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おれんじ村の新入社員
今年は５人の New Face が入りました
どうぞ宜しくお願いします
牛島奨紀です

伊差川央子です

♪「おれんじ村に入った理由」

初めまして。４月１日より、

おれんじ村の「共に働き共に生きる地域を目指して」という

中途採用でおれんじ村に入村しました伊差川央子です。おれ

理念に感銘を受けました。自分もおれんじ村の中で共に働い

んじ村の理事長であり、私の恩師である花田先生に、楽しい

て、理念に掲げてある目標を達成することに少しでも力にな

ぞ〜と勧められ、ブログの写真を拝見し皆さんの笑顔がとて

りたいと思い入職を希望しました。

もいいなと思いおれんじ村で働くことを志望しました。仕事

♪「おれんじ村でやりたいこと」

は楽しいこと・きついことが毎日あります。分からない事も

様々な部署を経験し、まずは多くの人に顔と名前を覚えて頂

沢山ありますが１日が終わって今日も楽しかった・頑張っ

くことを目標にしたいと思

た！と思えるのは皆さんに教え

います。その中でおれんじ村

てもらい、助けてもらいながら

の理念目標達成のために自分

何か１つでも出来たと感じる事

は何が出来るかを考え、それ

が出来るからだと思います。

を行動に移せるようになりた

これからおれんじ村ではこんな

いです。

風に働いています。こんな商品

♪「仕事で楽しいこと、きつ

を作っています。と沢山の人に

いこと」仕事の内容や人との

PR 出来る様もっと皆さんと仲

コミュニケーションなど、今

良くなっておれんじ村の事を知

は全てのことが楽しく働ける

りたいなと思っています。これ

喜びでいっぱいです。

からどうぞ宜しくお願い致しま

♪「これから先やってみたい
こと」将来の目標に向けて、

新入社員によるケーキ入刀です

村上巧美です

様々な色々なことに挑戦させ て頂き日々学びながら働きたいで
す。どうかご指導ご鞭撻賜りますよう、よろしくお願いします。

す。

熊本県立大津支援学校高等部 3 年卒業しました。
村上巧美です。
♪得意なこと好きなことは、販売とか、掃除が得意です。

森祐大です

野球とフットベースが大好きです。通勤を毎日、自転車で

出身学校

頑張ります。見かけたら声をかけて下さい。熊本ダイヤモ

松橋西支援学校高等部 上益城分教室

ンドリーグ戦のライナーズチームです。ポジションは、DH

♪４月から働いています。これからも頑張ります。

バッターと内野手セカンドです。

♪目標は、声を大きくするようにしたり、行動をテキパキす

♪これから頑張る事、友だちと仲良く仕事を頑張ります。

るようにする。

仕事して、お金を稼いで、買い物とバッティングセンター

♪趣味は、ゲーム・散歩・点つなぎです。ゲームは休みの日

とカラオケボックスに行きたいです。お父さんとお母さん

にゲームセンターに行って楽しんだり、家では、ＰＳＰで遊ん

とおじいちゃんとおばあちゃんと友だちに給料を貰って、

だり、ゲーム機で遊んだりするのが好きです。

お土産を買ってあげたいです。
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でも、今は書いていません。少し家庭の生活が忙しくなって
います。いつの日かみなさんが喜ぶ詩を書きます。楽しみに
していて下さい。あと、アンパンマンは暴力とかみんなが嫌

白石一貴です
僕の名前は白石一貴です。熊本支援学校を卒業しました。誕
生日は 6 月 12 日です。今日からいろいろとお世話になります。
どうぞ宜しくお願いします。世界中の子供たちをたくさん喜
ばせたりみんなが笑顔になれるように頑張ります。オレンジ
カフェでテキパキこうどうできるように頑張ります。何か困っ
たことがあったらいつでも助けにいきます。ウォークマンで
はいろんな音楽を聴きます。あと僕が一番得意なことは詩を
書くことです。例えばアリが一生懸命働いているときは毎日
休まずに食べ物をいっぱい運んで秋の後半までに終らせるこ
とです。もしも虫たちが疲れている時はみんなでお互いに助
けます。アンパンマンも同じです。困っている人やお腹をす
かせている人を助けます。アンパンマンも人間と同じように
毎日働いています。僕はやなせたかしさんがとても大好きで
す。だからぼくは 2008 年から詩をいっぱい書いています。

がらせることとか人の悪口とかは嫌いです。それはばいきん
まんをいじめているわけではありません。それは学校の先生
のようにこれをしてはいけませんってゆうことです。だから
ばいきんまんはお友達がいないので悲しい戦いになっていま
す。だからアンパンマンはばいきんまんにいろいろと教えて
います。みなさんが仲良く戦争がない世界にしています。ア
ンパンマンは心が優しくて愛と勇気のヒーローです。みなさ
んが安全にできるように毎日事件が起こらないようにしてい
ます。現在のニュースでは、車の事故や人を殺すことがいま
だに多いです。でも安心してください、今は世界中で大人気
の東京ディズニーランドがあります。ミッキーマウスやドナ
ルドダックがいますのでぜひ来てください。ぼくが好きなこ
とは仮面ライダーとアンパンマンと山口達也さんです。どう
ぞ宜しくお願いします。

誕生日おめでとう
ございます

今年も雨だった…
〜毎年恒例のお花見〜
カンパ〜イ

!!

乙女４人組

前 田 佳 与

ピース

今回初めて花見に参加しました。あいにくの雨で場所を変え駐車場
で行いました。みんなと沢山しゃべって、沢山食べて、とにかく楽しい
花見となりました！強風で皿が飛んだり、新人メンバーでケーキ入刀
をしたりと、色々なサプライズ？がありました！笑
これから、よりみなさんと仲良く、そして楽しく仕事をしていきたい
と思っています！色々とご迷惑をおかけしますが、どうぞ宜しくお願
いします！

愛はおれんじ村を救う
〜 24 時間テレビ様より福祉車両の寄贈〜
２月１８日（木）２４時間テレビの福祉車両贈呈式がＫＫＴであり、
倉田さん・松村さん・山形さんの３人で行きました。毎回申請し、やっ
と念願の福祉車両が当たりました。当日は他の施設からも来ていて、
皆さん喜んでおられました。

皆さん見かけたら
是非声をかけて下
さいね‼
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▲まいぺーすのスタッフの皆さん

お礼とお願い
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16：30
おすすめは？
「オムライス」
でーす

３月 日、ホワイトデーのギフ
トに沢山のご注文を頂きました。
本当に有難うございました。
これからも、安心・安全な美味
しいお菓子を皆様に食べて頂け
るよう頑張りますので、宜しくお
願い申し上げます。
熊本地震後、５月９日より全国
の方々よりご支援頂き、お菓子作
りを再開することが出来ました。

製造部

編 集 後 記

１４

４月 日、熊本地震があり、大
変な被害を受けました。
労働セン
ターのみんなは全員無事で、ひと
安心しています。
全国各地から支
援物資を受け有難うございまし
た。
復興に向け全員で頑張ってい
きたいと思います。
今年度は、カフェ
「まいぺーす」
が男女共同参画センターはあも
にい内にオープンし、皆様の御来
店を心よりお待ちしています。
新
しい新入社員も入社し、みんなで
力を合わせて行きたいと思って
おります。 周年式典も盛大に行
われ無事終わることが出来まし
た。
今年も去年に引き続き花見は
誰か雨男がいるのか
雨でした …
なぁ（泣）きっと 部の「 君」か
なぁ（笑）来年の花見はきっと「晴
れ」と思っております（笑） 地域
の皆様に支えられて、今年一年お
れんじ村を宜しくお願い申し上
げます。
部

３０

ＭＡＰ
サラダ・スープ付
￥700

ドリンクセット
￥500
オムライス
￥500
キーマカレー
￥500
親子丼
￥500
コーヒー (HOT・ICE) ￥250
紅 茶 (HOT)
￥250
ジュース ( りんご・おれんじ ) ￥250

１４

ココです
メニュー

お客さんが多い時間
は 12 時〜 13 時、
15 時ごろかなぁ
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熊本地震後も元気に
オープンしています♪
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営業時間のご案内

11：00 〜17：00
オーダーストップ

熊本市男女共生参画センターはあもにいの喫茶室
使用者の抽選に見事当選し、４月１日(金) にカフェ
「まいぺーす」がOPEN しました。
皆様の御来店スタッフ一同お待ち申しております。

