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野菜をむいて、切って切って
シチューとホットドッグの材料準備

野 菜 な どの 具 を パ
ンに挟み ま す。

でき あがり！
写 真で は おいしそう 。
「 実 食 」は ご 想 像 に お
任せしま す 。

戯 れ 言 を徒 然

坂本が

進化が生むもの

と

今 年の冬 といって も立春 は過ぎまし
たが、 寒かった り暖か かった り不思議
な状 況です。 皆さん 体調はい かがでし
ょうか？
何かと仕 事でお 世話にな る事務機器
ですが 、無か った頃は 相当大 変だった
かと 。今、 大量の法 人過去 資料を見あ
さ ってい るところ なので すが、これが
またす ごい。今 回は、 当時は普通 だっ
たか もしれな いけれ ど、今考 えれば絶
対に太刀打ちできない事務のお話。
さ て、何 がすご いかとい うとその事
務量に ありま す。施設 にとっ て大切な
書類として「認可書」があるのですが 、
こ のために 必要な のが認 可申請。これ
は当時は 当然手 書きです 。認可を受 け
て帰っ てくる 認可書も 手書き です。当
時は 建て替 えや人員 の変更 などあった
と きは、 必ず認可 を受け ることとなっ
ていた ので、そ のたび に下書き 、清書
をし ておられ たと思 うと当時 の事務の
大 変さを痛 感しま す。それ も申請１枚
では終わ らず、 その他の 添付書類もガ
リ版で 手書き され、写 しまで 印刷し保
管さ れてい ます。し かし話 はこれでは
終 わりま せん。認 可書な どの重要書類
は金庫保 管です 。しか し、確認す るの
にいち いち取 り出す のは面倒 なので写
しを 取りま す。今の 時代、 数秒でコピ
ー できる ものを、 昔は手 書きで写して
いたのです。公印の位置までも。
私が 就職した 頃は、 まだまだ 手書き
の 時代でし た。そ の後ワー プロが導入
され 、書く行為からは解放されました 。
次にパ ソコン が導入さ れ計算 ソフトで
計算 の行為 からも解 放され ました。そ
し て現在 、会計ソ フトで 使った金額を
入力す れば報告 書がで きる時代と なり
まし た。さて 、私た ちはこの 事務機器
の進 化の中 、賢く なってい るのでしょ
うか？それとも…。

２月１３日（土）の完成品

今回の調理実習は、給食でも人気の
高いホットドックとビーフシチュー作
りを企画しました。
ビーフシチューは、いつもながらに
野菜を洗い、皮をむき、包丁で切る作業を行いま
した。途中、支援員が目を離したすきに野菜がみ
じん切りになっていたり、目分量で水を入れたば
っかりにサラサラのビーフシチューになったりと
いうハプニングがありましたが、美味しければ結
果オーライ！次にホットドック作りでは、オーブ
ントースターでパンに焼き目を付ける段階で失敗。
時間設定が難しく表面が真っ黒になり、部屋中焦
げた匂いが充満し窓全開せざるを得ませんでした。
具材やケチャップ、マヨネーズで各々のセンスに
任せ盛り付けしました。それらしいホットドック
やパン全面にマヨネーズ、ケチャップを塗り、一
見何に塗ってあるのか分からないホットドックも
あり盛り上がった調理時間となりました。今回の
反省点は、デザートが無かったことです。やっぱ
り食後はデザート食べたいですよね～食べた後、
何かが足りないと考えた時デザートのことを完全
に忘れてました。反省します。
年に数回調理実習をやってきましたが、家庭で
作ってみたという報告がないのが少し淋しいです。
成功、失敗、美味しかった、まずかったに関わら
ず報告して頂けたら嬉しいです
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番
1 最近利用を
始められた赤星
知宏さん のお母
さんが亡くなら
れました。永く
一緒には住まれ
てなかったので
面識はありませ
んが、謹んでお
悔やみ申し上げ
ます。
友愛育成園
一同

ご承知のように、ほとんどの職場では朝礼がおこ
なわれています。責任者挨拶のほか、個人でも今日
一日の業務報告、一日の目標発表、ラジオ体操、挨
拶の復唱、教訓読み上げ、スピーチ等がありますが、
その中でも、一人で全員の前に立ち、大声でする場
合などは、とても緊張し勇気が必要ですよね。
朝礼の効果として一般的に上げられる事がありま
す。
１．一日の仕事の始まりの区切りをつけることで、公私
のけじめをつける。
２．各担当の本日予定を共有し対応を円滑にする。
３．メンバー間のコミュニケーションを図り、仕事を円
滑にする。
４．目標を確認することで、メンバー間の意志統一を
図る。
５．組織内の役割を再確認することで、メンバーの意
欲を高める。
６．個人の一日の行動目標を明確にすることで、やる
気を引き出す。
７．簡潔かつ明瞭にスピーチすることで、コミュニケー
ション訓練の場とする。
８．スピーチ内容を事前に用意することで、自主的な
学習意欲を高める。
９．明るく、元気に、前向きな気持ちで仕事に向かう事

で、仕事への意欲を高める。など
朝礼を機能させるには、熟成の時間、待つ時間も不
可欠で、結果にあらわれないとしても毎日毎日繰り
返しする事で意識レベルは、かなり効果が大きいと
考えられます。友愛育成園でも同じく毎日朝礼をお
こなっていますが、初めて朝礼に参加した時、とて
も驚き感動した事を覚えています。それは順番や指
名に任せるのではなく利用者の方々が自ら挙手し発
表している事でした。内容は様々で、主に昨日おこ
なった作業内容の報告、早退や遅刻、欠席等の連絡
ですが、それだけでも全員の前で挙手し伝える事が
出来ていることは、素晴らしいと思います。また、
時々、休日過ごした内容、自分の心理状態、園に対
する質問や意見を伝える方もおられます。手を挙げ
る事に勇気を持ち一生懸命伝えようとする方や給食
メニューを毎日自宅で記憶し発表してくれる方もい
ます。もちろん普段発表されない方もおられますが、
支援目標の中で発表する機会を設ける事で出来るよ
うになった方もたくさんおられます。朝礼の流れに
任せるだけではなく自分が何かをする場合は、人そ
れぞれかもしれませんが、とても勇気が必要で楽で
はありません。一言発表するだけでも毎日であれば
考えが及ばない事もあります。それを毎日されてい
る方、戸惑いながらも発表する方、その場を楽しみ
にしている方、伝えた事で満足できる方がいる事が
普通なようですごく貴重な場だと感じています。ま
た支援者側としても、その方の体調・気分・状態な
どを把握しやすい環境にあると思います。
朝礼は続ける事に意味があり、その目的は想いの
共有にあり、気持ちのよい1日のスタートを切り、
全員が一丸となって作業向上する力を発揮すると言
われています。私自身も改めて認識し、支援や意識
の向上に繋げられるよう努力したいと思います。

職員一行月記

３月の予定です!!

!
!

☆ミネロン社さん 逆栓の防止、ＮＧ品の混入に注意し作業に取り組ん
でいます。
☆釜屋社さん ごまのＮＧに注意を払いながら作業を頑張りました。
☆インターナショナル・ケミカル社さん 短い納期ですが全員で協力し
て頑張りました。
☆香梅社さん 姫ナイフ、箱折りを１つ１つ心を込めて丁寧に作業を頑
張りました。
☆三協スプリングさん 受注が低迷していますが、ＮＧに気を付け頑張
っています。
☆自主製品 熊工テニス部、井芹中バレー部、鶴城中水泳部、湖東中卓
球部、熊本バレーボールクラブ、帯山中バドミントン部、武蔵小バス
ケ部、UKI-C.FC、宇土高校陸上部、小島小サッカー部、松橋中ハンド
ボール部、宇土高校野球部、鹿本中野球部、白水中ソフトテニス部、
湖東中バスケ部様より受注頂きました。
☆生活介護 創作活動は年度末に向けて、何か記念に残るものをと考え
ています。フルーツキャップは全員でＮＧに気を付けています。

!

「私事で恐縮です」

!

体力・筋力つけねば・・・
【チキン】

!

大変な１ヶ月になりそう。
【水野v】

!

日差しが気持ちよくなってき
ました。
【うりぼー】

!

ストレス解消に食べ放題！
【＊】
毎日仕事楽しいです。（ルン
ルン）
【ちーちゃん】
花粉症の季節ですね(涙)
【ぱんだ】

! !

暖かくなったら活動的になり
ます。
【Ｋ】
乾燥がひどい。
【マグちゃん】

ぎょうじなど

5日

パークゴルフ大会

はんばいかい 特にありません
寒暖の差がありすぎて、大変
です。
【知恵蔵】 じっしゅうせい 特にありません

扇田ふれあい広場

