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[1178] ”国士無双さん 良かったですね”  2008年12月16日 18時7分

三八（さんぱち） さん  e-mail 

 今晩は。三八です。 
 国士無双さん。取り合えず、再発の可能性が殆ど無いという事で、これからもお仕事
を頑張って下さい！！ 良かったですね。しかし、無理は禁物です。これは失礼かもし
れませんが、主治医の度々のご発言は少し問題が有りますね。それとお礼は無用で
す。ギブ＆テイクですから・・・。しかし、もうお気を使われ無くても大丈夫です。 
 では失礼致します。 
  

[1177] どうやら、再発の可能性は低いようです(^^♪  2008年12月16日 14時18分

国士無双 さん  e-mail 

こんにちは、国士無双です。 
 
今日は、某銀杏のＭ職員さんにお電話し、先日の主治医の先生の発言の経緯といき
さつについてお聞きしました。 
Ｍ職員さんが、主治医の先生と連絡取って下さり、国士無双がドクターストップなのか
と心配している様子を伝えて頂き、主治医の先生の見解を伺って下さったようです。 
Ｍ職員さんによると、主治医の先生の発言は、国士無双が診察の際、職場の状況の
厳しさを度々訴えていたので、心配し、退職の道も提案されたそうで、再発の可能性
は大げさな表現で、主治医の先生は国士無双がそこまで、深刻に受け取るとは思わ
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なかったようです。どうやら、再発の可能性はそんなにないようです。 
掲示板で心配してくださった、ブルーアイズさん、レオンさん、三八さん、ご心配おかけ
して申し訳ありませんでした。 
私事で恐縮ですが、書き込みします。 
 
ところで、どなたか、就労移行支援コースの方が、三八さんにアドバイスしてくだされば
良いと思いますが、如何でしょうか？ 

[1176] ”国士無双さん 又感謝”  2008年12月15日 22時13分

三八（さんぱち） さん  e-mail 

 又々、三八です。 
 国士無双さん。又、教えて頂き、感謝しております。 
 実は２回目の障害者就職面接会で、某会社の面接官から「これ位ワードで履歴書を
作れるのならこれ以上のスキルは不要です 次は社長と面接をして頂いて人柄を見
ます」と言われましたが、結局一時面接で落とされました。形態だけ作って直筆にしま
す。職務経歴書や添え状の質問にもお答え頂き、有難う御座いました。勿論、リナック
ス・ライナックスは有っても操作はしません（出来ませんが正確です）。 
 次に、私は銀杏を辞めたのでこちらから三丁目には行けません。後は仰せの通り、
出来れば就労支援コースの方々の御投稿をお待ちしています（勿論 嫌でしたら結構
です）。 
 では失礼します。 

[1175] 就労移行支援コースの方のご意見が貴重だと思います。  2008年12月15
日 21時31分

国士無双 さん  e-mail 

今晩は、国士無双です。 
 
三八さんのお役に立てたようで、何よりです。 
履歴書をパソコンで打つか、直筆で書くかは、銀杏の就労移行支援コースの方々が
勉強されていると思います。 
国士無双も、三八さんに、直筆かパソコンで打つかは、正しいアドバイスは出来ないと
思います。 
多分、履歴書は直筆が良いと思います。 
ただ、合同面接会の時に、「この履歴書をどのくらいの時間で作れたましたか？」 
と質問された企業もありました。 
ワードで作った履歴書に直筆でご自分の履歴を書き込みむのが良いような気がしま
すが？ 
一番良いのは就労移行支援コースの方々にお聞きするのが一番だと思います。 
管理人さんや、ブルーアイズさん、レオンさんに伺うのが良いと思います。 
 
又、職務経歴書、添え状などは、国士無双の場合、全部、ワードで作成しました。 
ワードをある程度使えるというアピールにもなりますし、文書作成能力の基準にもなる
と思います。 
 
ただ、これも国士無双の個人的意見で、就労の準備をされている、就労移行支援コー
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スの方々に伺うのが良いと思います。 
 
「open office org」は国士無双もダウンロードしました、オフィスでいう、パワーポイント
やアクセスの機能もあり、便利な統合ソフトだと思います。 
 
リナックスに関して、国士無双も使ったことが無いので、どんなＯＳか分かりませんが、
ライセンス料は無料だと思います。 
 
会社の方に伺ったところ、かなり、スキルが高くないと使いこなせないような、ＯＳだそ
うで、会社でも導入したくても導入できないのが現実です。 
 
ただ、ハードディスのパーティションを分けるなどしてインストールしないとＯＳがダブっ
てしまい機能しないと思います。 
 
リナックスは健常者の方でもかなりスキルが無いと使いこなせないようなので、無理し
て勉強することはないと思います。 
 
ブルーアイズさんやレオンさんが三八さんの書き込みに反応して下されば良いような
気がすが・・・・ 
 
就労移行支援コースの方のご意見が三八さんにとって貴重なアドバイスになると思い
ます。 
 
お役に立てませんが、国士無双の分かる範囲で書き込みます。 
 
 
 

[1174] ”国士無双さん 誠に有難う御座いました！！”  2008年12月15日 16時32分

三八（さんぱち） さん  e-mail 

 今日は。三八です。 
 国士無双さん。私のパソコンのスキルは高く有りません。出来ない事の方が多いの
です。 
 さて、本題に入ります。国士無双さん。色々な事を教えて頂き、誠に有難う御座いま
した！！ 
 私の履歴書作成はパソコン入力です。貴重なご意見、判りました。これもワードで作
成したのですが、やはり職務経歴書や添え状も直筆が良いのでしょうか？ 
 私も働きたいと思っています。 
 次に「東京コロニー」ですが、存じませんでした。そして調べました。なるべく簡略に
申し上げます。要するに社会福祉法人で障害者の社会への完全参加と平等や権利
保障を社是としています。本部が中野区に在り、１８箇所の事業所、１４の事業内容に
なっています。国士無双さんが仰る様にＳＯＨＯや福祉工場事業本部も有りました。他
に、法人本部、福祉事業本部、ＩＴ事業本部そして社会就労事業本部が有ります。多
彩です。 
 次に、「Open Office.org.」ですが、仰る通り、フリーウェアです。私はアクセスやパワ
ーポイントが出来ませんので、必要になったらソフトをダウンロードしてみたいと思って
います。そしてリナックス・ライナックスですが、１９９１年にフィンランドのリーナス・トー
バルズ氏が開発したＵＮＩＸ互換のＯＳだと習いましたが、これも只ですか？ 
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 最後に、国士無双さんのご健康とお仕事内容の改善を祈念致します。 
  
  
 
 

[1173] 「東京コロニー」、「リナックス」、「open office」  2008年12月14日 21時26分

国士無双 さん  e-mail 

今晩は、国士無双です。 
 
三八さん、就職活動されていらっしゃったのですね。 
立て続けに不採用だったのは想像以上に苦しい思いをされたものと存じます。 
三年半前にメールで添付した履歴書はワードで作った履歴書なので、使い回しがきく
と思いますが、以前、ブルーアイズさんに、お送りしたジョブガイダンスの資料の中で、
履歴書はパソコンで打つのではなく、直筆で書いた方が良いということが書かれてい
ました。 
三八さんは、履歴書はパソコンで打ってしまったのでしょうか？ 
もしそうなら、直筆の方が良いと思います。 
 
実は、国士無双も障害者合同面接会で採用された会社は今、勤めている会社だけ
で、１０社受けて受かったのは１社だけでした。 
 
とにかく働きたくて、今の会社に就職しました。 
ついつい、仕事の愚痴ばかり書き込んでいますが、仕事中は、きついですが、充実し
ているものです。 
ただ、健康を壊してまで、働くというのは考え物です。 
その辺は慎重に考えます。 
 
といころで、三八さん、「東京コロニー」という施設をご存知でしょうか？ 
私も、ネットで見つけただけなので、詳しいことは分かりませんが、福祉工場のような
ものらしいです。 
ホームページのＵＲＬは 
http://www.tocolo.or.jp/ 
です。 
 
パソコンのスキルが非常に高い三八さんのような方に向いた職種が沢山出てました。 
ＳＯＨＯ（パソコンで行う在宅仕事）の仕事もあるようです。 
 
詳しいこと書き込めず申し訳ありませんが、一度、「東京コロニー」のホームページ拝
見されてみては如何でしょうか？ 
 
あと、参考までに書き込みますと、今、国士無双の会社で必要とされされているパソコ
ンのスキルは、ウィンドウズのライセンス料が高いので、無料のＯＳ、リナックスが使え
ることと、これもライセンス料が高いので、オフィスに代わり、「Open office」という無料
でダウンロードが出来る、統合ソフトがあり、それを使いこなせることです。 
 
実際、自治体などでは、オフィスの代わりに「Open office」を導入している自治体もあ
ります。 
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どこも経費削減で、節約節約で、「リナックス」や「open office」の需要が高まっている
ようです。 
 
今日は仕事帰りで少し疲れているのでこの辺で・・・ 
ゴメンナサイ・・・ 
 
 
 
 

[1172] ”大したお役にも立ちませんが”  2008年12月14日 13時0分

三八（さんぱち） さん  e-mail 

 今日は。三八です。 
 国士無双さん。昨日はご返答を頂き有難う御座いました。僭越ながら続きを申し上
げますが、やはり再発して病状が悪化したら大変な事になると思います。国士無双さ
んの職場への悪口は禁句ですので、皆様、大変ですとしか申し上げられません。 
 長らく躊躇していたのですが、実は私は今年の夏から就職活動を始めました。結果
は１５社立続けで落ちました。求人票や障害者就職面接会３回や縁故採用（１回だけ
でこれはやむを得ぬ理由）です。国士無双さん。３年半前は履歴書のお手本を送信し
て下さり、誠に有難う御座いました。私の場合は職歴が少なかったので、学歴・職歴の
部分は最初の１ページで済みました。他に、既存の履歴書も見て色々とアレンジしま
した。話を戻しますが、新卒でも採用が難しく、リストラも進む現在ですのでこの結果も
受け止めます。しかし、「ハローワーク飯田橋」の私の担当の職員さんは、私の居住区
の就労支援センターや東京障害職業センター（池袋にあった時は適正検査を実施 
現在は上野と多摩）や委託訓練やＮＰＯ法人そして東京仕事センターを勧めてください
ました。勿論、真剣に考えていますが、今の時期では大変ですので来年の１月から再
開したいと思っています。この様な時に「ガガガ」の曲は薬になります。本当に有難う
御座います！ 
 さて、これからは朗報です。障害者手帳と精神通院医療を同時に申請すると診断書
が１通で済みます。私も国士無双さんも障害者年金や特別障害給付金の対象外です
のでお知らせしました。私事で恐縮ですが、最寄の保健相談所の方が私の等級を「国
保低Ⅰ」にして頂き、上限が２，５００円ですが、診察料や薬代も只になります。確かに
大変感謝していますが、私の病院が東京都ではないので請求書に記入して国保の方
へ郵送しなくてはなりません。昨日、郵送しましたが我儘を申し上げて誠に申し訳有り
ません。 
 最後に、国士無双さんを初め皆様、ご自愛の程お過ごし下さい！！ 
 

[1171] 三八さんも、ありがとうございます。  2008年12月13日 21時14分

国士無双 さん  e-mail 

度々、国士無双です。 
 
三八さん、アドバイスありがとうございます。 
三八さんのアドバイスも大変適切で、参考になります。 
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どうもありがとうざいます。 
今日の、夕飯の際、両親ともう一度相談しました。 
「国士無双は仕事で精一杯で、他の事は何も出来ず、疲れ切っている」 
「仕事を辞めて作業所に復帰しても全然構わない」 
との意見で、会社に縛られる生活に対して、同情しているようでした。 
「病気が再発したら、国士無双の両親も高齢なので、面倒はみなれない」 
「作業所の職員さんが、再発の恐怖についてきちんと説明してくれたなら、国士無双も
自分の健康状態を考えた上で、判断するべき」 
などといった意見でした。 
 
自分の判断能力をきちんと持って、職場の労働条件の改善案を上司に提案するべき
ですが、三八さんがご察しのように、職場の人間関係もあり、なかなか、切り出しづら
いのが現状です。 
 
良く考えて、職場訪問の際、どのような改善案を提案するか考えておきます。 
三八さんも、お忙しい中、国士無双にアドバイス下さり、心からお礼します。 
三八さんに教えてもらった、「ガガガＳＰ］で現状は何とか凌いでます。 
 
三八さんも「高尿酸血症」と診断されたそうですが、自然治癒されたようで何よりです。
年齢を取ると、成人病のようなものに罹患しやすいようです。 
体にガタがくる年齢なのかもしれませんが、精神薬の服用も不可欠とはいえ、副作用
など体には余り良くないようです。 
 
罹ってしまった病気は後悔しても仕方ありませんが、もう少し、健常者の方の、精神障
がい者に対する認識を広めて欲しいものです。 
 
実は、国士無双の職場ではうつ病で、一人社員の方が退職されました。 
センターを統括する部長さんも不眠症で、睡眠薬を服薬しています。 
 
一体全体、この国は、どのような舵を取れば、いい方向に向くのでしょうか？ 
国士無双の職場だけが異常なのでしょうか？ 
疑問は尽きません・・・・ 
 
 

[1170] ”色々な事”  2008年12月13日 20時30分

三八（さんぱち） さん  e-mail 

 御久し振りです。三八です。 
 先ずは国士無双さん。ブルーアイズさんの仰る様に他人の人生に口出しをする事は
出来ませんが、大変なご状態なので申し上げます。国士無双さんは会社では頼りにさ
れていますのでその穴埋めも大変ですし、人間関係も有ってなかなか辞めにくいと思
います。しかし、主治医やご家族の方々のご警告も非常に大切です。ですから銀杏の
Ｍ職員さんのご対応で改善されなかったら、取りあえずお辞めになって（Ｍ職員さんと
同意見）、少し休養されたら如何ですか？確かに再就職は今のご時世では大変です
が、休養後に就職活動を開始してみてはと思います。無責任な発言で誠に申し訳有り
ませんでした。(^^ゞ 
 次に国士無双さんとブルーアイズさんもご病気で悩まれていらっしゃいますが、今年
の１月の健康診断で私は高尿酸血症に罹患している事が判りました。少し食事療法を
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しています。決して過信はしていませんが、嘗て同じ病気で町医者から痛風の危険性
はまず無いと診断され初診料も取られず、自然治癒したので様子を見ています。お二
方共、ご自愛して下さい！！  
 そしてブルーアイズさん。カレンダー作りの件、お気の毒様です。ソフトバレーボール
の練習を頑張って下さい！！他に今月の２２日の夕食会には私は参加する予定で
す。勿論、私も調理をしますが、下手です。出来るのは目玉焼きや焼飯やインスタント
ラーメン位です。話は変わりますが、優秀さを活かして頑張って下さい！！ これは失
礼かもしれませんが、私は大学の附属高校生でしたので一般入試よりは楽でした。お
気になさるなら済みません。_(._.)_ 
 レオンさんもソフトバレーボールの練習に頑張って下さい！！多才な能力を活かして
頑張って下さい！！  
 最後に、皆様のご多幸と益々のご活躍をお祈り致します。 
 

[1169] ブルーアイズさん、アドバイスありがとうございます。  2008年12月13日 19時
15分

国士無双 さん  e-mail 

今晩は、国士無双です。 
 
ブルーアイズさんも、健康診断で、内科の受診を勧められたようで、憂鬱だと思いま
す。 
生活習慣病とはいえ、今の日本で、多分、中性脂肪や、悪玉コレステロールが高い方
は沢山いると思います。 
国士無双も、先ずは食生活からと、昨日は納豆をおかずにして、脂肪の高い食べ物
はなるべく避けるようにしてます。 
 
さて、本題に入りますが、国士無双の職場の労働条件の改善ですが、ブルーアイズさ
ん、お忙しい中、アドバイス下さり、ありがとうございます。 
 
主治医の意見が、国士無双への警告だと思って、無理せず、仕事こなしていきたいと
思っているのですが、以前にも書き込みましたが、職場の空気に飲み込まれて、つい
つい、必要以上に頑張ってしまいます。 
 
仕事の日は、会社の価値観で、一生懸命働いて、公休日は国士無双の価値観で、ゆ
っくり休養しているといった状態がこのところかなり長い間、続いてます。 
 
再発の恐怖については先日、管理人さんに詳しくお聞きしましたので、再発したらもと
もこうもなくなってしまうというのが分かりました。 
 
ただ、自覚症状が無く、再発の前兆がどのようなものなのかも分からず、自分でも、再
発の可能性については、戸惑いを隠せないというのが本当のところです。 
 
ブルーアイズさんの貴重なアドバイス参考に、就労支援センターの方やＭ職員さんが
職場訪問してくださるときに、上司に一体何が問題で、解決策は何なのか考えておき
たいと思います。 
 
この掲示板で、ブルーアイズさんには大変お世話になり、感謝してもしきれません。 
就労している人が偉いというな銀杏の価値観は問題です。ブルーアイズさんのような
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パスワード  削除番号    

方がいらっしゃるから、国士無双も仕事何とか続いているのですし、「生意気」などとい
うことは全くありません。生意気なのは国士無双の方です。ブルーアイズさん、貴重な
アドバイス本当にありがとうございます<(_ _)> 
 
銀杏関係者の貴重な掲示板を最近独り占めにして、職場の状況や弱音、愚痴など書
き込んでしまって申し訳ないと内心心苦しいですが、「ＳＯＳ」のサインと受け取って、
お許し下さい<(_ _)> 
 
とりあえず、明日も仕事ですが、何とか乗り切ります。 
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