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「三密」を防いで、新型コロナウイルスと共に生きる
いつもありがとうございます。毎日テレビのニュースで「新型コロナウイルス感染状況」を見るにつけ、短
期での収束は難しいと感じている間に、季節は巡り平年よりも３日遅くではありますが梅雨入りを迎えた大
阪。コロナにはまだ気が抜けない状況が続く中で、未知との遭遇という事態は徐々にではありますが、終息に
向かっているものと信じています。ニュースでも、先々心配される感染拡大の第2 波、第3 波到来のリスクに備
える必要性がたびたび言われているように、新型コロナウイルスに対する特効薬やワクチンの開発が世界中で進め
られていますが、私たちにはこれまでと同様、新たな生活行動様式を意識し持ち続ける必要性があるようです。
６月１日からは、本格再開に向けた「学校の分散登校」がスタートし、１５日の月曜日からは「新型コロナウ
イルスの感染拡大を防止策」を講じながら、通常授業が始まります。皆さんの中でも、先が見えない新型コロナ
ウイルスとの闘いは「いつまで、この状況が続くのだろう。どこまで心配すればいいんだろう。
」と話される保
護者の方も多くおられました。今までお家で自粛となっていたことで、ストレスを感じていたと思いますが、そ
の上で夏休みが短くなったり、６時間授業が続いたりと、長い長いお休み後で、体力が落ちている彼らには『今
までと違った』変化がかなり気になります。
マイ児童デイサービス、マイ児童デイサービスはっとり、ハニー・ビー ジョブそれぞれの事業所でも、在
宅支援から小集団支援に戻りつつあります。ソーシャル・ディスタンシング（社会的距離）と入念な手洗いや
せきエチケット、マスク着用等を心がける、こうした意識が感染予防の第一ですが、引き続きウイルスに打ち
勝つための免疫力をアップさせるには「規則正しい生活」
「栄養バランスの摂れた食事」
「身体を温める」
「しっ
かり睡眠をとること」また「大いに笑う」ことも大切だといいます。
今後も、
「３密」を避け「感染拡大防止」と『命を守る』ことを考えな
がら、
『正しく恐れる』ことを意識しながら、少しずつ平常に戻ることを
目指していきたいと思っています。
どうぞ 1 日も早く日常の日々が戻ってきますように。今月もよろしく
お願いいたします。

５月の活動
① マイ児童デイサービスそね・はっとりでの活動 ５月ダイジェスト
② 第８期就労プログラム ５月度２回目・３回目はお休みしました。
（5/9・16）
③ ハニー・ビー ジョブでの活動 ５月ダイジェスト

今後の予定やお知らせ
①
②
③
④

ハニー・ビー ジョブの新事業は「石焼きいもやさん」
（6/1～）
就労プログラム、６月度は職場体験を開催します。
（6/13）
第４回サポートが必要な子どもたちとの料理教室、第２回目（6/27）に開催します。
第 11 回サポートが必要な子どもたちとの宿泊体験 2020 開催。
（7/25,7/26）
⑤ 特定非営利活動法人ハニー・ビーの第 11 回定時総会が
開催されます。
（6/25）

あとがき ハニー・ビーの役割
活動報告① マイ児童デイサービスそね・はっとりでの活動 ５月ダイジェスト
緊急事態宣言が５月７日に延長され、その後大阪では５月２１日に解除されましたが、マイ児童デイサービスそね、
マイ児童デイサービスはっとりでは、マイっ子たちには引き続きの「在宅支援」を利用していただきました。
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「在宅支援」では、お母さまと一緒に、また一人で取り組める教材を、お手紙と
共にお送りし、お電話などでもご様子をうかがいながら、心を通わせることが出来
たのではないかと思っています。
何よりこの在宅支援のお陰で『わたしたちに何が出来るか』を考える機会が出来
ました。お忙しい中でのご対応、本当に有り難うございます。
そんな中、そねのお部屋では、在宅支援と併用して、来所しての療育支援も再開
しました。久々に来所したそねっ子たち。お母さま方から「夜、寝ないんです」
。
「生
活のリズムが、なかなか戻らなくって。
」とのお話をうかがっていただけに、ニコニ
コの笑顔で活動している様子を見て、お母さま方のご心配をよそに、私には久々に
お逢いできた喜びが大きく、感激してしまった次第です。
「夜、遅くまで起きてた
ん？」
「うん、学校お休みやし、寝られへんかってん。
」と素朴な返答に・・少し時間はかかるかもしれませんが、し
っかりと向き合っていこうと思いました。
６月１５日からの「学校の本格再開」からは、マイっ子には、従来と同様のそね・はっとりそれぞれの事業所を使
って、本来の形での放課後等デイサービスの療育支援が主となりますが、今回のコロナウイルス対応で学んだことを
『活かした』ことも取り入れて、マイっ子たちの将来を見据えての支援へとつなげていきたいと願っています。
【お問い合わせ マイ児童デイサービス 電話：06-6152-8991 FAX：06-16152-8992
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 第８期就労プログラム ５月度２回目・３回目はお休みしました。
（5/9・16）
５月７日以降も新型コロナウイルス感染拡大防止の「緊急事態宣言」が延長されたことに伴い、平日のプログラム
と同様に就労プログラムも自粛することとし、マイ児童デイサービスはっとりで実施予定だった５月９日と５月１６
日両日の「就労プログラム」を中止とさせていただきました。来月は６月１３日（土）に職場体験を実施予定です。
雨天時には、作業練習に切り替えます。
【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】

活動報告③ ハニー・ビー ジョブでの活動 ５月ダイジェスト
ハニー・ビー ジョブ B 型も、他の事業所と同じように５月前半までは「在宅支援」という、お家にいて「ご支
援をさせていただく形」を取らせていただきました。生活リズムを崩さないために、また自主的に「お家でのお仕事
を担う。
」
「電話での応対が出来る。
」など、日頃はあまり意識しないようなことかもしれませんが、敢えてこうしたこ
とに取り組んでもらいました。
家での課題の一つが「ラジオ体操」です。ジョブでは毎朝朝礼後にラジオ体操に取り組んできましたが、胸をしっ
かり反らせなかったり、腕が伸びなかったり、もともとからラジオ体操自体が苦手もあるのですが、
「ステイホーム」
の時期は出来るだけ身体を使ってもらいました。
５月の後半からは、午前と午後の２班に分かれて、
「３密」を避けて来所していただき、これまでのように事業所
での実習や生産販売活動に従事していただいています。そんな中で６月の準備を進めました。石焼いもの注文、マス
クの販売、内職のお仕事など色々と挑戦しました。ご自宅に商品をお届けする宅配事業「八木屋」をはじめ、野菜の
店頭販売、多肉植物や観葉植物の寄せ植え、オリジナルグッズの制作などお仕事の充実を図ります。
今後も利用者さんが安心して作業が出来る環境を整えていきます。
【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① ハニー・ビー ジョブの新規事業は、
『石焼いもやさん🍠
&』
%
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（6/1～）
ハニー・ビージョブでは、いくつかの試作品、会議を経て新製品の開発にも積
極的に取り組んでいます。今回は、いま巷で流行っている冷凍焼いもにあやかり、
ハニー・ビー ジョブの新製品として冷たい焼いもを開発しました。６月１日か
らハニー・ビー ジョブの店頭でも張り紙をして（また、のぼりも立てて）
、
「石
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焼いもの販売を始めます」と大々的に？PR をして、
『この季節に、なんで石焼いも？』と言われそうですが、大きな
石焼いも機を譲っていただいたこともあって『石焼いも屋さん』始めました。
（実は石焼いも機が来たことが一番大
きいことなんですけどね）ハニー・ビーの宅配事業「八木屋」にも掲載しています。どうぞ一度、ご賞味ください。
【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② 就労プログラム６月度は、職場体験を開催します。
（6/13）
先月５月は、就労プログラムは、公共交通機関を使っての目的を持って
のお出かけとしていましたが、２回とも「緊急事態宣言」発令中というこ
とで、中止とさせていただきました。その中でも新型コロナウイルスの影
響というのは、人によって対応は様々ですが、マスク着用もちゃんとでき
るようになって、今回の職場体験にも意欲的に見えます。一つ、ひとつで
きることが自信に変わるように、働きかけていきます。
今回の実習先は、当初マリンフード豊中スイミングスタジアムと菜の花
デイサービスを予定していましたが、いずれも新型コロナウイルス感染拡
大防止の観点から、場所をふれあい緑地にあるSEED での 花壇の養生（終
わった花を抜く）作業に変更しました。公園のちょっとした清掃作業もさ
せていただこうと思っています。これまでのプログラムで練習しているほうきの扱い方、ごみの集め方、ちり取りを
使ってのごみの取り方など、日頃の練習の成果を是非とも拝見したいものです。
6 月13 日が晴天である場合のみ、屋外のふれあい緑地での職場実習となりますが、雨天の場合は室内での作業実
習3 種または5 種となります。どうぞ、雨にはならないで！！と願うばかりです。
【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 第４回サポートが必要な子どもたちとの料理教室、第２回目（6/27）に開催。
残念ながら１回目の５月２３日は順延となりました。実質６月２７日（土）が初回と
なります。
「サポートが必要なこどもたちとの料理教室」を、６月から１１月２８日（土）
の間に原則毎月第４土曜日に６回開催する予定です。
（その間に調整し５月分が出来ればと思っています。
）
６月はみんなの大好きな、粉もんの代表たこ焼きで
す。今回の料理教室は、
「３密を避け」ながら、色々な具
材を入れて自分で作る楽しさ、人のために働く、役割を
果たすことをねらいとしてタコ焼きに取り組みます。
場所は豊中本町６丁目のハニー・ビーでの開催です。
お間違いなく！！
【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④ 第 11 回サポートが必要な子どもたちとの宿泊体験 2020 開催します
（7/25,7/26）
「今年は、宿泊体験ないのですか？」と思われた方も多かったようです。はい、今年
も5 月29 日（金）に締め切り、
「第11 回サポートが必要な子どもたちとの宿泊体験
IN 淡路島2020」を開催します。
「緊急事態宣言」が解除されたとはいえ、新型コロナウイルスの感染対策をしっかり
取り、事前の体温測定の徹底や体調管理を把握し、なおかつ、
「飛沫感染」
「接触感染」
「３密防止」対策を徹底し、マスク着用、手指消毒、十分に距離を取って等の衛生管理
をしながら活動していきます。
チャレンジャーは16 名、サポーターは20 余名で、様々なところで安全管理を第一
に、釣り体験、自然体験、バーベキュー体験などをします。
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ということで、7 月4 日（土）に予定をしておりました、中央公民館での「お顔合わせ会」は、多くの方が集ま
ることが予想されるために中止とさせていただきます。この時期ですので、どうぞご容赦ください。
気になること、話しておいた（知ってもらっておいた）ほうが良いと思われる場合は、別途ご連絡をちょうだい
できると助かります。
また、こちらの担当の方からも前もって聞いておきたいこと、知っておきたいこと、注意すべき配慮事項などお
聴き取りさせていただく所存です。どうぞ、よろしくお願いいたします。
【お問い合わせ ハニー・ビー 事務局 06-6152-7389 ＦＡＸ06-6152-7348】

お知らせ⑤ 特定非営利活動法人ハニー・ビーの第１１回定時総会が開催されます。
（6/25）
今年度も、正会員・賛助会員のお願いに、多くの方からご支援を賜り本当に有り難うございます。
お一人、おひとり様のお顔を思い浮かべ、今年も頑張らなくてはと気持ちを引き締め
ています。昨年の８月に１０周年を迎え、まだまだ「ひよっこ」の小さな法人ですが、
皆さまのお支えがあり、ありがたいことに、今年も今月２５日（木）に、１１回目の特
定非営利活動法人ハニー・ビーの定時総会を開催させていただくことができました。
本総会では、平成３１年度令和元年度の活動報告をさせていただきます。
ここ数年、放課後等デイサービス事業を取り巻く環境は大きく変わってきました。こ
の状況下だからこそ、役職員一同、設立当初から掲げている「障害があっても社会参加
は当たり前」の理念を身に染み込ませ、閉塞感を持つことなく「生活を楽しんでほしい」
との思いを抱きながら、もちろん障害のある子を持つ保護者の様々な気持ちを受け止
め、また寄り添いながら「こんな考え方もあるよ。
」と提案できる関係性を保護者と共
有し、それぞれのサービスの中に皆様の思いも取り入れ、支援をさせていただく喜び
と、
『ハニー・ビー』を選んでいただけることに誇りを持てるハニー・ビーの一員でありたいと願っています。
【お問い合わせ ハニー・ビー 事務局 06-6152-7389 ＦＡＸ06-6152-7348】

あとがき ハニー・ビーの役割
いつも最後までご拝読いただきありがとうございます。
今現在大阪府は、
「緊急事態宣言」も解除されて、６月１５日からは「３密」を避けながら学校も本格再開
されます。しかしながら今まで経験したことのない、まだまだ分からないことだらけの「新型コロナウイル
ス」のことですから、社会経済活動も試行錯誤しながら、
「WITH コロナ」コロナと共に生活をしていくこ
とになるのでしょう。
今回、第１１回目のハニー・ビーの定時総会の開催が迫った中で、
『ハニー・ビーの役割』とは・・と考え
ています。
「障害があっても社会参加は当たり前」
「みんなにやさしい共生社会の実現をめざして」
、それは
「親亡き後」の生活に基づいていくものと思っています。
日ごろから課題に直面するごとに、
「伝えことの難しさ」を痛感します。わたし自身は、ここ豊中市でその
時々に助けていただける方にお会いすることが出来、思いを聞いてもらい、ご支援をいただくという幸運に
恵まれ今があります。しかしながら、活動を通じて直面する問題の中で、
「行動を起こす（響く）人」がいる
一方で、
「響かない人」もいる現実に、
「伝える努力」が足りているのか、見つめ直しています。
総会を前に、設立当初の思いに立ち返り、歩みを止めることなく、進んでいきます。是非、共に繋がって
ください。
これからも引き続き、新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」が求められます。
「大阪モデル」
が打ち出される中でも「人との接触を８割減らす」に心掛けることが大切だと言われています。
毎年恒例の事業も、状況を踏まえながら「３密の回避」
「基本的な感染対策」
「社会的距離」
「追跡システ
ム」等の感染拡大防止策を取りながら開催していきます。
「うつらない」
「うつさない」ことに細心の注意を
図り、
「自粛」から少しずつ、日常が戻るきっかけになると信じて、ハニー・ビーにできること、自分に出来
ることを実行していきたいと思っています。
【八木 みどり記】
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