、17 日(水)、19 日(金)
就労継続支援 A 型 えがお工房８クリーン
就労継続支援 B 型 えがお工房 8 ジョイ

個別に対応します、お問合せ下さい

haha

■編集後記■
Microsoft がクリップアートを廃止してから、紙媒体でも Web
でも「いらすとや」さんのイラストが大人気。私も大変お世話に
なりました。しかし！今回からはオリジナルイラスト。すべて
イラストレーターYuki さんの作品です！また、1 面「桜梅桃李」
の記事（文章・写真）の T.I.さん、桜をみて一句をしたためたり、
まるで見てきたかのような文章を書いてくれたりした、たんと
の訓練生のみんな。感性豊かな皆さんに感謝。 （Pooh）
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