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明けましておめでとうございます
いつもありがとうございます。皆さま、令和初めてのお正月はいかがお過ごしでしたか？今年はとても穏や
かなお天気のお正月だったように思います。
例年より年末年始のお休みが長く、何だかクリスマスが過ぎた頃から『お正月のような気がしない。
』と思っ
ているうちに、年も明けえべっさんも終わり１月ももう中旬に差し掛かります。
毎年、この時期になると『１月は行く。２月は逃げる。３月は去る。
』と口癖のように言っていますが、十二
支最初の干支で始まる子年もこのペースで行くとあっという間に今年度が過ぎていくような気がします。
わたし八木は、今年も正月三が日は大阪で過ごし、家族と一緒に近所の八坂神社に初詣に出かけました。お
年玉をあげる年齢の子どももおらず、そう思うと『子どもたちが大きくなったこと。自分自身もその分年を重
ねていること。
』を実感しながら穏やかなお正月をおくりました。
仕事始めの１月６日の朝一番には、各事業所のスタッフと共に、恒例の原田神社での初詣に行ってまいりま
した。破魔矢は売り切れていて、今年は少し変わった形のものを購入しました。今年初めて引いたおみくじは
「小吉」でしたので、今年は周りの状況をみなながら『成すべきこと』に目標を定めてじっくりと取り組んで
いきたいと思っています。 皆さまにとりましても、またわたしたちハニー・ビーにとりましても、令和 2 年
の今年一年が良い年になりますように・・・。 今月もよろしくお願いいたします。

１2 月の活動(１月に終了しているものも含みます。)
①
②
③
④
⑤

マイ児童デイサービスそね・はっとりでの活動 １２月ダイジェスト
料理教室 お楽しみ会が開催されました（12/２１）
学習支援 頑張っています（1２月）
絵画教室は さらに進化しています（1/8）

今後の予定やお知らせ
①
②
③
④

社員スキルアップ研修会「災害図上訓練」
（ＤＩＧ）を開催します（1/23）
ハニー・ビージョブＢ型 2020 年始動！利用者募集中！（1 月～）
『障がい者雇用』をテーマに職員研修を実施します（２/18 予定）
個別支援計画の振り返りと計画の面談があります（３月～）

あとがき
活動報告①

来年度に向けての課題

マイ児童デイサービスそね・はっとりでの活動

12 月ダイジェスト

1２月２５日にそね・はっとりで合同開催したクリスマス会についてお
伝えします。毎年恒例のクリスマス会ですが、今年は『福祉会館』が建て
替え工事中のため、福祉センターひまわりでの開催となりました。
「毎回、同じことをしなくてもいいのでは・・」とのアドバイスもあっ
て、今年は、例年のクリスマスケーキのトッピングに替えて、牛乳パック
を使ってのクラフト製作をメインに行いました。
（勿論、ケーキは美味し
くいただきました。
）
当日までに輪つなぎやクリスマスリースを作るのに、準備は大忙しで
した。今年もイオンディライトアカデミー株式会社からサンタさんとト
ナカイさんがプレゼントを持って来場してくださり、今年は『な、な、何
と』
、保護者の方にも素敵なプレゼントをいただきました。いつものように、今年もマジックショーを披露してくだ
さり、マイっ子達が「えっ、なんで？」と一生懸命不思議そうに見ていました。
「種は明かしません！」と言いつつ、
アクシデント的にみんなを笑いに持っていってくださり・・
（笑）
その後、そねっ子たちからのさんあいイベントのステージでも披露した「パプリカ」の歌とダンスを、みんなで楽
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しみました。はっとりのメンバーも心からの賞賛の拍手を送っていました。
毎年の恒例行事となるとつい慣れっこになり、
「やりさえすればいいや。とにかく終わればいいや。
」と思いがちで
すが、そんなクリスマス会とならないよう開催する中で大切していることは「そね・はっとり合同で力を合わせ協力
して開催すること」
。
「それぞれのマイっ子たちも何らかの形で準備の段階から参加すること。
」
を大事にしています。
最後は、トナカイと一緒にそりに乗ってやってきた？サンタさんからプレゼントを一人ひとり手渡しで貰った大興奮
の合同クリスマス会は、マイっ子たちの心の中に楽しい思い出がまた増えたことでしょう。有り難うございました。
【お問い合わせ マイ児童デイサービス 電話：06-6152-8991 FAX：06-6152-8992
マイ児童デイサービスはっとり 電話：06-6868-9371 FAX：06-6868-9372】

活動報告②

料理教室 お楽しみ会が開催されました（１２/21）

今年も 1１月開催の第６回料理教室で、令和元年度の予定は終了していまし
たが、
『いい出逢いを大切に今後に繋げよう.！』と、料理ボランティアさんから
の提案で「お楽しみ会」を開催しました。１１月の料理教室終了時に「カレー
鍋がいい！！」とことある毎に言っていた参加者さんの意見も取り入れ、
（他の
意見も参考に）みんなでワイワイガヤガヤ賑やかに「お買い物」をして、その
後みんなで野菜を切ってお鍋の準備をしました。日頃はお買い物に行くチャン
スもなかなか無い子どもたちも終始笑顔でした。
出来たお鍋は、ちゃんこ、カレー味、味噌魚介の３種類。いつものように自
分達だけでなく他の人たちの分も作っています。いっぱい作ったお鍋も「美味
しい！！」と全てのお鍋が大好評でした。自分のおうちでは味わえないお味のお鍋に人気が集まっていました。参加
者みんな、大満足で「ご馳走さまでした。
」その後は、みんなでお片づけして、
「お疲れ様。
」
来年度令和２年も美味しく楽しい企画で「料理教室」が開催出来るよう準備を進めてまいります。
またこの紙面やハニー・ビーのＨＰ等でもご案内をさせていただきますので、どうぞ奮ってご参加ください。
【お問い合わせ ハニー・ビー 事務局 電話：06-6152-7389 FAX：06-6152-7348】

活動報告③

学習支援 頑張っています（1２月）

昨年の夏休みのお試しから始まっている「学習支援」
。１２月も頑張って先生
と一緒に学習しています。こちらは、水曜日の放課後に本町のお部屋で活動し
ています。
「勉強がわかる」という事はとても自信になります。
「今ままでは解らないか
らつまらなかったけど、授業にも集中出来る様になった。
」と嬉しいお声をもら
っています。日頃「勉強がわからない。
」と言う事がなかなか言えない子どもた
ちですが、ここでは先生が表情を見逃さず「どこ？それはね」と子どもたちに
優しく問いかけてくださいます。
一足飛びにすべてが解決することではありませんが、子どもたちの挑戦が続いています。
【お問い合わせ ハニー・ビー 事務局 電話：06-6152-7389 FAX：06-6152-7348】

活動報告④

絵画教室は 更に進化しています（1 月の報告）

東京オリンピック・パラリンピックが開催される今年２０２０年も（関
係ないですか？）
元気に絵画教室がスタートしました。
参加者の皆さんは、
毎月３回開催されるこの絵画教室を楽しみにしているようで、
おうちでも
「明日は水曜日だから絵画教室あるよね。
」と尋ねる参加者さんたちがい
ることは嬉しい限りです。
しかけい先生もアーティストさんとの良い関係づくりが出来てきて、
アドバイスも適切。アーティストさんを見る眼差しもとっても優しい。そ
れぞれのアーティストさんの制作へのやる気も更に上がっているように
思います。
今月の絵画教室は、変則的に８日、１５日、２９日の３回となります。自己表現の一つとして、一緒にアートして
みませんか？基本毎月第１,第２,第３水曜日の 16 時から１８時頃まで、本町６丁目の金岡ビル２階で開催していま
す。それぞれのアーティストさんの『描きたい、その気持に寄り添う』ことを大切にしながら、心のままのピュアな
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気持ちをそれぞれの作品を出せるように。
【お問い合わせ ハニー・ビー 事務局 電話 06-6152-7389

お知らせ①

ＦＡＸ06-6152-7348】

社員スキルアップ研修会「災害図上訓練」
（ＤＩＧ）を開催します（1/23）

ここ数年、異常気象という事もあるかと思いますが、北摂地区でも大き
な災害が頻繁に起きています。その様な時に、
『創造力を高めて、もしも
に備えることが大切』だと思っています。実際におうちにいる時に災害に
あるとも限りません。おうちではない、事業所として、どの様に利用者さ
んを誘導できるかは大切な使命だと思っています。
災害対応に向けて今回は、
『災害図上訓練』
（ＤＩＧ）を赤尾 健治事務
局長（大阪市災害担当、阪神淡路大震災避難所主任）の経験から利用者様
の安全確保に関わる災害時の避難を想定した地図づくりで社員のスキル
アップを図ります。災害をイメージすること、どの様なところに危険をは
らんでいるか、日頃からいっている危機管理の最たるものだと思って研修に取り組んでいきます。
【お問い合わせ マイ児童デイサービス 電話：06-6152-8991 FAX：06-6152-8992
マイ児童デイサービスはっとり 電話：06-6868-9371 FAX：06-6868-9372
ハニー・ビー ジョブＢ型 電話 06-6398-9500 FAX：06-6398-9535】

お知らせ② ハニー・ビージョブＢ型 2020 年始動！利用者募集中！（1 月～）
ハニー・ビー ジョブでは、１２月末をもって就労移行支援事業所は閉所しました。１月からは就労継続支援Ｂ
型として単独事業所としての支援となります。子の年２０２０年の最初は、来
所された利用者さんと午後から稲荷神社に初詣に行って来ました。
皆さんは、元気に『明けましておめでとうございます。ｓ』とそれぞれにご
挨拶をしてくださり、とても嬉しい気持ちになりました。
今年も美味しいお米や京都岩倉の新鮮有機野菜もハニー・ビージョブのお店
を中心に、皆さまのお手元にお届けできる機会も増えるかと思います。１月下旬
には『蔵出しみかん』も登場！！大好評の美味しいりんごジュース、りんごジャ
ムもどうぞごひいきに！！地味ですが、毎年企業様からご依頼をちょうだいし
て『オリジナルノベルティグッズ』もお作りしています。
また、ハニー・ビージョブを利用したいという利用者さんを募集しています。
とてもアットホームな賑やかな雰囲気の中で、皆さん色々なお仕事にも取り組んでいます。
『どんな仕事をしている
の？』
『見学、体験してみたい。
』という方は、是非お電話下さい。随時、見学していただきながら説明をさせていた
だきます。また体験も受け付けています。 先ずは、お電話ください。将来が変わります！！お待ちしています。
【お問い合わせ ハニー・ビージョブ 電話：06-6398-9500 FAX:06-6398-9535】

お知らせ③ 『障がい者雇用』をテーマに職員研修を実施します（２/18 予定）
わたしたちハニー・ビーでは、それぞれの事業の関係で午前中の研修会
には参加が難しい事業所のスタッフもいる中、今回は午後６時３０分か
ら毎年恒例の『障がい者雇用』についての研修会を実施する予定です。
今回の講師は、ＡＮＡウィングフェローズ・ヴィ王子株式会社（全日空
空輸の特例子会社）の方をお招きして、
『障がいのある人を雇用する企業
が求めていること』をテーマにしてお話をいただきます。ＡＮＡさんには、
日頃から多くのご支援ご協力を頂戴し、毎年秋に開催される『みんなでワ
イワイさんあいイベント』にもご出店していただいています。
また、昨年はハニー・ビージョブの希望者を対象に職場見学会を開催し
ていただきました。今回の研修会の講師をお願いするに当たっては『日頃、
障がいのある方の支援をどの様な視点で行われているのか。
』
『保護者支援は？』と、双方の視点をぶつけ合い、その
相乗効果で相互理解の促進と互いの関係性が更に良くなると思います。
様々な特性のある障がい者さんたち一人ひとりに向き合い、組織の社員として求められる作業（仕事）を『どう工
夫したら出来るだろう？』と考えて日々行動されているご苦労など、わたしたちの業務にも通じるところがあると思
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います。今回の研修で得るものを自分たちのものにして、各事業所のスタッフが、今後一層利用者さんや保護者さん
に自信を持ってしっかりと対応出来るよう努力をしていけるものと期待をしています。
【お問い合わせ マイ児童デイサービス 電話：06-6152-8991 FAX：06-6152-8992
マイ児童デイサービスはっとり 電話：06-6868-9371 FAX：06-6868-9372
ハニー・ビー ジョブＢ型 電話 06-6398-9500 FAX：06-6398-9535】

お知らせ④ 個別支援計画の振り返りと計画の面談があります（３月～）
放課後等デイサービスをご利用いただいているお子さんの保護者の方に、令和
元年下期の評価と令和２年度上期の目標の確認をさせていただきます。
いつも連絡帳でまたお電話などでコミュニケーションは図っていますが、お逢
いして、この機会に感じておられること、ハニー・ビーへの要望等も合わせて直
接おうかがいできればと思っています。わたしたち児童指導員が日頃デイサービ
スで見ているお子さんの様子をお伝えしながら、ご家庭での様子をお聞かせいた
だけると幸いです。
２月には児童指導員みんなで、毎日の活動を書面から振り返り、実際の課題に
どれくらい達成できたかを評価し、その結果をご報告します。面談の日程等は、
事業所からお知らせをします。お忙しいとは存じますが、是非ともお越しください。
【お問い合わせ マイ児童デイサービス 電話：06-6152-8991 FAX：06-6152-8992
マイ児童デイサービスはっとり 電話：06-6868-9371 FAX：06-6868-9372】

あとがき

来年度に向けての課題

いつも最後までご拝読いただきありがとうございます。
明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、今年も地球温暖化のせいもあってか、１月なのにあったかい日が続いており、北
海道にも雪がない状況だと聞きます。また、昨日は関東地方に震度４の揺れが観測される
など災害を意識しての暮らしは、ここ北摂でも当たり前になってきているようです。
近年の状況を踏まえ、今年は職員の研修でも『災害図上訓練』という形で、先ずは、こ
んなことがあるかもしれない。その時にどうしたらいいか。
』を想像できる癖をつけ、本当
に起こった時に、
『どう動けばいいか』
。利用者さんと一緒に迷いなく行動できればと思っ
ています。わたし自身もこの『災害図上訓練』
（ＤＩＧ）の研修を楽しみにしています。
昨年法人設立１０周年を迎えて、
『今まで、世の中になかったものを作る』ことを意識し
ながら活動を進めておりますが、本当に障がいのある方々にとって『意味のある活動』に
繋がっているか自問自答しているところです。今年は、放課後等デイサービスの事業所を
開所してから、曽根が５月で、はっとりが１２月で、それぞれ１０年目を迎えます。
今では豊中市内では多くの放課後等デイサービスが乱立し、
『保護者のニーズ』に応えることを謳う事業所が多く見うけ
られます。その中で、子どもたちが日常の居場所である学校や家庭との関わりが薄くなっているとの指摘もあります。
ここ豊中の地で、特定非営利活動法人ハニー・ビーとして活動を始めてから１０年が経過し、ハニー・ビー全体で
今一度、｢みんなにやさしい共生社会の実現｣についても考えて行動していきたいと思います。
地域で生きるということは、障がいがある人たちだけではなく、多くの方々との繋がりを
大切にし、お互いにいい関係を持てるようでなければ広がらないと思っています。障がいの
ある人たちの「就労支援がしたい！」との思いから、様々な特例子会社を訪問させていただ
き、実際にお話や思いをうかがう中で、
『障がい者雇用とは、何ぞや』をご教示いただく機
会を頂戴することができ、今があるのだとつくづく思っています。そうした多くの方々のご
支援をいただく中で、少しずつですが小さな自信をつけてきました。
思えば、豊中市立泉丘小学校に息子が通っていた時に、先生から『支援学級に在籍するり
ゅうちゃんたちの本を作ってみない？』とのお声かけから、
『ぼくもぼくのことすき』
（毎日
新聞社）が出来ました。この本が出版された時、息子は１２歳でした。その息子も今年で２
９歳になります。そう思いますと、わたしも『しつこく、諦めず』地域の中で、またここ豊
中の地で活動をさせていただいてきたなぁと思います。
（笑）
これからもきっと何度でも神様は『試練』を与え、同時に気付きも与えてくれます。乗り越えられない『試練』は
来ない。乗り越えた時に大きな成長があるのだと思うのです。
今年も元気で事業を進めてまいります。 今年もよろしくお願いいたします。
【八木 みどり記】
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