
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パッソ岐阜校

～ようこそパッソへ！～

ウェルカムボードも

入口でお待ちしています。

利用者のみな

パソコンスキルアップ

チラシの作成やデータ入力など、

実際に活用するものを作成しています。

 

パッソ岐阜校

～パッソの中をご案内します！～

～ようこそパッソへ！～

ウェルカムボードも

入口でお待ちしています。

～ワーク

のみなさんが

パソコンスキルアップ

チラシの作成やデータ入力など、

実際に活用するものを作成しています。

 

パッソ岐阜校 Let me show you our passo!

～パッソの中をご案内します！～

～ようこそパッソへ！～

ウェルカムボードも 

入口でお待ちしています。 

～ワークルーム～

さんが、 

パソコンスキルアップに励み 

チラシの作成やデータ入力など、

実際に活用するものを作成しています。

Let me show you our passo!

～パッソの中をご案内します！～

～ようこそパッソへ！～ 

ルーム～ 

チラシの作成やデータ入力など、 

実際に活用するものを作成しています。 

Let me show you our passo!

～パッソの中をご案内します！～

入口を入ってすぐのホールです

奥に見える個室は「相談室」

職業相談

困ったこと、なんでも話してみませんか。

 

 

ランチタイムは

ときにはカンファレンスルーム、

ときにはイベントホールにもなります。

Let me show you our passo!

～パッソの中をご案内します！～

～オープンホール～

入口を入ってすぐのホールです

奥に見える個室は「相談室」

職業相談や訓練

困ったこと、なんでも話してみませんか。

～多目的ルーム～

ランチタイムは

ときにはカンファレンスルーム、

ときにはイベントホールにもなります。

Let me show you our passo!

～パッソの中をご案内します！～ 

～オープンホール～

入口を入ってすぐのホールです

奥に見える個室は「相談室」

や訓練のことはもちろん

困ったこと、なんでも話してみませんか。

～多目的ルーム～

ランチタイムはここで利用者さんとスタッフとで

話に花を咲かせています。

ときにはカンファレンスルーム、

ときにはイベントホールにもなります。

Let me show you our passo! 

～オープンホール～ 

入口を入ってすぐのホールです。 

奥に見える個室は「相談室」。 

はもちろん、

困ったこと、なんでも話してみませんか。

～多目的ルーム～ 

利用者さんとスタッフとで

話に花を咲かせています。

ときにはカンファレンスルーム、 

ときにはイベントホールにもなります。

 

 

、 

困ったこと、なんでも話してみませんか。 

 

利用者さんとスタッフとで 

話に花を咲かせています。 

ときにはイベントホールにもなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（職業指導員

（職業指導

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

関市障がい

岐阜県立関特別支援学校職員

研修会に参加
講題「障害者雇用の取組」

講師がパッソとゆかりのある

「あきんどスシロー」様です！

（職業指導員） 

 

 

 

 

 

（職業指導員） 

パッソ岐阜校

パッソ岐阜校

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 

関市障がい

岐阜県立関特別支援学校職員

研修会に参加
講題「障害者雇用の取組」

講師がパッソとゆかりのある

「あきんどスシロー」様です！

 

パッソ岐阜では、

利用者の皆さんと、日々色々な交流

をしています。

勉強に限らず様々な話題で、笑い

声の絶えない教室で就職という目標

に向かって一緒に頑張ってみませんか？

自分自身、身体に障害があるので

他のスタッフに相談出来ない様な事

もご相談して頂ければと思っています。

誰でもふらっと立ち寄れるような場

所を目指して行きたいと思いますの

で、宜しくお願いします。

 

いつも笑顔とありがとうをモットーとし

ています。

働く人になるために共に頑張ってい

きたいと思っています。

楽しい時も苦しい時も何時でもありが

とうと言えるようになれるといいなと

思っています。

そして、みんなで笑顔になりましょう

パッソ岐阜校

パッソ岐阜校

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。

就労支援事業所：

  パッソ岐阜校

関市障がい者雇用講習会並びに

岐阜県立関特別支援学校職員

研修会に参加 
講題「障害者雇用の取組」

講師がパッソとゆかりのある

「あきんどスシロー」様です！

パッソ岐阜では、

利用者の皆さんと、日々色々な交流

をしています。 

勉強に限らず様々な話題で、笑い

声の絶えない教室で就職という目標

に向かって一緒に頑張ってみませんか？

自分自身、身体に障害があるので

他のスタッフに相談出来ない様な事

もご相談して頂ければと思っています。

誰でもふらっと立ち寄れるような場

所を目指して行きたいと思いますの

で、宜しくお願いします。

いつも笑顔とありがとうをモットーとし

ています。 

働く人になるために共に頑張ってい

きたいと思っています。

楽しい時も苦しい時も何時でもありが

とうと言えるようになれるといいなと

思っています。 

そして、みんなで笑顔になりましょう

パッソ岐阜校 7 月の行事予定

パッソ岐阜校 スタッフ

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。 

就労支援事業所：

岐阜校   

者雇用講習会並びに

岐阜県立関特別支援学校職員

講題「障害者雇用の取組」 

講師がパッソとゆかりのある 

「あきんどスシロー」様です！ 

パッソ岐阜では、8 人のスタッフが

利用者の皆さんと、日々色々な交流

勉強に限らず様々な話題で、笑い

声の絶えない教室で就職という目標

に向かって一緒に頑張ってみませんか？

自分自身、身体に障害があるので

他のスタッフに相談出来ない様な事

もご相談して頂ければと思っています。

誰でもふらっと立ち寄れるような場

所を目指して行きたいと思いますの

で、宜しくお願いします。 

いつも笑顔とありがとうをモットーとし

働く人になるために共に頑張ってい

きたいと思っています。 

楽しい時も苦しい時も何時でもありが

とうと言えるようになれるといいなと

そして、みんなで笑顔になりましょう

月の行事予定

スタッフ 

 

就労支援事業所：2110102296

〒５００－８８４２

岐阜校

 メールでの

者雇用講習会並びに

岐阜県立関特別支援学校職員

人のスタッフが

利用者の皆さんと、日々色々な交流

勉強に限らず様々な話題で、笑い

声の絶えない教室で就職という目標

に向かって一緒に頑張ってみませんか？ 

自分自身、身体に障害があるので

他のスタッフに相談出来ない様な事

もご相談して頂ければと思っています。 

誰でもふらっと立ち寄れるような場

所を目指して行きたいと思いますの

いつも笑顔とありがとうをモットーとし

働く人になるために共に頑張ってい

楽しい時も苦しい時も何時でもありが

とうと言えるようになれるといいなと

そして、みんなで笑顔になりましょう！！ 

月の行事予定

 あいさつ

2110102296 

〒５００－８８４２

岐阜校☎

メールでのお問い合わせは

 

 

 

 

 

 

 

（職業指導員

前号を含め、

以上の

よろしく
お願いします！

月の行事予定 

あいさつ 

 

〒５００－８８４２ 岐阜市金町８－２０－１

☎

お問い合わせは

新

岐阜県立盲学校

２名の生徒さんが来校され、

３日間の作業実習を

体験されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

（職業指導員） 

前号を含め、 

以上の 8 名でパッソを盛り上げます！

よろしく 
お願いします！

 2014 年

岐阜市金町８－２０－１

お問い合わせは support@mmg

新 

岐阜県立盲学校

２名の生徒さんが来校され、

３日間の作業実習を

体験されます。 

訓練のなかで

動で、プライベートの日常生活

で、日々、行き詰まったり、困っ

たり、悩んだりしてしまったこ

と、お互い、おしゃべりしてみま

せんか。 

一人で抱えている重荷を、

わたしたちと分け合って、

少しでも心が軽くなっていただ

けたら嬉しいです。

名でパッソを盛り上げます！

お願いします！ 

年 7 月号  

岐阜市金町８－２０－１ グランパレ

support@mmg-passo.com

 聞

岐阜県立盲学校 実習 

２名の生徒さんが来校され、

３日間の作業実習を 

 

訓練のなかで、パッソ内の活

プライベートの日常生活

で、日々、行き詰まったり、困っ

たり、悩んだりしてしまったこ

と、お互い、おしゃべりしてみま

一人で抱えている重荷を、

わたしたちと分け合って、

少しでも心が軽くなっていただ

けたら嬉しいです。 

名でパッソを盛り上げます！

お願いします！ 

  通算第４

グランパレビル

passo.com まで

聞 

 

２名の生徒さんが来校され、 

パッソ内の活

プライベートの日常生活

で、日々、行き詰まったり、困っ

たり、悩んだりしてしまったこ

と、お互い、おしゃべりしてみま

一人で抱えている重荷を、 

わたしたちと分け合って、 

少しでも心が軽くなっていただ

名でパッソを盛り上げます！ 

４号 

ビル６Ｆ 

 

まで 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/11
今回の想念寺での「青空市場」は、途中で小雨が降るなど天候に

恵まれない中での開催となりました。あいにくの天気で人通りの

少ない中、サラリーマンや子供連れのご夫婦など、

初めていらっしゃるお客様との出会いもありました。

 

今日の想念寺では、反省点が沢山あります。パンの

袋売りの販売があったので値段が変動して混乱してしまったこと。釣り銭を数える時に

金庫に入っているのをよく見ずに

確認を少しいい加減にしてしまったことです。対策としてチームの人に数量を把握することと

確認することを全員に共有認識してもらうことにします。

6/16
養護学校の生徒さんの

今日の最終日のパッソさんでの実習はとても楽しかったです。

エクセルは表が入ってくると難しいです。ワードは暑中見舞の

はがきを作りました。ピアサークルは楽しかったです。

また夏休みと春休み来たいです。

 

第

 

 

みんなで話そう

パッソ熱田校

6/11（水）第
今回の想念寺での「青空市場」は、途中で小雨が降るなど天候に

恵まれない中での開催となりました。あいにくの天気で人通りの

少ない中、サラリーマンや子供連れのご夫婦など、

初めていらっしゃるお客様との出会いもありました。

今日の想念寺では、反省点が沢山あります。パンの

袋売りの販売があったので値段が変動して混乱してしまったこと。釣り銭を数える時に

金庫に入っているのをよく見ずに

確認を少しいい加減にしてしまったことです。対策としてチームの人に数量を把握することと

確認することを全員に共有認識してもらうことにします。

6/16（月）～
養護学校の生徒さんの

今日の最終日のパッソさんでの実習はとても楽しかったです。

エクセルは表が入ってくると難しいです。ワードは暑中見舞の

はがきを作りました。ピアサークルは楽しかったです。

また夏休みと春休み来たいです。

パッソ熱田校

第 7 回想念寺イベント

恒例の「青空市場」を開催します。

場所：熱田区

みんなで話そう

参加ご希望の方は、

事前予約をお願いいたします。

パッソ熱田校

（水）第 5
今回の想念寺での「青空市場」は、途中で小雨が降るなど天候に

恵まれない中での開催となりました。あいにくの天気で人通りの

少ない中、サラリーマンや子供連れのご夫婦など、

初めていらっしゃるお客様との出会いもありました。

今日の想念寺では、反省点が沢山あります。パンの

袋売りの販売があったので値段が変動して混乱してしまったこと。釣り銭を数える時に

金庫に入っているのをよく見ずに

確認を少しいい加減にしてしまったことです。対策としてチームの人に数量を把握することと

確認することを全員に共有認識してもらうことにします。

（月）～
養護学校の生徒さんの現場

今日の最終日のパッソさんでの実習はとても楽しかったです。

エクセルは表が入ってくると難しいです。ワードは暑中見舞の

はがきを作りました。ピアサークルは楽しかったです。

また夏休みと春休み来たいです。

パッソ熱田校

回想念寺イベント

恒例の「青空市場」を開催します。

場所：熱田区 想念寺敷地内

みんなで話そう ピアサークル

参加ご希望の方は、

前予約をお願いいたします。

パッソ熱田校 6

5 回想念寺イベント
今回の想念寺での「青空市場」は、途中で小雨が降るなど天候に

恵まれない中での開催となりました。あいにくの天気で人通りの

少ない中、サラリーマンや子供連れのご夫婦など、

初めていらっしゃるお客様との出会いもありました。

今日の想念寺では、反省点が沢山あります。パンの

袋売りの販売があったので値段が変動して混乱してしまったこと。釣り銭を数える時に

金庫に入っているのをよく見ずに

確認を少しいい加減にしてしまったことです。対策としてチームの人に数量を把握することと

確認することを全員に共有認識してもらうことにします。

（月）～6/20（金）養護学校生徒さんの
現場実習が始まりました。

今日の最終日のパッソさんでの実習はとても楽しかったです。

エクセルは表が入ってくると難しいです。ワードは暑中見舞の

はがきを作りました。ピアサークルは楽しかったです。

また夏休みと春休み来たいです。

パッソ熱田校 ７月の行事予定

回想念寺イベント 

恒例の「青空市場」を開催します。

 想念寺敷地内

ピアサークル

参加ご希望の方は、 

前予約をお願いいたします。

6 月のご報告

回想念寺イベント
今回の想念寺での「青空市場」は、途中で小雨が降るなど天候に

恵まれない中での開催となりました。あいにくの天気で人通りの

少ない中、サラリーマンや子供連れのご夫婦など、

初めていらっしゃるお客様との出会いもありました。

今日の想念寺では、反省点が沢山あります。パンの

袋売りの販売があったので値段が変動して混乱してしまったこと。釣り銭を数える時に

金庫に入っているのをよく見ずに 10 円玉抜きで計算してしまったこと。売る前にジャガイモの数量の

確認を少しいい加減にしてしまったことです。対策としてチームの人に数量を把握することと

確認することを全員に共有認識してもらうことにします。

（金）養護学校生徒さんの
実習が始まりました。

今日の最終日のパッソさんでの実習はとても楽しかったです。

エクセルは表が入ってくると難しいです。ワードは暑中見舞の

はがきを作りました。ピアサークルは楽しかったです。

また夏休みと春休み来たいです。 ＜実習生

月の行事予定

恒例の「青空市場」を開催します。 

 

ピアサークル 

前予約をお願いいたします。 

月のご報告 

回想念寺イベント
今回の想念寺での「青空市場」は、途中で小雨が降るなど天候に

恵まれない中での開催となりました。あいにくの天気で人通りの

少ない中、サラリーマンや子供連れのご夫婦など、 

初めていらっしゃるお客様との出会いもありました。 

今日の想念寺では、反省点が沢山あります。パンの 1

袋売りの販売があったので値段が変動して混乱してしまったこと。釣り銭を数える時に

円玉抜きで計算してしまったこと。売る前にジャガイモの数量の

確認を少しいい加減にしてしまったことです。対策としてチームの人に数量を把握することと

確認することを全員に共有認識してもらうことにします。

（金）養護学校生徒さんの
実習が始まりました。 

今日の最終日のパッソさんでの実習はとても楽しかったです。

エクセルは表が入ってくると難しいです。ワードは暑中見舞の

はがきを作りました。ピアサークルは楽しかったです。 

＜実習生 T くん＞

月の行事予定

 

 

 

回想念寺イベント 

今回の想念寺での「青空市場」は、途中で小雨が降るなど天候に 

恵まれない中での開催となりました。あいにくの天気で人通りの 

1 個売りと 

袋売りの販売があったので値段が変動して混乱してしまったこと。釣り銭を数える時に

円玉抜きで計算してしまったこと。売る前にジャガイモの数量の

確認を少しいい加減にしてしまったことです。対策としてチームの人に数量を把握することと

確認することを全員に共有認識してもらうことにします。 ＜利用者

（金）養護学校生徒さんの

今日の最終日のパッソさんでの実習はとても楽しかったです。 

エクセルは表が入ってくると難しいです。ワードは暑中見舞の 

 

くん＞ 

月の行事予定 

第 8 回想念寺イベント

恒例の「青空市場」を開催します。

場所：熱田区

調理実習

※防災の備蓄食材を有効活用し

たおいしい料理を作ります。

支援学校実習型訓練

今年も支援学校実習型訓練を行

います。

袋売りの販売があったので値段が変動して混乱してしまったこと。釣り銭を数える時に

円玉抜きで計算してしまったこと。売る前にジャガイモの数量の

確認を少しいい加減にしてしまったことです。対策としてチームの人に数量を把握することと

＜利用者 HH さんコメント＞

（金）養護学校生徒さんの

回想念寺イベント

恒例の「青空市場」を開催します。

場所：熱田区 想念寺敷地内

調理実習 

※防災の備蓄食材を有効活用し

たおいしい料理を作ります。

支援学校実習型訓練

今年も支援学校実習型訓練を行

います。 
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円玉抜きで計算してしまったこと。売る前にジャガイモの数量の
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6/17
再開しました！
就職により卒業した

H さんが巡回訓練をすることになりました。

 

初めての巡回訓練、

すごく緊張した。

担当者様ともぎこちなく

だったが話せた。

次回は木曜日。次回は

少しずつ楽しめるように

していきたいと思う。

＜利用者

 

6/20
話そうピアサークル

普段お話ができない方ともお話ができてよかっ

たです。最後に盛り上がり、話し足りないくらい

でした。まだ話す勇気が全員に対しては出ない

ので、もっと気楽に色んな人に話しかけるよう

になりたいです。＜利用者

 

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

6/17（火）巡回訓練
再開しました！
就職により卒業した

さんが巡回訓練をすることになりました。

初めての巡回訓練、

すごく緊張した。

担当者様ともぎこちなく

だったが話せた。

次回は木曜日。次回は

少しずつ楽しめるように

していきたいと思う。

＜利用者 H さんコメント＞

パッソ熱田校

6/20（金）みんなで
話そうピアサークル

普段お話ができない方ともお話ができてよかっ

たです。最後に盛り上がり、話し足りないくらい

でした。まだ話す勇気が全員に対しては出ない

ので、もっと気楽に色んな人に話しかけるよう

になりたいです。＜利用者

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 

（火）巡回訓練
再開しました！
就職により卒業した Y さんの代わりに今回から

さんが巡回訓練をすることになりました。

初めての巡回訓練、 

すごく緊張した。 

担当者様ともぎこちなく

だったが話せた。 

次回は木曜日。次回は 

少しずつ楽しめるように

していきたいと思う。  

さんコメント＞

パッソ熱田校

（金）みんなで
話そうピアサークル

普段お話ができない方ともお話ができてよかっ

たです。最後に盛り上がり、話し足りないくらい

でした。まだ話す勇気が全員に対しては出ない

ので、もっと気楽に色んな人に話しかけるよう

になりたいです。＜利用者

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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（火）巡回訓練
再開しました！ 

さんの代わりに今回から

さんが巡回訓練をすることになりました。
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パッソ熱田校 

（金）みんなで
話そうピアサークル

普段お話ができない方ともお話ができてよかっ

たです。最後に盛り上がり、話し足りないくらい

でした。まだ話す勇気が全員に対しては出ない

ので、もっと気楽に色んな人に話しかけるよう

になりたいです。＜利用者 K さんコメント＞

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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（火）巡回訓練 

さんの代わりに今回から 

さんが巡回訓練をすることになりました。 
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普段お話ができない方ともお話ができてよかっ
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ので、もっと気楽に色んな人に話しかけるよう

さんコメント＞ 
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月のご報告

普段お話ができない方ともお話ができてよかっ

たです。最後に盛り上がり、話し足りないくらい
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熱田校☎

メールでのお問い合わせは

月のご報告 

O さんの就職が決まりました！
S 社に就職が決まって嬉しかったです。

日からＡ店にいきます。靴・ユニフォームが届

いた時は嬉しかったです。これから洗浄など与

えられた仕事を頑張りたいです。この先毎日大

変ですが時間を守って出勤したいと思います。

 

パッソでは、イベント

の時に自分で作った

ミサンガが売れた時

は嬉しかったです。

 

皆さんと話したり・

ご飯を食べたりして楽しかったです。パソコンも

上手く出来るようになりました。漢字ドリル・計

算ドリル・Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅ

ったです。     
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名古屋市熱田区神宮３
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さんの就職が決まりました！
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日からＡ店にいきます。靴・ユニフォームが届
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変ですが時間を守って出勤したいと思います。
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えられた仕事を頑張りたいです。この先毎日大

変ですが時間を守って出勤したいと思います。 
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