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☆ 就職活動も創作活動も熱心に取り組んでいます ☆
9 月 26 日に石川県「障害者就職面接
会」が開催されます。
その事前準備ともいえる「障害者就

職応援セミナー」に当事業所からは 3

ようです。

セミナーを受講しての感想は 2
面に掲載されています。ぜひご一読
下さい。

名の訓練生が参加しました。

また、9 月 2４日(日)に開催された、

「石川県障害者 ふれあいフェステ
ィバル」の「第 7 回テーマ作品展」に
ビジネスデザイン講座で作成した作品
（ランタン）を出展しました。楽しい作

着慣れないスーツに身を固めスタッフ

品作りを通じて色彩感覚や手先の感覚を

とセミナーに向かう姿は緊張した様子で

養っています。

したが、少し頼もしくも見えました。
素材の和紙は

就職に向けた準備のあれこれ、そして

「日本海ふすま」様（金沢

面接練習、企業見学と多くの学びを得た

市神田）に提供頂きました。
ありがとうございました。

☆ 誕生会開催 ☆
朝夕日増しに涼しくなり穏やか
な季節となってきました。
えがお工房 8 ジョイではご利用
者様の皆様と和気あいあいとした
アットホームな雰囲気の中、日々の
取り組みを行っています。

～新しい職員紹介～
メンバー（ご利用者）のみなさん
が気持ちよく作業が行え、自主的
に作業に取り組めるような環境づ
くりに努め、明るく活き活きとし
た支援ができるよう頑張りたいと
思います。

先日、細やかではありますが メ
ンバーさんのお誕生日会を行い、ケ
ーキを食べ楽しいひと時を過ごし
ました。

サービス管理責任者
髙畠 千華

♪ 失敗こそ成功の糧 ♪
じ・・・総動員で歯を守ってます！その結果他の歯、
歯茎は歯医者さんに褒められる程良くなりました。
その一本の歯が教えてくれたのです！歯がいかに
大事かということを・・・。人は失敗する生き物で
す。失敗後いかに次に生かすか！同じ失敗を繰り返
さないか！試行錯誤するかが大事！痛感してます。
今。物凄く。いい経験をしました。まだ治ってない
ですが。皆さんも歯を大切にして、思いっきり噛ん
でおいしく食事を楽しみ
ましょう！因みによく
噛むと良い事が山ほど
あるので是非！
（T.I ）

こんにちは！どんどんと暑さが和らぎ涼しい日
が増えて来ましたね。もう秋です！食欲の秋とはよ
く言いますが、私は最近食欲が止まりません！実は
ずっと食欲がなく悩んでいたのですが、まさかここ
まで回復するとは嬉しい限りです。やっぱり食べる
ことが一番大事！特に掃除作業を中心にやってい
るので、しっかり食べないと仕事になりません。
食べると言えば、３月からどうしても治らない歯
が一本あります。痛い時があります。現在週一回消
毒をして様子を見ているのですが、なかなか良くな
りません。抜くのは簡単なのですが、何とかして治
そうともがいてます！もうこんな目に会うまいと、
甘いものは極力控えて、歯磨き、フロス、糸よう
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by 文書作成講座
6 日、8 日にスーツを着て、セミナーに行きま

自分は現在、８たんとで就職に向けて、パソコン

した。最初は、簡単な自己紹介をしました。そのあ

のデータ入力や水引きの作業、ビルの清掃等をし

とは、プリントを見ながらいろいろ話を聞きまし

ています。そして、もうすぐ就職活動に入ります。

た。2 日目は、午後に履歴書の書き方、面接の練習

しかし、自分はこれからの就活については、正直と

をしました。履歴書は志望動機、自己 PR を書く

ても不安です。なぜなら、
「こんな自分を認めてく

のが大変でした。面接の練習は、お辞儀、姿勢、目

れる。企業があるのか？」
「就職した後も、ちゃん

線は良かったと思いますが、質問はうまく答えれ

と作業できるのか？」などと思っているからです。

てない所がありました。少し不安になりました。他

けれども「なるべく早く、仕事を見つけて、両親を

の人の面接を見ていて、為になったことがありま

安心させたい」とも思っています。だから、9 月

した。合同面接会で、気になる企業を 5 つくらい

13 日と 15 日の就職支援セミナー、22 日の職業

選びました。そこでは、正しい姿勢、目線、ちゃん

見学をしっかりと受けて、就職活動に励んでいき

とした受け答えが出来るようにしたいです。

たいです。

これから、不安なことがありますが、頑張りたい

（ S・Y. ）

です。自分に合った仕事を見つけたいです。力仕事
は少し自信があるので、そこらへんでも頑張りた
いです。
（ TT ）
えがお工房 8 たんとでは、9 月 26 日に石川県
「障害者就職面接会」が開催されることもあり、
参加する 3 名をはじめ、みなが就職に向けた取り
組みや自分の職業について考えています。そんな
ことから、今月のお題は…

もう間もなくえがお工房卒業まで残り５〜６ヶ
月となりました。そんな中 9 月 26 日、企業合同
面接会がいよいよ始まろうとしていました。
そこで、仕事の求人情報を調べ上げた結果、一番
向いていたのは(金沢大学)の清掃・食器などの洗
浄、片付け・工場の組み立て作業でした。しかし、
長所や短所、自分の特性、過去の実績などの内容を
上手く伝えることが出来ない、それでも自分にぴ
ったり合った仕事だから諦めずに挑戦してみよう
と思いました。なぜなら休日がしっかりとしてい
るからです。そのため、仕事とプライベートを効率
よく行う事が出来るのでえがお工房の訓練と同
様、内容は一部異なってはいますが、自分のスキル

自分は黙々と作業をすることが好きなのでその

が開花するのであれば問題はないと思いました。

ような仕事ができたらいいなとおもいます。でも

そして、えがお工房を卒業する前に完璧にした

仕事をするうえで自分には足りないことがたくさ

いのが、日々の早寝早起き、それから、家事全般の

んあると思うので少しでも改善していけるように

作業を行う事です。これさえ完璧ならば将来の事

頑張りたいと思います。多少の不安もありますが

も問題無く過ごせそうです。

前向きに頑張っていこうと思います。
（ ｋｈ ）

（ お掃除マイスター. ）
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自分はパソコンを使った仕事に就職しようと思

私が生業にしたいと希望する職業は、農業です。

っています。今年の 6 月にインターネットでハロ

小学校のころから思っています。実践したい農法

ーワークの求人を見て、2 つの会社に面接に行き

は決めています。その農法を、関東近郊の田舎で家

ました。しかしながら両方の会社とも受かりませ

と土地を買うか借りるかして、自営業として行う

んでした。資格を取ってから会社の面接を受けた

のが理想です。しかし、現状はそんなことをするお

方が良いと思いネットで調べものをしていたら、

金はありません。よって就農前に、一般企業に就職

MOS という資格があることを知りました。専門学

し、貯金をしたいと考えています。また、いろいろ

校に通っていた頃に MOS の勉強を途中までして

な人と関わり合い、社会経験を積みたいです。以前

いたので、せっかくなのでこの資格を取ろうと思

は、都会の煩雑な人間関係に耐えられそうもない

いました。今年の 6 月に友人が MOS の試験に合

から、農業以外はあり得ないと思い込んでいまし

格していたので、もしかしたら自分も取れるかも

た。しかし、たんとで活動し人と接するうちに、少

しれないと思いました。個人的に Word よりも

し世渡りをしていく自信がついてきました。また、

Excel の方が得意なので Excel から勉強しようと

就職では必須のパソコンのスキルも少し身につけ

思っています。先日ブックオフという本屋さんで

ることが出来ました。

「Excel 便利ワザ 99」という本を購入しました。

実際就職する前から、どんな不安要素があるか、

Excel で使える便利な技が沢山書かれていて、と

考えることは難しい気がするのですが、今ハッキ

ても参考になりました。

リしている問題は、体調管理です。自分なりに運動
（ タヌマスク. ）

をして体を鍛えているのですが、午前中だるくて
休んでしまう悪習がなかなか改善しません。使わ
なくても駄目だし使いすぎてもやはり駄目なよう
です。以前よりは良くなっている手応えはあるの
で、この調子でがんばりたいです。農業以前に希望
する職種は、とくにありません。詳しく言えば、出
来る仕事がやりたい仕事です。自分にどんな仕事
が出来るかはよく考えます。が、いつもやってみな
ければわからないという結論になります。
（ ニクスキー ）

自分にとって秋は、熱くもなく寒くもない気温
的には、ちょうどいい時期です。世間では芸術、ス
ポーツ、食欲、読書など様々な秋を思い浮かべま
す。自分は、食欲と芸術です。理由は、自分は絵や
美術品を見たりするのが、とても好きだからです。
もうひとつは、自分が食べることも、好きだからで
す。ちなみに、自分は、栗とサツマイモ、梨が好き

私は風雅を楽しむ素養のほとんどない人間なの

ですディズニーランドとディズニーシーや USJ

で、季節の変化に何か感じるということはあまり

では、ハロウィンのイベントが始まりました。

ありません。よくよく考えると、これはとても寂し

自分も、いつかは、秋のディズニーランドに行っ

いことのような気がします。インドの宗教家クリ

てみたいです。そして、特別版のホーンテッドマン

シュナムルティは「何もしなくてもいい、ただ美し

ションに乗ってみたいです。後、金沢は秋になる

いものを見よ」という言葉を残しています。自分を

と、21 世紀美術館でのイベントが多くなるような

取り巻く世界を美しいと思えなければ、その人の

気がします。

人生は虚しいでしょう。
（ S・Y ）

（ ニクスキー ）
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PC 講座エッセンス

その 6

Microsoft Office にはオートシェイプと呼ばれる図形描
画機能があります。あらかじめ用意されている図形を組み
合わせることで、簡単に絵が描けます。イラストや地図な
どオリジナルなものを作成できるので、便利です。

2. オートシェイプの構成要素を知る

1. ［挿入］タブ – ［図形］

サイズ変更ハンドル、回転ハンドル、線と塗りつぶしの
違いなど、描画しながら確認していきましょう。
［描画ツール 書式］タブの中の各ボタンを使用するこ
とで、様々な書式や描画が可能です。

Word、Excel、PowerPoint、それぞれ［挿入］タブ
の中にオートシェイプを挿入するボタンが配置されて
います。
［図形］ボタンをクリックすると挿入できる図形の一
覧が表示されます。
基本的には、その中から描きたい図形を選択し、文書
（ワークシート、スライド）上でドラッグするだけ。

3. Word で注意するポイント
Word ではオートシェイプの扱いに若干の注意が必要

o アンカーの位置を意識する
どの段落で図形を挿入した
かによって文書を編集して
いる間に「いつの間にか消
えてしまう！」ということ
が起きたりします。

MS Office でほぼ共通です。
一覧に関してはバージョンによ
る違いもほとんどありません。
PowerPoint には［動作設定ボ
タン］があります。
Word には［新しい描画キャン
バス］というコマンドで[描画
キャンバス]を作成することが
できます。

アンカー

o 描画キャンバスの利用
地図などまとまったものを作成する時は描画キャン
バスを利用すると便利です。

4. PowerPoint にしかない機能
最近のバージョン（恐らく 2007 以降）の PowerPoint
には、
［図形の結合］
［型抜き/合成］など、Word、Excel
にはない機能があります。
※ ぜひオートシェイプで素敵な作品を作ってみて下さい！

好評連載がブログでも連載開始！

随時開催中！

えがお通信で連載中の「スマイル・ルール」と「パソコ
ン講座」がブログでもお読み頂けるようになりました。
「スマイル・ルール」「pooh のパソコン講座」で[検索]
又は http://egaokobo8.com/wp/category/pc/
http://egaokobo8.com/wp/category/smilerule/

 P 検(ICT プロフィシエンシー試験)
 日商 PC 検定、日商簿記初級
 B 検ジョブパス検定・J 検
～

スマイル・ルール

No.41

～

「相手のこころの状態を考えよう」
なたが知らない大変な問題を抱えていたのかもし
れません。
そんな時にあなたが激しく怒ったら、相手はさ
らにあなたのことを悪く言ったり、やりきれない
気持ちになったりするはずです。
なので、怒る時でも、相手のこころの状態を想像
しながら自分の気持ちを
伝えるようにしてください。
そうすると、相手も素直に
あなたに気持ちを話して
くれるでしょう。

友人が悪口を言ったり、仲間が約束を破ったら、
誰でも頭にきて怒ってしまうと思いますが、あなた
は顔から火が出るほど怒鳴り散らしていません
か？
相手のことを許せればよいのですが、なかなかそ
うはいきませんね。怒ることは感情のひとつですか
ら悪いことではないのですが、あまりきびしく怒り
過ぎないほうがいいようです。
それは、怒られている相手のこころの状態を、少
し冷静になって考える必要があるからです。
悪口を言った友人は、あなたに対してなにか怒っ
ていたのかもしれないし、約束を破った仲間は、あ

スタッフ

haha

☆見学会・説明会のご案内 ☆

■編集後記■

就労移行支援 えがお工房８たんと

日常の仕事の中ではほんとうに様々な案件が次々と舞い込んで

10 月 25(水)・26(木)・27(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

きます。う～〆切間近なのに、あれも、これも、と頭と心がぐち

個別に対応します、お問合せ下さい

ゃぐちゃになってしまいます。ビジネススキル講座のインバス
ケットやトラブル対応を参考に乗り越えて、楽しく充実した仕
事がしたいものだと、強く思います。
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