
 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

またぱっそにおいても 

得ました 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あだはんと 

 就労支援事業所：2110102296２０１４年１１月号 

ふるいもいろいろな 

  

職場実習に行ってきました 
  

 １１月中旬よりＧ社に職場実習に行きました。総務部にて経理業務をさせていただきました。慣れていないので時

間も掛かり仕事を教えて下さった方に大変ご迷惑を掛けました。 

 久しぶりの現場実習だったので楽しかったですが体調管理の問題と精神的な弱さがあることも学ぶ事ができました。 

 今後の訓練の課題が出来ました。ありがとうございました。   （利用者 Ｔ．A さん） 

 

パッソ岐阜校 平成２６年１２月のご報告  

  

 

岐阜校の利用者にインタビュー その 5♪ 

 第 5回目となりました。今回は、どのような感想と目標が語られるのでしょうか？ 

パッソ岐阜校に入学して３ヶ月近くになりま
した。入学した当初は、「ここでやって行けるの
だろうか」と不安でいっぱいでしたが、スタッフ
さんや仲間にも恵まれ何とか今日までやって
きました。今後は、いろいろな職種の実習や就
職支援員の方と私に何が向いているのか話し
合い、就職活動を本格的に取り組んで行きた
いと思います。これからも 
日々精進したいと思います。 

（利用者 K．A さん） 

パッソ岐阜校  平成２６年１２月のご報告 

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。 

〒５００－８８４２ 岐阜市金町８－２０－１ グランパレホテル６Ｆ 

岐阜校☎  

ホームページは  パッソ岐阜校    メールでのお問い合わせは support@mmg-passo.com まで 

 

 

 
今年も師走の時期を迎えました。 
いつもパッソ岐阜校をお引き立てくださり誠にありがとうございます。 
今年は、岐阜校初の卒業生が出るなど、岐阜校にとって良い年になりました。 
来年も今年同様、良いことがたくさんある年であるよう頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします. 

【編集後記】 
 

 そろそろ半年になります。これからも早く
これるように続けていきたいと思います。
天気のいい日はよくマラソンしています。
なんにも考えずに走るのが好きです。あと
スタートは公園から始まって家まで走りま
す。長いきょりで 10km 走ることもありま
す。いままで行った公園は 300 個近くにな
ります。これからも公園が 
あるかぎり走り続けるでしょう。 

（利用者 K．A さん） 

 

11 月 21 日に命を守る訓練を行いました。 
合言葉とともに自分のいる場所で地震発生をイメージし

て身の安全を確保する「シェイクアウト」をビデオで学びま
した。ビデオでは屋外での身の守りかたや緊急時のエレベー
ターの脱出方法が流れており、他にも頭部を守る際にはヘル
メットのように空間を少し空けて守る、まずはドアを開けて
避難経路を確保する等それまで覚えていたことの違いがあ
ってびっくりしました。 
その後、車いすの避難や階段での避難を体験しました。 
地震が起きた時を想像すると不安や恐怖によって落ち着

いていられるのかと心配になりますが、今回学んだ「身を守
る防災」から『命を守る防災』を意識して安全な避難を心が
けていきます。 

防災訓練を行いました 

  

【もし外国人に英語で電車での行き方を聞かれた場合の答え方】 

米原から放出（はなてん）に行きたい外国の観光客に、行き方を聞か

れて英語でこたえる場合 
 

How can I get at Hanaten station? 

訳）放出駅には、どうやって行けばいいですか？ 
 

At first,take the JR Kyoto line and transfer at Osaka station. 
That is the 4 th station from Kyoto. 
Next,take the Osaka loop line and transfer again at the next 
station. 
Then take the Gakuentoshi line which is light green car and 
first stop would be Hanaten station.. 
訳）ＪＲ京都線で４つ目の大阪駅で乗り換えます。 

次に赤の色の大阪環状線に乗り換えると一駅で次の線に乗り換えま

す。それで薄緑色の学研都市線に乗り換ると一駅で放出（はなてん）

駅にいきます。               （利用者 Ｔ．K さん） 

 

 

関西から来た岐阜校の風雲児！Backy☆Tが、役に立つ英会話をお教えします 

Backy☆Tの英会話講座 
 その 1 

 研修お疲れ様でした! 

パッソ岐阜校では、岐阜県教育委員会より、平成
26 年教頭等民間派遣研修者として岐阜県立長
良特別支援学校 広井 隆司 教論をお迎えい
たしました。 
11 月 1 日～30 日の 1 か月に及ぶ研修期間、
様々な業務や活動等を慌ただしく経験していた
だきました。またパッソに於いても、多くの気づき
を得ました。 
素晴らしい学びあいができたことを感謝し、みな
さんにもご報告します。 

みなさま、良いお年を

お迎えください。 

１２月５日、よく晴れた暖かい日。 
私たちパッソ岐阜校生は、近くにある「ドリームシアタ

ー」に、調理実習に行きました。 
事の始まりは、スタッフの Y さんのお宅からお米をいた

だいたことでした。 
「パッソとして何かできないだろうか？」 
「そうだ！みんなで何かを作って、このお米を役立てよう」 
そこで、話し合いの結果「カレーを作ろう」ということに

なり、企画進行班、交通班、買い出し班の３つの班に分か
れ、それぞれ計画を練り、準備をしました。 
当日調理師免許を持つスタッフの K さんの下、班に分

かれサラダと、カレーを作りました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中辛と辛口のカレーを作ったのにもかかわらず、

“辛くない”辛口カレーが出来たのには、びっくりしまし
たが、みんなで一つの目標に向かって、計画を立て、
実行していくことで、達成感を得ることができ、楽しい
時間を過ごすことができました。 
 

調理実習を行いました ～１２月５日はカレーの日～ 

障がいがあっても、障がいがなくても、
ブレない志のもと前に進む passo・animoスタ
ッフの一員としてともに過ごし、とても有意義
な 1か月間でした。 
この研修を活かし、多くの方々の「働きた

い！」を実現すべく、微力ながら尽力してい
きます。 長良特別支援学校 

進路指導主事 広井隆司 

カレー 
美味しかったよ～ 



   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
就労支援事業所：2311100420   通算第 17号 

 

パッソ熱田校 平成 26年 11～12月のご報告 

 パッソ熱田校 1月の行事予定

就労支援事業所：2311100420   通算第 17号 

 

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。 

〒４５６－００３１ 名古屋市熱田区神宮３－７－２６ たから神宮ビル７Ｆ 

熱田校☎  
ホームページは  パッソ熱田校      

メールでのお問い合わせは support@mmg-passo.com まで 詳しくは HPをご覧ください。 

 

新聞１月号  
12/8（月）バングラデシュ異文化交流会（想念寺） 
外国の文化が日本の文化とは全然違う事が分かったし、カレーが辛くなくて美味

しかったです。 

年末年始のご案内 12/27（土） ～ 1/4（日） はお休みさせていただきます。 

12/12（金）クリスマス会 ケーキとピザをお腹いっぱい食べる事が出来ました。 
 

1/ 5(月)  就職祈願（熱田神宮） 

1/15 (木) ピアサークル（鏡開き＆プレゼン大会）

 

 

パッソ熱田校 平成 26年 11～12月のご報告 

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。 

11/26（水）第 16回青空市場（想念寺） 雨天の為、中止！ 

12/ 3（水）第 17回青空市場＆初回フラダンス講座(想念寺) 
初めて想念寺の中を見ました。通路はちょっと寒かったです。 

企業実習訓練 パッソの利用者さんが企業実習訓練に行きました。 

訓練先企業は建設業の J社にてＥｘｃｅｌ入力業務 2名、B社にてレストラン補助業務１名です。 

引き続き企業実習訓練の予定が入っています。ご協力いただいた企業様ありがとうございます。 

実習は体力の面で不安がありましたがやりきることができました。今後の選択肢の幅が増えました。＜B社訓練：Y さん＞ 

実習訓練を受けてみて、初めての事務の仕事に触れてみた結果、作業の効率の発想が今までの経験した職の考えが全

く使えない事に気付かされた。新しい職を考えるのは年齢を踏まえると、避けようのない部分ではあるけれど、何とかいい

方法を考えなければならない。＜J社訓練：T さん＞ 

 

初めての室内販売でしたが、売れ行きが好

調で良かったです。 

フラダンスを踊る事が出来て楽しかった！！ 

ケーキとピザを美味しく頂く事が出来ました。 

日頃話せてない方とも話せて良かったです。 

12/17（水）第 18回青空市場＆第 2回フラダンス講座(想念寺) 
フラダンス講座では森さん先頭に盛り上がっていました。その雰囲気が良かったので見ていても楽しめました。 

11/28（金）Ｈさん修了式 就職おめでとうございます！！ 

職場でもＨさんらしく明るいキャラクターで、頑張

ってください。 

僕も目標出来たし、Ｈさんも仕事先でも頑張って 

欲しいです。 

11/28（金） 

避難訓練＆ピアサークル 
災害時、何処に避難をすれば良い 

かわかりました。 

 

久しぶりにババ抜きをやり、懐かしい

気持ちと楽しい気持ちになりました。 

避難場所が分かって安心しまし

た。今回運動が出来て良かったで

す。 

検索 

ハワイアンキルト講座(パッソ熱田校)第 1・３土曜日に開催！！ 

1月 17日（土）10時～12時  ランチョンマット制作  材料費：税込 800円 

皆さんの意外な特技、趣味が分かって楽しかったです。 

皆さんを見て頑張りたいな～と思いました。 

 

今日もフラダンスのお客様に来てもらって嬉しかったです。寒かった

です。パン屋に行って雰囲気とか場所が分かって良かったです。 

1/21（水） 青空市場＆フラダンス講座 

フラダンスや詩の朗読など、普段経験出来ない事が体験出来た。 

自分も早く就職先を見つけないといけないなあ～

と思いました。 

バングラデシュの事、国の事すら知らなかったので、勉強になりました。カレーが

美味しかったです。 

 

バングラデシュの生活は日本の生活と大きく違うので自分の知らない文化に触れ

られて良かった。サリーの着付けが良かった。 

お米一握りを、地域の方や家族の為に蓄えて、お金に換えたり主食にしたり、とて

も知恵があって思いやりがある国だなと思いました。 

外国の方と交流が出来てとても 

良かったです。勉強になりました。 

 

民族衣装を着れて嬉しかった。 

 

12/20（土）ハワイアンキルト講座(パッソ熱田校) 

12/24(水)・25(木) 支援学校生徒さんの実習型訓練は、次号でご紹介します！お楽しみに・・・。 

Ｈさんも最初通所できない人と聞いたが、徐々に

Ｈさんらしい人柄が見えてきて嬉しいと思った。 

Web４コマ絵本公開中！！ 

h t tp : //oh i r u ne . i n f o/4ehon/  

 

寄せ書き 

苺サンタ 

お疲れ様でした！ 

先月につづき～特別支援学校生徒さんの実習訓練 
特別支援学校の生徒さんが１週間に１名ずつ、他の利用者さんと一緒にパソコン（Excel・Word）や 

ピッキング、折込作業など多くの訓練を受けました。 


