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[79] ”国士無双さん。アドバイスは出来ません！！”  2007年11月17日 15時17分

三八（さんぱち） さん  e-mail 

今日は。三八です。 
 
国士無双さんは流石でいらっしゃると私が思いましたのは、[７１]の民間は競争原理だ
としても利己主義者は駄目になってしまうと仰った事です。就労経験（体験にあらず）
の無い私は見習う事、多々有ります。 
 
そして、このＢＢＳでも皆様の窮状や質問にも詳しくて真摯にお答え下さる事、尊敬致
します。 
 
パソコンでも独学で資格をお取りになった事など私には出来ません。 
 
僭越ですが、私は国士無双さんが若い頃からご苦労をなさっている事を聞き及んでお
りますので、色々な対処がお出来になると思います。 
 
ですから、苦労知らずの私がアドバイスするのでは無く、こちらの方こそ教えて頂きた
いと思っております。 
 
最後に、ご自愛（風邪をお治しになって）の程、御勤務に励んで下さい！！ 
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[78] バレーボール大会頑張って下さい！！＆銀杏２０周年おめでとうございます！！  
2007年11月17日 14時20分

国士無双 さん  e-mail 

こんにちは、国士無双です。 
 
来週の火曜日はいよいよバレーボール大会ですね。 
今年のチームがどんなチームか分かりませんが、毎年のことだと思いますが、きつい
練習に取り組んできていらっしゃったんだと思います。選手の皆さんは勿論のこと、応
援の方、関係者の方、力を合わせていい成績が残せるよう頑張って下さい！！ 
管理人さんは、かなり、お疲れが溜まっている様子ですが、国士無双も風邪をひいて
しまいました。近頃、急に朝晩寒くなって戸惑ってます。ブルーアイズさんもお風邪を
召されたようですが、最近は調子如何でしょうか？管理人さん、どうか、ご無理なさら
ず、バレーボール大会も乗り切って下さい。ブルーアイズさんもマイペースでご無理な
さらずに。 
大会まで、寒くなりそうですが、皆さんの元気で何とか会場を盛り上げて下さい！！ 
 
それから、三八さん、国士無双は完璧などではありません。一日一日何とか乗り切っ
ているだけです。どうか、今後もいいアドバイスあれば、ご投稿お願いします。 
 
ブルーアイズさん、（７６）のご投稿で最新の銀杏情報ありがとうございます。国士無双
もお世話になった銀杏も２０年になるんですか。国士無双は通り過ぎていった者なの
で、その間の皆様のご苦労は存じかねますが、某銀杏の某所長さんは生え抜きなん
だと存じます。いつまでもお若くお元気で、ハードなお仕事率先して引っ張っていらっし
ゃったことだと存じます。感慨深いものがあるとあると存じますますが、お体お気をつ
け今後も、元気な銀杏を作り上げていって下さい。 
ではでは、皆様良い休日を！！

[77] ”皆様。頑張って！！”  2007年11月15日 19時58分

三八（さんぱち） さん  e-mail 

今晩は。三八です。 
 
まずは、ダンダンさん。遅すぎて済みません。そして、就労体験しか無い私ですが、僭
越ながら申し上げます。管理人さん、ブルーアイズさんそして国士無双さんが素晴らし
い解決法を仰っているので、恐縮です。私見ですが、当分は同期である事を忘れて先
輩や上司の仰る通りに働いてみては如何でしょうか？最初から仕事が出来る人はま
ず、いないと思います。基本を覚える様に先輩達に習っていき、多少のミスも覚悟で働
く事です。それが終了してから同期の方と勝ち負けを競っては如何でしょうか？ ダン
ダンさんは私に比べれば遥かに若いのですから可能性を信じて頑張って下さい！！ 
随分と大口を申し上げて済みません。 
 
そして、ブルーアイズさん。貴重な情報を知らせて頂き、有難う御座いました！！ 時
期尚早ですが、「銀杏企画２０周年記念おめでとうパーティー」に伺えられるかは判り
ません。 
 
国士無双さんはもう完璧ですね。 
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さて、管理人さんとブルーアイズさんは風邪が完治されたと思いますので、残り僅かな
練習に頑張って下さい！！やはり、季節の変り目でしたか？ 勿論、ソフトバレーボー
ル大会の関係者の方々も頑張って下さい！！ 選手の方々は体調を崩す事なく、万
全を期して下さい！！ 他に、管理人さんが仰っていた某作業所との対抗試合の結果
を当日、お聞かせ下さい（これは機密だと思いますので）。 
 
最後に、皆様の御健康と益々の御発展をお祈り致しております！！ 

[76] 最新の銀杏情報!(^^)!  2007年11月13日 20時19分

ブルーアイズ さん  e-mail 

こんばんは。ブルーアイズです。 
 
銀杏では風邪がはやっているようですね。 
ブルーアイズも１１月３日、４日は熱が高く寝込んでいましたがいまでは元気です。 
管理人さんも早く元気になってください。 
 
さて、今日某銀杏で行われた話し合いでの最新銀杏情報を書き込ませていただきま
す。 
 
毎年１０月に行われていた旅行は銀杏が新体制になって忙しかったこともあり 
来年の３月くらいに延期されました。 
 
そして来年はなんと！銀杏は設立丸２０年をむかえ 
９月くらいには「銀杏企画２０周年記念おめでとうパーティー」が行われます。 
 
そして来年の１０月はまたまた旅行があるそうです。 
そのあとの再来年以降ですがまた今までどおり３月にバザー、１０月に旅行となるそう
です。 
 
ブルーアイズは来年の２０周年記念パーティーでは 
昔からの銀杏でお世話になった関係者の方々や 
元メンバーさんたちとお会いできるのではと今から楽しみにしています。 
 
今から一週間後はいよいよバレーボール大会です。 
管理人さんもあまりご無理をなさらずにいて風邪を治し大会本番にそなえてください。 
それではまた。 
 
 

[75] みなさん、ご苦労様です。  2007年11月13日 17時55分

管理人 さん  e-mail 

 こんにちは、管理人です。 
 
最近はとても風邪が流行しています。 
ここ数日、メンバーさんもお休みをしたりもしています。 
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みなさんもくれぐれもお体を大事にして下さい。 
ちなみにこんな書き込みをしている管理人自身も風邪に悩まされている１人です。 
日曜から体調が悪化し始め昨日は無理をしてバレーボールの練習に参加したら見事 
に最悪のコンディションが出来上がってしまいました。早く元気になりたいです。 
 
 >>ダンダンさん 
 
 もう皆さんからアドバイスを受けて今頃は元気に仕事へ行っていると思いますが 
 どうでしょうか？ 
 同じ職場で一緒にスタートを切った同期の仲間、スタートラインは同じでも中身 
 までもが全てが同じではないですよね。 
 それぞれ一緒のスタートラインに並ぶまでの職歴や人生経験などその違いは様々 
 だと思います。仲間と比較して優劣の付く事柄もあるかもしれません。でもそれ 
 を追求していき相手に勝ることが働く、仕事をするという事ではありません。 
  
 他の方と自分を比較して向上したいという気持ちも大切ですが、本来のあるべき 
 姿の自分を見失わない様にしたいですね。 
  
 
 こんな話をしながらも管理人自身、銀杏企画に同期で入職した他の２人に比べ 
 て「仕事が出来ないよなぁ・・・・」と悩んだりもします。 
 最終的には「他の２人に出来ない仕事が自分の生きる道」と自分を最大限に 
 正当化して気の迷いを晴らしています。あと趣味に没頭したり・・・・ 
  
 ダンダンさん、お互い頑張りましょうね。 
 
 
 ※すみません。これ以上、続きを書く気力が無いので残りは次回ということで

[74] ありがとうございます。  2007年11月11日 15時55分

ダンダン さん  e-mail 

 わたくしの愚痴を聞いて下さりありがとうございます。私も国士無双さんのように地道
にいこうと思います。どこかで楽に飛躍したいという「ずるい」心がダンダンの中にある
のかもしれません。反省です。 
 今日は、我が社のベーカリーのオープンでした。オープンイベントのため休日出勤で
す。我が社はこのベーカリーを手始めに障害者雇用の促進のための事業を拡大して
いく予定です。 
 オープンイベントはパンダの着ぐるみを着て手を振りました。パンダの着ぐるみは非
常に疲れました。あとは、交代して風船を配ったりもしました。そのときも、ジョブコーチ
さんは「ゆっくりでいいからね。」とおっしゃってくれました。本当は１時までの約束だっ
たのですが、交代の人が来て「早めに帰って良いよ。」と言われたので、遠慮なく帰り
ました。ちょっと精神的に疲れて…。 
 家に帰り、片づけをして、頓服を飲んで横になりました。そして、ストレッチ。スッキリ
しました。お仕事に精を出すのも良いですが、こういう体調の調整の時間も私には必
要かもな…と思いました。特に明日からまた通常勤務ですし。 
 セカンドでは「食べ過ぎた」と嘆いていた私ですが、会社に入り、不安とかが消えて、
むちゃ食いもなくなりました。毎週金曜日は晩酌の日にしたり、土日は好きなだけ寝る
とか、ストレス解消もできるようになってきました。 
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 今日は、久しぶりに会社着以外の服をコーディネートしたら、土日のお洋服があまり
に少ないことに気づき、帰りに１着３００円からの古着屋さんで、大量にお洋服を購
入。普通の服屋の１着くらいで買えました。着ぐるみの苦しさもいままでのストレスも吹
っ飛んじゃう爽快さ。 
 でも、着ぐるみは息苦しかったけど、ひさびさに、みんなから「可愛い。」と言われて、
嬉しかったです。

[73] ブルーアイズさんありがとうございます!(^^)!  2007年11月10日 20時59分

国士無双 さん  e-mail 

今晩は、今日三度目の投稿になる国士無双です。 
 
 ブルーアイズさん、早速、国士無双のご質問に答えてくださり、誠にありがとうござい
ます。 
 就労移行支援コースは週に１回パソコンの勉強をするんですか。それもパソコン検
定が取れるほどの勉強をされているようで、本来ならお金を払って勉強するようなこと
を作業所でも出来るようになったらしく、羨ましい限りです。国士無双もワードとエクセ
ルの日本商工会議所の３級の検定を受け合格しましたが、かなり苦労しました。パソ
コン検定取れれば、面接の際かなり有利になると思います。事務職などでは欠かせな
いような資格かもしれません。２級くらいまで取れるようになれば、かなり企業側でもメ
リットが出てくるものと思います。ここは是非、自宅でも勉強されて、パソコン検定取得
出来ること期待します。一度学んだ知識は又、復習すればすぐに出来る様になるもの
です。ブルーアイズさん肉体労働が少々きつかったら事務職目指して一踏ん張りして
下さい！！ 
 これから、バレーボール大会が控え、大変かもしれませんが、ブルーアイズさんの一
番の目的を達成することが大切だと思います。来年の３月まで期間は充分ありますか
ら、ゆとりもあると思います。エクセルは、大変かもしれませんが、ブルーアイズさんの
所属する某銀杏からも事務職で某大企業に法定雇用率の枠内で正社員として入社さ
れたはずです。是非、ブルーアイズさんもある程度のスキルを身につけ就労に向け頑
張って下さい！！ 
 お人柄の点ですが、最初、余裕が無いときは、人間誰しも自分だけ良ければと思う
物です。ある程度心に余裕が出来てきたらその人本来のお人柄が出てくると思いま
す。ブルーアイズさんは謙遜されていらっしゃいますが、お人柄は大丈夫だと思いま
す。この掲示板がそれを的確に現していると思います。誠実さの報いは必ず来ます。
安心してください。 
 何か偉そうなことを書き込みお恥ずかしい限りですが、国士無双のご質問にすぐに
お答えになられただけでも、誠実さの証です。 
 どうか、この掲示板でブルーアイズさんの良いご報告が読めることを楽しみにしてお
ります。

[72] 就労移行支援の今のところはこんな感じです  2007年11月10日 19時56分

ブルーアイズ さん  e-mail 

こんばんは。ブルーアイズです。 
ブルーアイズが今まで就労移行支援についてあまり触れなかったのは 
じつはそれで正体がばれてしまうかと思っていたためです。 
しかし国士無双さんはじめ皆様にとっくにばれているようなのでちょっと書かせていた
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だきます。 
 
今のところ就労移行支援コースはパソコン教室を主にやっています。 
週に一回のペースで行われ、最初の２回は基本的なことを管理人さんから習い 
１０月末からは今は退職されているセカンドの某職員さんとご結婚なさっている福祉関
係の方が講師としてやってくださっています。 
ブルーアイズが知らなかったパソコンの知識などを教えていただいて目からうろこ状
態です。 
来年の３月までに一通り操作ができることを目指し、その後はパソコン検定なども考え
ているそうです。 
まだ就労移行支援コースは始まったばかりなので 
これからマナー講座やＳＳＴ、職業適性検査などが行われるらしいです。 
ブルーアイズは来年の３月にパソコン教室で一通りのことが終わるようでしたら 
そのときくらいに職安にいってみようか、仕事を探してみようかと思っています。 
しかし国士無双さんはブルーアイズの人柄を買いかぶっていらっしゃるようで 
ブルーアイズは他人への配慮どころか自分さえ良ければいいと思っているような自己
中心の人間です。 
国士無双さんこそ他人への配慮がある人柄のいい方だと思うのですが。 
 
Ｐ･Ｓ 就労移行コースは三丁目で行われているのでちょくちょく三丁目にお邪魔してい
ます。 
ファーストで３年お世話になり旅行やバザーの実行委員、係活動などで何度もお世話
になった前の三丁目の所長さんがいないのがちょっと寂しいです。 
お元気でいらっしゃるといいのですがどうしていらっしゃるんですかね･･･ 
 
 

[71] ブルーアイズさん、就労支援移行コースの調子は如何ですか？  2007年11月
10日 16時21分

国士無双 さん  e-mail 

こんにちは、またまた国士無双です。 
 
 先程はダンダンさんに偉そうにアドバイスしてしまいましたが、国士無双もそんなに
順調ではないのでお互い様です。励ましあいながら何とか頑張りましょう！！ 
 ところで、ブルーアイズさん就労支援移行コースの調子は如何ですか？ 
 ホームページで拝見すると、結構いい勉強をされているような気がしますが、ブルー
アイズさんにとってはきついですか？ 
 ブルーアイズさんが清掃のお仕事を失業されてからもう半年以上経っていると思い
ますが、就労に対する意欲はどんな感じでしょうか？ 
 国士無双の就労経験からすると職場で重宝されるのは仕事が出来ることは勿論で
すが、人間性もかなり重視されます。特に共同作業のような仕事の場合、仕事の遅い
方の手助けを出来ないような人はいくら仕事が出来ても評価されません。これは、か
なり高度な事ですが、逆に非常に重要な事です。一見当たり前のことですが、自分の
事で精一杯だとそのようなことも忘れてしまう物です。民間企業が競争原理に基づい
て動いているといってもやはり人間の集団です。自分本位の方は結局は辞めていくこ
とになります。国士無双も最近ようやく心に余裕が出来てきて、全体を見ながら遅れて
いる仕事の手伝いが出来るようになりました。 
 前置きが長くなってしまいましたが、人間性も重要なのです。ブルーアイズさんはお
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パスワード  削除番号    

人柄は天下一品のような気がしますので、最初のきつい時期を乗り切れば、職場でも
評価されるような気がします。某銀杏から数少ない就労支援移行コースへのご参加で
最近は調子は如何ですか？就労移行コースに関するご投稿が余り無いので是非お
伺いしたいところです。お暇な時に是非お話お聞かせ下さい。 
 
P.S先日、夢に某銀杏の職員さんがこの掲示板に実名で書き込みされている夢を見ま
し   た。この掲示板メンバーさんにとっては勿論のこと銀杏から就労していった人間
にと って非常に重要なんだと思います。試用期間を過ぎても継続されていればいい
と国士 無双は思います。

[70] ダンダンさん、最初は余りクヨクヨせずに!(^^)!  2007年11月10日 12時17分

国士無双 さん  e-mail 

こんにちは、国士無双です。 
 
 ダンダンさん、お仕事のことでお悩みのようですね。精神障害者というのは最初、仕
事を覚えるまでは、時間がかかるものだと思います。余り仕事の出来ない国士無双が
アドバイスするのも僭越ですが、入社したてはミスはつきものだと思うので心に余裕を
持って（といってもこれが難しいのですが・・・）お仕事に臨む姿勢でいけばいいのでは
ないかと思います。同期の方がかなりハイペースだと言うことですが、比較するのは
自分の首を締めるだけだと思います。とにかく、マイペースで仕事に臨むことが大切な
のではないでしょうか？もし、仕事でミスして、上司に注意されたなら問題ですが、ダン
ダンさんの書き込みからはそのようなことは読み取れません。同期入社の方と比較し
て落ち込むのは損だと思うのですが如何でしょうか？ 
 同じ統合失調症と言っても、程度の差はかなりあります。国士無双は精神障害２級
で、症状は中間程度だと思います。最初、仕事を始めたときは全く出来ませんでした。
それこそ、毎日のように怒られてました。しかし、２ヶ月、３ヶ月と続けているうちにだん
だん、仕事慣れてきて今では余りミスも無くある程度のスピードで出来るようになりま
した。ダンダンさんも仕事に前向きだからこそ掲示板にアドバイスを求める書き込み出
来るんだと思うので、その調子で何が問題か探っていけば、どんどん伸びると思いま
す。会社はとにかく、出勤日はきちんと出勤して、長く続けられることを望んでいるは
ずです。ダンダンさんのことも長い目で見てくださっていることと思います。まだ、就労
して１ヶ月くらいだと思いますが、焦らず、ブルーアイズさんのおっしゃるように、毎日、
こつこつ努力していけば必ず道は拓けるものと国士無双は僭越ながら思います。 
 ダンダンさんには国士無双が今の会社に就労して最初の頃、励まされた経験がある
ので、国士無双も励まさせて頂きます。どうか、ダンダンさん、余りクヨクヨせず、元気
出して下さい！！

 まえのぺーじ 
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