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新型コロナウイルスの影響は甚大です。
いつもありがとうございます。日々、新型コロナウイルスの感染者が国内各地で増えており、大阪でも今後
社会経済全般に大きな影響が及ぶのではないかと報道されています。そんな中、突然 3 月 2 日からの臨時休
校で、早い春休みとなりました。学習はすべての単元が終了しないまま 3 学期が終了し、多くの学校では卒業
式も在校生に見送られることなく、縮小して行われているようです。
3 月中旬と言えば、4 月からの進路も決まり木々も芽吹く頃で気持ちも晴れやかな時期なのですが、今年は
ちょっと趣が違います。ただ、今の時点は風邪やインフルエンザが多い時期であることも踏まえて、一人ひと
りが入念な手洗いやせきエチケット等の感染対策に一層心がけ、みんなでこの現状を乗り切りましょう。
わたしたちにとっても、これまでに経験したことのない状況ですが、マイっ子だけでなくすべての利用者さ
んに悪い影響が出ないよう出来る限りのことを考えていきます。どうぞ、皆さまもお気を付けください。今年
ほど「手洗いとうがい」の感染症予防と併せて免疫力をつけることを何度も言うことはなかったかと思います。
「栄養バランスのとれた食事」や「眠ること」
「身体を温める」ことも大事です。首元を温めると全身が温かく
なりますよ。どうぞ 1 日も早く新型コロナウイルスが終息しますようにと願っています。今月もよろしくお願
いいたします。

２月の活動(３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２月ダイジェスト
職員スキルアップ研修会『障がい者雇用』をテーマに職員研修会を実施（２/２０）
マイ児童デイサービス（そね・はっとり）個別支援計画の面談、有り難うございました（３/２～）
今月もハニー・ビー ジョブ パンをつくりしました（３/６）
第７期就労プログラム終了しました（3/14）

今後の予定やお知らせ
①
②
③
④

職員スキルアップ研修会『普通救命講習会』は延期となりました（３/19）
第８期就労プログラムが４月から始まります（4/11）
今年もふれあい緑地フェスティバルに出店予定です（5/3）
毎年恒例！辻 由起子先生講演会、決まりました。ご予定ください（5/19）

あとがき
活動報告①

相談支援から学ぶこと

マイ児童デイサービスそね・はっとりでの活動

２月ダイジェスト

曽根事業所では、
「あそび」を通じての学びを軸に活動をしています。
「あ
そび」と言っても幅が広く、身体を使ってのあそび、手先を使ったあそび、
頭を使ったあそびなどでさまざまなことに挑戦してもらいたいと、２月は祝
日や金曜日に、大好きな「散策」に出かけました。中には、歩くのが苦手な
そねっ子もいるのですが、
『〇〇ちゃん、一緒に行こう！！』とお友達に誘わ
れて、最初はいやいや参加しているのですが、それでも友達とお歌を歌った
り、一緒に遊具であそぶ中で、表情もみるみる明るくなっていきます。
１月のお正月あそび
もそうですが、ただた
だ遊んでいるように見える中でも、
「目的」を持って療育して
いきます。あそびに興じることで、コミュニケーションが生ま
れものだと確信しています。次は、どんな遊びで盛り上がろう
かと考えています。
はっとりでは、２月の節分の時期に鬼のお面を作りました。
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はっとりでは、この様な形で「個性豊かなお面の壁面制作」をしました。心なしかそれぞれの鬼のお顔が「優しい」
のは、メンバーみんなの中で、
「鬼のイメージ」が優しいものなのでしょうか？？
はっとりのある日の活動は、お部屋の中で、軽い運動、サーキットトレーニング
をしています。
「どちらかというと、運動は苦手」というはっとりメンバー。先ず
は、指導員が説明しながら「お手本」を見せて、その後各自が大きなバランスボー
ルを弾ませながら、平均台を落ちないようにバランスを取りながら渡ります。
自由に好き勝手にやるのではなく、①話を聞く ②順番を待つ ③お手本通り
（真似る）を意識して取り組むことに心がけています。ただ、やるのではなく、意
識することが大切だと思っています。
「初めてのことに挑戦することや、今までやったことのないことだけど、やってみたら楽しかった。
」とうれしい
反応もありました。出来ることへの自信によって、興味も広がる？こともあるかと思います。どうぞ、ご家庭でも時
間を見つけて一緒にチャレンジしていただけたらと思います。
【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】

活動報告②

職員スキルアップ研修会「障がい者雇用」をテーマに開催しました（２/20）

今年も 2 月の職員スキルアップ研修会は、毎年恒例の「障が
い者雇用」をテーマに開催しました。
わたしたちハニー・ビーでは、月に 1 度のペースで午前中に
スキルアップのための職員研修会を開催しています。しかし、朝
から開所の就労継続支援 B 型のハニー・ビー ジョブの職員は、
事業の関係から午前中の研修会への参加がむずかしいので、年
１回実施しています恒例の『障がい者雇用』についての研修会は、
ジョブの職員の勤務終了後の午後６時３０分から実施しました。
今回の講師は、ＡＮＡウィングフェローズ・ヴィ王子(株)（全
日空空輸の特例子会社）の府高さんにお越しいただき、
『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
マに学ばせていただきました。ＡＮＡさんは、皆さんもよくご存知の航空会社ですが、飛行機の運行だけではなく、
会社として障がい者の働く場の提供に幅広く取り組まれています。大阪にあるドキュメントセンター以外にも、パン
屋さんにコンビニ、ANA 社員の制服を管理するユニフォームセンターなどの様々な現場があり、それらのことにつ
いてとても丁寧にお話してくださり、中でも経営理念の『社員の多様な働き
方を推進し、ダイバーシティとホスピタリティで ANA グループをリードし
ます。
』その言葉が印象的でした。一人ひとりが自信と誇りを持ち、日々挑戦
することによって社会的に広く認知された憧れの会社となることを目指し、
社員全員参加で取り組まれています。更に ANA さんが好きになりました。
私たちハニー・ビーは、
『みんなにやさしい共生社会の実現』をミッション
として掲げ、みなさんに日頃から色々なサービスをご利用いただています。
（ANA さんとは規模は大きく違うのですが）ANA さんで働く障害のある社
員さんのように、諦めることなく社会の一員として自立できるよう、一人で
も多くの方が、私たちと一緒に働き方を模索し、皆さんから信頼を得て委ねていただけるように更に研鑽をしてまい
りたいと強く思いました。府高さまお忙しい中、ご講演いただき有り難うございました。
【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

マイ児童デイサービス（そね・はっとり）個別支援計画の面談、有り難うござい
ました（３/２～）

毎年半年に１度の「個別支援計画」が、３月２日（月）～おおよそ２週間の予定でさせていただきました。今回は、
いつもと勝手が違って「新型コロナウイルスによる臨時休校」という中で面談にお越しいただけなかった保護者もお
られましたが、毎年２回のこの機会に、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、３
１年度（令和元年度）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した。面談を通じて、保護者の
皆様が日ごろ感じておられること、ハニー・ビーへの要望等も一緒におうかがいさせていただきました。
わたしたちスタッフが日頃デイサービスで見ているマイっ子の様子をお伝えしながら、ご家庭での様子やまた学

2

校でのご様子などもお聞かせいただき、
「ぐんと伸びました。
」と保護者から伺えることが指導員一同の何よりの「ご
褒美、やりがい」になります。
新型コロナウイルスの影響で、なんだかマイっ子たちだけでなく、大人も「どんより」とした気持ちになっている
中、今回皆様からいただいた「アンケート」からもマイ児童デイサービス（そね・はっとり）を大事に思ってくださ
っていることが改めて感じる事が出来ました。
来期令和２年度も「期待を裏切らない」ことをお約束して、マイっ子たちと共に成長できるように頑張ります。ま
た、
「もうちょっと落ち着いて様子を聞きたい！」とおっしゃる方は、遠慮なくご希望日時のご連絡をお願いします。
お話が出来るのを楽しみにしております。

【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】

活動報告④

今月もハニー・ビー

ジョブ

パン作りに挑戦しました。（３/６）

ハニー・ビー ジョブには、パンやお菓子を作るのがとても上手な支援員さん
がいます。先月みんなで取り組んだパン作りが大好評だったため、今月も「パン
作りに挑戦しよう！！」ということになりました。
（きっと作ったものをみんな
でおいしく食べるのが、目的？？）慣れもあってか、パンをこねる作業では、み
んな積極的にこねました。やはり、手を使って「ものを作り出す」ことって、わ
くわくするのでしょうね。前回にも増してパンの弾力があったように思います。
ただパンを作るということにおいても、分量を正確に量る、指示を守る（待つ
ことも大事です）
、安全管理、危険を回避するなど、なかなか体験する機会の少
ない彼らには、ハニー・ビー ジョブは敢えて「体験すること」を大切にしてい
ます。パンを焼くときには、特にふざけない、真剣さを求めています。
みんなで作った出来たてパンを頬張り、口々に「美味しいね！！」と大喜び。わたしたちもおすそ分けいただきま
した。これからも仕事は厳しく、普段は楽しくとメリハリのある活動をめざしていきます。ハニー・ビー ジョブへ
の見学、体験実習をご希望の方はお電話、ＨＰからお問い合わせをください。お待ちしています。
【お問い合わせ ハニー・ビー ジョブB 型 電話 06-6398-9500 ＦＡＸ06-6398-9535】

活動報告⑤

第７期就労プログラム終了しました。（３/14）

３月１４日第７期の就労プログラムの最終日を迎えました。３月６日に豊中支援学校を卒業し、５人の卒業生が次
の行き先も決まっているという安心感もありました。１１人のメンバー全員が、挨拶練習と自己紹介をした後に、そ
れぞれ「得手、不得手」はあるのですが、実際に作業が早くできるだけが目的ではなく、指示された通りミスなく、
判らないことはその都度聞いて行うこと、その後の報告も大事なことを学び、この日の作業を終えました。
おやつには卒業生がらのリクエストのいちご大福を食べて、終了式、花束贈呈と写真撮影。来期の連絡をして出勤
簿の記入をして「卒業」となり、指導員は口々に「寂しいね」と言っていましたが、元気に旅立っていきました。
みんな、そして保護者の方々、有り難うございました。これからも形は変わりますが、見守っています。
【お問い合わせ マイ児童デイサービスはっとり 電話：06-6868-9371 FAX：06-6868-9372】

お知らせ①

職員スキルアップ研修会『普通救命講習会』は延期となりました。（３/19）

こちらも新型コロナウイルスの影響で、研修会が延期となりました。いざという時に役立つように、毎年研修会を必須
として行っていましたが、今回は残念ながら・・来年度実施します。
【お問い合わせ ハニー・ビー 事務局 電話：06-6152-7389 FAX：06-6152-7348】

お知らせ② 第８期就労プログラムが４月から始まります。（4/11）
第７期が、３月１４日終了したところですが、新しいメンバーも迎えて４月１１日から
第８期の就労プログラムが、始まります。企業での職場実習の機会って「障害のある子ど
もたちにはハードルが高い」と思っていらっしゃる方が、大半だと思います。一方、現在
企業には障害者雇用率制度により、平成３０年度から民間企業の法定雇用率が２.２％とな
り、対象となる事業主の範囲も、従業者４５.５人以上に広がりました。
この間、大企業を中心に徐々にではありますが、より幅広い分野で障がい者の働く場を
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創出し、法定雇用率以上の割合で障がい者の方々を雇用する機会の拡充を目指しています。
いろいろな体験をしないと「働きたい」気持ちは出てきません。わたしたち指導員もメンバーと一緒に、企業さんへの見
学や実習の機会を持って、社会参加への諦めない支援をしていきたいと思っています。今期も一緒に頑張りましょう。よろ
しくお願いいたします。
【お問い合わせ マイ児童デイサービスはっとり 電話：06-6868-9371 FAX：06-6868-9372】

お知らせ③ 今年もふれあい緑地フェスティバルに出店予定です。（5/3）
今現在は、豊中市主催の「ふれあい緑地フェスティバル 2020」
（豊中市服部西町）は開催の予定で動いています
が、今後の新型コロナウイルスの動向も関係し、開催の最終決定は４月に入ってから連絡が入ることとなっており、
準備期間が短くなりバタバタと当日を迎えることと思います。
ハニー・ビーとしての出店は、昨年同様に「焼きそばやさん（焼きそば・おにぎりを販売）
」と「りんごジャム・
ジュース」そして「ハニー・ビージョブの雑貨屋さん（スィーツマグネット・観葉植物など）
」そして、ちびっ子た
ちに大好評の「さかなつり」を予定しています。当日は、晴れの得意日だということもあってメンバーも張り切って
います。
「今年もハニー・ビーは元気ですよ。
」という発信を皆さんにお届けします。皆さまも是非ともお立ち寄りく
ださい。お待ちしています。
【お問い合わせ ハニー・ビー ジョブＢ型 電話：06-6398-9500 FAX：06-6398-9535】

お知らせ④ 毎年恒例！交流会・講演会、決まりました。ご予定ください。（5/19）
２０２０年度の研修計画も決まりつつあります。児童虐待、障害者虐待、普通救命、権利擁護などは勿論のこと、
皆さんとの交流会や職員の「学びたい」気持ちを尊重しながら研修を進めていけたらと思っています。
毎年恒例の辻 由起子先生の講演会は、５月１９日開催で調整出来まし
た。
『早く、教えてもらっていれば、参加出来たのに残念。
』とのお声をいた
だくことも多いので、今回は開催の内容を再掲します。
今年もハニー・ビーでは、贅沢にも毎年恒例の講演会として５月に辻 由
起子先生のお話をいただく機会をいただいています。今も新型コロナウイ
ルスの影響で、色々なところ特に「弱いところ」に歪が来ているように思え
てなりません。そんな中でも、日々忙しく全国各地を飛び回っておられる
辻先生に５月１９日(火)お話をいただける時間を取っていただくことが出
来ました。
子どもを取り巻く環境のことから社会状況まで、辻 由起子先生のお話は色々な人と人とのネットワークからの
ものなので、わたしの表現が正しいかはわかりませんが、わたしは『温かい』と思っています。例年、決まった参加
者が多いのですが、お仕事されている方も調整して是非いらしてしてください。この講演を聴き逃す手は勿体無いで
す。きっと皆さん、来年も聴きたい！！と思うはずです！！宜しくご予定ください。
（詳細は別途ご案内します）
【お問い合わせ 事務局 06-6152-7389 ＦＡＸ06-6152-7348
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

相談支援から学ぶこと

いつも最後までご拝読いただきありがとうございます。
今現在、臨時休校が続く中、そろそろ、
「おうちの中にいるのが苦痛！」になってきているのではないで
しょうか？そりゃ、もう発散したいでしょうね。周りの景色も春めいてきました。今年は桜の開花も早いと
聞きます。
相談支援をさせていただく中で、もちろん傾聴することは大事。色々な方向性から「将来を見据えての支
援」と考えた時に、提案することも大切だと思っています。今年の５月で豊中市民間初の放課後等デイサー
ビス「マイ児童デイサービス」を開設して１０年になります。沢山の事業所がある中で、「みんなにやさし
い共生社会の実現」をめざして、今後も歩みを進めてまいりたいと思います。
また選んでいただけるサービスを提供し、喜びを共感していきたいと思います。相談支援も「ハニー・ビ
ーさん、変わっていますね。」と言われながらも（笑）、ハ二－・ビーの企業理念に基づき、特徴を生かした
サービスを提供できたらと思っています。
【八木 みどり記】
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