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熱中症にもお気を付けください。
いつもありがとうございます。７月に入って、梅雨も終盤を迎え、雨も落ち着いてくるかなと思っていた矢先に、
熊本県や長崎県に大きな被害をもたらす豪雨災害が発生しました。今回被害を受けられた皆さまには、心からお見
舞いを申し上げます。
少し収まってきたかなと思われた「新型コロナウイルス感染症」に関しても、テレビでは連日「東京を中心に１０
０名を超える感染状況」と報道がなされています。元々、短期での収束は難しいと言われていたのですが、
「第２波？」
「クラスター」などのワードが出るたびに、大阪にとっても他人事とはと思えない状況が続いています。自分なり
に出来る「手洗い、うがい」
「抵抗力をつける」ことを実践していきたいと思っています。
６月１５日の月曜日から、
「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した。
まだまだ、体力が戻っていないお子さんたち。マイっ子も学校が始まって、
「ただいま」の前に「疲れたぁ」があい
さつ言葉になるくらいでした。今年は市立の小学校は、残念ながら修学旅行も林間学校も中止となり、皆さんの中
でも、先が見えない新型コロナとの闘いは「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。
」と不安を持たれる保護者の方も多くおられるかと思います。
お家での『自粛』が明けたら、学校で楽しい行事が待っていると思っていたのに、夏休みが短くなったり、６時間
授業が続いたりと、長い長いお休みの後で、
『今までにやってきたこと。
』が無くなるという変化が、体力、気力とも
落ちている彼らにどう影響するのか、かなり気になるところです。
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、施設で
の支援に戻りました。各事業所では、引き続きソーシャル・ディスタンシング（社会的距離）を取りながら、入念
な手洗いやせきエチケット、マスク着用等に心掛け感染予防に努めています。
しつこいようですが、
「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
を意識しつつ、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
うぞ皆さまにとって、新型コロナに打ち勝ち、1 日も早く日常の日々が戻ってき
ますように願っています。今月もよろしくお願いいたします。

６月の活動
①
②
③
④

マイ児童デイサービスそね・はっとりでの活動 ６月ダイジェスト
第８期就労プログラム ６月度の報告（６/１３）
ハニー・ビー ジョブでの活動 ６月ダイジェスト
特定非営利活動法人ハニー・ビーの第１１回定時総会が終了しました。
（６/２５）

今後の予定やお知らせ
①
②
③
④
⑤

ハニー・ビー ジョブ「職場実習」受け入れています。
就労プログラム、７月度は宿泊体験準備と職場体験を開催します。
（７/１８）
大阪府庁 庁舎管理課職場体験にエントリーしました。
（８/３～８/７）
第４回サポートが必要な子どもたちとの料理教室、第３回目（８/２２）開催します。
第９回「みんなでワイワイさんあいイベント」は、ふれあい緑地で１１月８日開催予定です。

あとがき ハニー・ビーの意義
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 ６月ダイジェスト
６月１５日の月曜日から各学校では、色々な対策を講じながら試行錯誤で「学校再開」となりました。マイ児童デ
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イサービスそね、マイ児童デイサービスはっとりでも、準じて「事業再開」
となりました。
この度は、
「在宅支援」で、お母さまとお関わり出来る時間が持てたことも、
成果であったと思います。今、学校が再開されそれぞれの事業所でのプログラ
ムも、マイっ子たち一人ひとりの様子や表情を見ながら内容を変更したりして、
先ずは「慣れる」ことを心がけています。
特にそねでは、学習支援の場面では、小学校で実際に長きにわたり教鞭をと
っておられた先生に、それぞれの学年の勉強または学年を振り返って、ゆっく
りした環境を整えて、
「わかる楽しさ」へと進めています。また、５月中旬から「音楽療法」を大学で学び、専門的な
手法を用いて療育が出来る新しい児童指導員が加わり、
「音をたのしむ（したしむ）
」ことを療育プログラムに取り入れ
ています。ハニー・ビーもマイ児童デイサービスも、マイっ子たちの進化に応じてしっかりと進歩をしています。それ
ぞれのプログラムに、療育の意味があります。ここ個人それぞれに、それぞれの社会参加の形があると思っており、社
会に出る時に『バランスのいい人』であってほしいと思っています。
社会と関わるマイっ子たちにとって、
「コミュニケーション」が苦手です。だから
ツールとしてそれぞれの事業所で『あいさつ』の仕方を学んでいきます。勉強が解
らないから授業が面白くない、それならば少しでも解るようになれば・・と思って
学習支援を提供。ダンスや歌は好きだけど自信が持てない・・それならば音楽療法
で、楽器を奏でてみよう。という思いでプログラムを作っています。
はっとりでは、プランターで野菜を作っています。その野菜ははっとりメンバー
が、水や肥料をやることで育っています。役割を持つ、その役割を果たす、障害が
あるからできないのではなく、出来る環境を整えることが大事だと思います。
その思いを持って２０２０年５月には、マイ児童デイサービス開所満１０年を迎
え、今後も活動を進めていきます。一人でも多くの方々に思いが届きますように・・。ここで、療育して欲しいと思っ
て貰えますように・・。
【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 第８期就労プログラム ６月度の報告（６/１３）
新型コロナウイルスの「緊急事態宣言」もやっと解除され、平日のプログ
ラムも再開されたのと同様に就労プログラムも再開しました。元気な笑顔が
いっぱいの中で、現在の状況に合わせて内容を変更し作業練習に取り組みま
した。
（また、雨ということも考慮しました。
）
作業練習において目的を明確にし、今までの作業とは違う、新しいものも
「開発」しており、それが今回の「計量」です。この計量は、例えば、おは
じきを２０グラム量るのですが、おはじきにもそれぞれの重さがあり、２３
グラムになったら、どれを外してどれを入れ、２０グラムにするかを考えて
もらいます。作業内容を変化、進化をさせて、日々成長しているメンバーに
対応しています。また、実習体験できる場所を確保しながら、草抜きなどの作業にも挑戦しています。
自分たちがした「仕事」が、誰かの役に立つ、その貴重な体験の場を探しています。皆さんの中で、
「うちでしても
らえるよ。
」という場所がありましたら、ご連絡ください。お待ちしています。
【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】

活動報告③ ハニー・ビー ジョブでの活動 ６月ダイジェスト
ハニー・ビー ジョブB 型も、６月からは今まで以上に新型コロナに対し３密対策を講じて開所しています。今年
３月の大変な中、卒業した３名の新しい利用者さんも、当初は「在宅支援」という、形を取らせていただき、６月
になり晴れて他の利用者さんとのお顔合わせとなりました。在学中とは違った環境での、年齢差はどうだろうと思って
いましたが、何の事なく馴染んで活動しています。５月の後半からは、
「３密」を避け、午前と午後に分かれて事業
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所での実習や生産販売活動に従事していたので、６月からの通常パターンでの作業にもそ
れほど混乱はなかったようです。６月１日からの石焼いも機を使っての今はやりの『冷やし
焼いも』も好評で、利用者さんも販売活動に携わるのが楽しそうです。
ご自宅や職場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製作をはじめ、それぞれの用途に応じた販促
グッズ製作などで、お仕事の充実を図ります。コロナ禍の影響もあり、
「３密」を避ける中
で、彼らのお仕事作りに、皆さまのご支援を賜れますように、よろしくお願いいたします。
引き続き、マスクの販売、内職のお仕事など色々と挑戦しています。
今後も沢山の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】

活動報告④ 特定非営利活動法人ハニー・ビーの第１１回定時総会が終了しました。
（６/２５）
６月２５日、特定非営利活動法人ハニー・ビーの最高決定機関である、定時総会が開催されました。総会では、議案
通りに前年度の事業報告、決算並びに監査報告が承認されました。また監事選任の件も再任について承認されました。
報告事項として今年度の事業計画並びに予算の報告がされ、今年の総会も無事に終了しました。
今年は、私たちにとりまして、コロナ禍の影響もあり当初より大変厳しい状況ではありますが、役職員一同力を合わ
せ各事業所が連携しつつ、
「障害があっても社会参加は当たり前」のミッションに基づき、ハニー・ビーにしかできな
い、親亡き後を見据えての支援をめざして参ります。皆さまにとって必要な法人であるように今年も一層頑張ります。
【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① ハニー・ビー ジョブ 職場実習を受け入れています。
（随時～）
ハニー・ビージョブでは、特定非営利活動法人ハニー・ビーのミッションの達
成をめざして、
『みんなにやさしい共生社会の実現』と共に、
『自己実現～将来の
就労をめざして～わたしたちにお手伝いさせてください。
』として、出来るだけ多
くの方に、ハニー・ビーのサービスを知っていただき、社会参加のお手伝いが叶
えばと願っています。それは、履歴書が書けるようになる、面接での応対が出来
るようになるという即効的なものではなくても、毎日来所が出来るようになる、
自分の役割を果たせるようになる、
ということが、
いつも言っていることですが、
「傍の人を楽にする（＝はたらく）
」ことに繋がると思います。今はできる限り人
との接触を避けるように言われている時期ですが、やはり人は人と関わって生き
ている存在であり、それは、I T 化が進んでも、人と人とのコミュニケーションの
大切さは変わることはないと思っています。
ハニー・ビー ジョブでは、利用者さんみんなで朝礼・夕礼を行います。毎日行うことで、
「慣れ」てきます。コミ
ュニケーションが苦手がと思っている方、ぜひチャレンジしてみませんか？ ご連絡をお待ちしております。
【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② 就労プログラム７月度は、宿泊体験準備と職場体験を開催します。
（７/１８）
６月は、雨ということもあり、職場作業実習は中止となり、教室内での作業実習となりました。７月は毎年恒例の、
「人のために働く作業」となります。７月末に実施予定の宿泊体験の準備作業で、数を数えたり、名札を作ったり、そ
の他の確認作業をします。その後は、６月から持ち越しになっているふれあい緑地のSEED での花壇の養生（終わっ
た花を抜く）作業をします。また余裕があれば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。
これまでの日常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。今度は晴れて欲しいと願うばかりです。いい汗かきましょうね。
【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 大阪府庁 庁舎管理課職場体験にエントリーしました。
（８/３～８/７）
今年の職場見学や実習は、
「新型コロナの影響もあるから、一般企業の受け入れは難しいかな」と思っていましたが、
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大阪府庁の庁舎管理課での職場体験のことを思い出し、お問い合わせをした
ところ、
「今年度も、受け入れしていますよ。
」とのお言葉！！早速用件をお伝
えし、実習の予定を組み込んでいただきました。わたしたちがちょうど希望し
ていた８月３日から７日までのＢコース【植栽、剪定】にエントリーすること
が出来ました。今年は、短い夏休みとなっていますが、有意義な実習が出来る
と楽しみにしています。府庁公館以外の実習でも、ハニー・ビー ジョブやい
つものはっとりでのプログラムを変革し、１０倍楽しめるものになっています。
夏休みこそ、マイ児童デイサービスを利用して、日頃できない体験のできる充
実した夏休みを過ごしましょう！！皆さんの参加を楽しみにしています。
【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④ 第４回サポートが必要な子どもたちとの料理教室、３回目（８/２２）開催します。
２回目の料理教室は、本町の事業所で「色々な具材を入れたタコ焼き」を作り大好評
でした。作業工程は少なかったですが、しっかりと役割分担もして最後のお片付けまで、
出来ました。次は、
「中華料理・冷麺など」を一緒に作ります。やっぱりこの時期は、暑
いので口当たりの良いものがいいだろうとのことで、
「冷麺」作りとなりました。今回の
料理教室も、
「３密を避け」ながら、色々な食材を調理し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「冷麺」作りに取り組みます。次回の場所も
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⑤ 第９回「みんなでワイワイさんあいイベント」は、１１月８日開催予定です。
「今年は、自粛自粛が続いていますね、さんあいイベントは、ありますか？」はい、今年も１１月８日（日）に開
催する予定で、準備を進めています。こども協議会は、会議と並行して、先ずは昨年度ご参加いただいていた方々に
ご連絡をして、資料作りをしていきます。開催場所は、昨年度と同じ豊中市服部西町のふれあい緑地の芝生広場２で
行います。特に今年は、７月に入りイベントなどの開催時の緩和策も出ていますが、例年のように多くの方がお越し
になることも想定して、新型コロナ対策をしっかり取って、主催者側の事前の体温測定の徹底や体調管理を把握はも
とより、なおかつ「飛沫感染」
「接触感染」
「３密防止」対策や感染追跡システムの導入などの徹底した対策も必要あ
るかと思います。マスク着用、手指消毒等の衛生管理をしながら開催出来ればと思っています。
【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・ビーの意義
いつも最後までご拝読いただきありがとうございます。
「緊急事態宣言」は解除されましたが、今月に入り東京を中心に陽性者が増えています。予防をして出かけることに
気を使ったり、必要最低限のお出かけを心がけている方も少なくないと思います。学校も「３密」を避けながら本格再
開されましたが、今までに経験したことのない、まだまだ解明されていないことが多いこの「新型コロナ」に対して
は、試行錯誤しながら、新型コロナと共に新しい様式の生活をしていくことになるようです。
今年の定時総会も無事に終了することが出来、改めて『ハニー・ビー』とは何をめざしていくのか、と考えていま
す。
「障害があっても社会参加は当たり前」であるとはいっても、障がいのある方の中でも色々な社会参加の仕方があ
ると思います。ただ、障がいのある方だけが頑張るのではなく、結果的に「みんなにやさしい共生社会の実現」をめざ
すことになるように、それには「気づき」が必要なのかもしれません。
「気づく」までには、
「伝える」
「理解につなが
る」ことにも相当な時間もかかります。でも何もしなければ、変わりません。今年も「気づき」のきっかけになればと
進めてまいります。
例年恒例の事業についても、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をしていきます。
「うつらない」
「うつさない」ことに細心の注意を図るなかで、
日常へと戻るきっかけになると信じ、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】
4

