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東濃メッセ

にＰａｓｓｏ
8 月

土岐市教育委員会、多治見市教育委員会、瑞穂市教育委員会後援により

東濃特別支援学校が主催する、東濃メッセ

されました

関わる様々な方々の取り組みを伝え合うイベントです。

今回の

「みんなでつながって子どもたちのいのちを守ろう！夢をかなえよう

 

アニモが岐阜校の隣に
きました
グループ会社の
活動拠点を大垣市から、岐阜市に移転いたしました。
そこで、アニモからメッセージをもらいました

【アニモからメッセージ】
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広告が

 今後もいろいろ
お気軽にお問い合わせください

ｒｆｒｃｒｄ パッソ岐阜校

東濃メッセ

Ｐａｓｓｏ
月 3 日 

土岐市教育委員会、多治見市教育委員会、瑞穂市教育委員会後援により

東濃特別支援学校が主催する、東濃メッセ

されました。このイベントは、障がいのある方はもちろん、障がいのある方に

関わる様々な方々の取り組みを伝え合うイベントです。

今回のイベントのテーマは・・・

みんなでつながって子どもたちのいのちを守ろう！夢をかなえよう

アニモが岐阜校の隣に
きました
グループ会社の
活動拠点を大垣市から、岐阜市に移転いたしました。
そこで、アニモからメッセージをもらいました

【アニモからメッセージ】
2014 年 8 月
パッソ岐阜校のスタッフと一緒に、より一層
頑張っていきたいと思います。
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月 18 日に大垣から岐阜駅前に移転しました。
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頑張っていきたいと思います。
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昨年までの東濃カンファレンスの成果を引き継いで

行われました

ブースでは、ポスター展示により

沢山の情報をお伝えしました。体験コーナーも用意しました！

フォトスタジオの出張撮影とコラボし、写真をパソコンに

取り込んでポストカード作りを

Ｐａｓｓｏでは、いろいろなことが学べます

夏休みの楽しい思い出が笑顔と一緒にプリントされました。
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7/23
暑さのせいか人通りの少ない一日でした。あまりの暑さに

トマトがはちけました（汗）もっと商品を大切にしなくては！
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7/31
M さんが

企画・電話応対など実践的な訓練が実を結びました。槇原敬之の「どんなときも」

でお見送り。歌詞のように、どんなときも自分らしくいられるよう頑張ってほしいです。

青空市場にフランス人の女性が寄ってくださって、僕の

わずかなフランス語及びフランスの知識で打ち解けられ

て、勉強はどこで役に立つか分からないからしておこう

と思いました。

今日は調理実習をしました。自分は

く出来ました。各チームも美味しい料理が沢山で楽しかったです。料理する

機会もないので今後も調理実習があればいいな～と思います。

 

M

ることを願っています
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わずかなフランス語及びフランスの知識で打ち解けられ

て、勉強はどこで役に立つか分からないからしておこう

と思いました。

今日は調理実習をしました。自分は

く出来ました。各チームも美味しい料理が沢山で楽しかったです。料理する
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 ＜利用者

M さんがいなくなって寂しいところはあるけど、就労先でうまくやっていけ

ることを願っています
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さんがいなくなって寂しいところはあるけど、就労先でうまくやっていけ

ることを願っています。 

26 年度「第
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企画・電話応対など実践的な訓練が実を結びました。槇原敬之の「どんなときも」

でお見送り。歌詞のように、どんなときも自分らしくいられるよう頑張ってほしいです。

青空市場にフランス人の女性が寄ってくださって、僕の

わずかなフランス語及びフランスの知識で打ち解けられ

て、勉強はどこで役に立つか分からないからしておこう
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さんがいなくなって寂しいところはあるけど、就労先でうまくやっていけ
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トマトがはちけました（汗）もっと商品を大切にしなくては！

缶詰やレトルト食品を

チームに分かれての対抗戦！各チームの代表が

を選びチーム全員でメニューを考えて調理しました。
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7/29
養護学校の生徒さんを迎えての実習型訓練。

する人の話をメモし、それをもとにパソコンを使って表にしました。

他にもエクセルで「グラフ」、ワードで「ちらし」などの作成をしてもらいました。

みんなパソコンができることを楽しみに来てくれたようで、用意して

いた課題をどんどんこなしていきます。「ローマ字が苦手」と言って

いた子も何人かいましたが、初日に比べ最終日にはかなり速度が

上がっていてビックリしました。

パソコン以外では、来客時のお茶出しのロープレをしました。

また、就労に関しての経験談など先輩の話しを聞く時間

も好評で「仕事をする」という事の意味を感じてもらえた

ように思います。

※支援学校実習型訓練は、冬休みにも開催する予定です。詳細

8/6
第 2

開催だったので、いつもより商品が少なくお客様にご迷惑おかけしました。次回は、

みなさんの期待に添えるよう野菜の販売も頑張りたいと思います。

 

ご相談・体験・見学希望などございましたら

お気軽にお問い合せください。

スタッフ一同お待ちしております。

ホームページは
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8/1
今回のピアサークルは、支援学校の実習生の方と合同で行いました。いつの間にか歌ありダンスありの賑やかな

空間に・・・。年代の違う人たちとの交流は、お互いに刺激になったようです。

今日の青空市場は天候にも恵まれた。カフェの担当をしたが、まあまあのお客

様が来てくれて、楽しく接客することができた。しかし、暑かった。

 

ピアサークルで養護学校の人達と一言二言言えたので良かったです。養護学校の生徒さんがみん

気を頂きました。見習わなければならないと思いました
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ように思います。
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8/1（金）みんなで話そうピアサークル
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今日の青空市場は天候にも恵まれた。カフェの担当をしたが、まあまあのお客

様が来てくれて、楽しく接客することができた。しかし、暑かった。

 ＜利用者

ピアサークルで養護学校の人達と一言二言言えたので良かったです。養護学校の生徒さんがみん

気を頂きました。見習わなければならないと思いました
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他にもエクセルで「グラフ」、ワードで「ちらし」などの作成をしてもらいました。

みんなパソコンができることを楽しみに来てくれたようで、用意して

いた課題をどんどんこなしていきます。「ローマ字が苦手」と言って

いた子も何人かいましたが、初日に比べ最終日にはかなり速度が

上がっていてビックリしました。

パソコン以外では、来客時のお茶出しのロープレをしました。

また、就労に関しての経験談など先輩の話しを聞く時間

も好評で「仕事をする」という事の意味を感じてもらえた

ように思います。 

※支援学校実習型訓練は、冬休みにも開催する予定です。詳細
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水曜がお盆にあたるため、第

開催だったので、いつもより商品が少なくお客様にご迷惑おかけしました。次回は、

みなさんの期待に添えるよう野菜の販売も頑張りたいと思います。

ご相談・体験・見学希望などございましたら

お気軽にお問い合せください。

スタッフ一同お待ちしております。
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（金）みんなで話そうピアサークル
今回のピアサークルは、支援学校の実習生の方と合同で行いました。いつの間にか歌ありダンスありの賑やかな

空間に・・・。年代の違う人たちとの交流は、お互いに刺激になったようです。

今日の青空市場は天候にも恵まれた。カフェの担当をしたが、まあまあのお客

様が来てくれて、楽しく接客することができた。しかし、暑かった。

＜利用者 H さんコメント＞
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上がっていてビックリしました。 

パソコン以外では、来客時のお茶出しのロープレをしました。
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気を頂きました。見習わなければならないと思いました
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する人の話をメモし、それをもとにパソコンを使って表にしました。
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いた子も何人かいましたが、初日に比べ最終日にはかなり速度が

パソコン以外では、来客時のお茶出しのロープレをしました。

また、就労に関しての経験談など先輩の話しを聞く時間 

も好評で「仕事をする」という事の意味を感じてもらえた 

※支援学校実習型訓練は、冬休みにも開催する予定です。詳細が決まり
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空間に・・・。年代の違う人たちとの交流は、お互いに刺激になったようです。

今日の青空市場は天候にも恵まれた。カフェの担当をしたが、まあまあのお客

様が来てくれて、楽しく接客することができた。しかし、暑かった。 

ピアサークルで養護学校の人達と一言二言言えたので良かったです。養護学校の生徒さんがみん

 ＜利用者

支援学校実習型訓練
記者になったつもりで、自己紹介

 

他にもエクセルで「グラフ」、ワードで「ちらし」などの作成をしてもらいました。 

 

 

 

ましたら、各学校にお知らせ

今回は、小規模での 

開催だったので、いつもより商品が少なくお客様にご迷惑おかけしました。次回は、 
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お問い合わせは support@mmg

（水）想念寺青空市場の様子は、次号で紹介します！

今回のピアサークルは、支援学校の実習生の方と合同で行いました。いつの間にか歌ありダンスありの賑やかな

空間に・・・。年代の違う人たちとの交流は、お互いに刺激になったようです。 

今日の青空市場は天候にも恵まれた。カフェの担当をしたが、まあまあのお客

ピアサークルで養護学校の人達と一言二言言えたので良かったです。養護学校の生徒さんがみん

＜利用者 YM さんコメント＞

 支援学校実習型訓練
自己紹介 

 

ましたら、各学校にお知らせ致します。

9 月号  通算第

名古屋市熱田区神宮３－７－２６ 

support@mmg-passo.com

（水）想念寺青空市場の様子は、次号で紹介します！

今回のピアサークルは、支援学校の実習生の方と合同で行いました。いつの間にか歌ありダンスありの賑やかな

ピアサークルで養護学校の人達と一言二言言えたので良かったです。養護学校の生徒さんがみん

さんコメント＞ 

 

致します。 

通算第 13

 たから神宮ビル７Ｆ

passo.com 

（水）想念寺青空市場の様子は、次号で紹介します！

今回のピアサークルは、支援学校の実習生の方と合同で行いました。いつの間にか歌ありダンスありの賑やかな

ピアサークルで養護学校の人達と一言二言言えたので良かったです。養護学校の生徒さんがみんな明るくて元

13 号 

たから神宮ビル７Ｆ 

 

 まで 

（水）想念寺青空市場の様子は、次号で紹介します！ 

今回のピアサークルは、支援学校の実習生の方と合同で行いました。いつの間にか歌ありダンスありの賑やかな

 
な明るくて元


