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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月は熊本県をはじめ岐阜県・山形県で大きな被害をもたらす豪雨災害が発生しま
したが、中国・韓国でも大規模な水害被害が出ており、専門家は世界的な温暖化の影響との見方を示しています。
また新型コロナウイルスの感染状況が、７月１０日以降再び増加傾向に転じるなか、ギリギリまで状況を注視しな
がら、何とか「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」が出来ないものかと考えて、準
備を進めていましたが、兵庫県知事から「感染が再拡大している地域との不要不急の移動の自粛」の要請が出されるな
か、苦渋の選択で今年度の「宿泊体験」の中止を決定しました。
「新型コロナウイルス感染症」に関しては、もともと短期間での収束は難しいと感じていましたが、
「重症者率」
「ク
ラスター発生」
「ポピドンヨードによるうがい」など、錯綜する情報の中で、心休まらない状況が続いています。自分
なりに今出来る「手洗い、マスク、うがい」
「抵抗力をつける」ことを引き続き実践していきたいと思っています。
今年の夏休みは、４月からの「臨時休校」の影響で短くなり、暑い中での登下校は子どもたちにとっても大変だった
と思います。また、保護者の皆さまには、猛暑が続く中での子どもたちの体調管理も大変だと思います。
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 ジョブ各事業所でも、6 月以降施設での
支援に戻りましたが、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、感染予防に努めると同時に、熱中症対策にも考慮していきます。
毎回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。

７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 ７月ダイジェスト
第８期就労プログラム ７月度の報告（７/１８）
ハニー・ビー ジョブでの活動 ７月ダイジェスト
「第１１回サポートが必要な子どもたちとの宿泊体験」中止となりました。
（７/２５・２６）

今後の予定やお知らせ
①
②
③
④

マイ児童デイサービス（そね・はっとり）見学・説明会を随時実施します（９月～）
大阪府庁庁舎管理課での職場実習体験 終了しました（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」 ３回目（８/２２）開催します
（再掲）
「第９回みんなでワイワイさんあいイベント」 ふれあい緑地で１１月８日開催予定

あとがき ハニー・ビーでの支援の意義
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 ７月ダイジェスト
毎日、そねのお部屋に「ただいまぁ」と額に汗して真っ赤なお顔でそねっ子たちがやってきます。今年は、新型コ
ロナウイルス感染症防止のため「３密を避ける」ことや「マスクをつける」ことの意識付けを少しずつ行っています
が、ご自宅での働きかけもあり、マスクをつけることは少しずつ出来る様になってきているようです。学校と同様
に、マイ児童デイサービスにおいても、感染症予防対策と合わせて、この時期特に「熱中症にならない対策」も講じ
ています。そねのお部屋では、自由遊びやプログラムに夢中になると、スタッフが「さぁ、水分補給ね。
」と言って
も「待って、もう少し！！」となかなか、口に含んでくれません。活動を中断して、取り敢えずコップ一杯の水分を
取ってもらいます。
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そねでは、
「勉強が判らないので、手助けして欲しい。
」との保護者様からのご要望もあ
り、学習支援を続けています。勉強が判らない→お腹が痛くなる（頭もあり）→学校に行き
たくない→学校を休みがちになる、という状況を改善するため、小学校で長きにわたり教鞭
をとっておられた先生に、ゆっくりした環境のもと、それぞれの学年の勉強または学年を振
り返って、
「わかる楽しさ」へと進めています。
また、７月から初の試みとして「親子で音楽療法」という企画を行いました。そねっ子たち
は、お父さん、お母さんと一緒に「音」に楽しみ（したしみ）ました。お家でも実践していた
だけたら嬉しいです。また、日常の療育プログラムにも取り入れています。
はっとりでは、先月からプランターで野菜を育てています。子どもたちは玄関横の野菜の成
長を見ながら「ミニトマト出来てるよ。
」
「なすびがなってる。
」と指導員に報告してくれます。
はっとりメンバーには、自分たちが水や肥料をやること
でこれらの野菜が育っているという自覚があり、
「僕が、水を撒く。
」
「わたしが、
収穫をする。
」と、それぞれの役割を自発的にできるようになっています。また、
８月初旬には「人のために働く」ことを実感してもらえるよう、ハニー・ビー
ジョブB 型での作業、SEED での草抜き作業、大阪府庁庁舎管理課での職場実
習体験に参加しました。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、また自信に変えていくことが大事だと思います。暑い夏休み、熱中症
に十分気をつけて、熱く活動していきます。
【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】

活動報告② 第８期就労プログラム ７月度の報告（7/１８）
７月は毎年恒例の、
「人のために働く作業」をする予定でしたが、今年度の宿泊体験が中
止となり準備作業が縮小し、少しプログラムを変更して活動しました。その中で、はさみを
使って名札を作ることと、ふれあい緑地のSEED での花壇の養生（終わった花を抜く）作
業をしました。作業前は「暑い中、どれくらいの作業が出来るのか。
」若干不安も感じてい
ましたが、メンバーと指導員で「手分けして、花壇の草を抜こう。
」とそれぞれの担当に分
けて作業を開始し、みんな額に汗しながらも黙々と作業に取り組みました。
何よりもみるみる土の色か見えてきたら、
「これだけ、きれいになった。
」という成果が見
えやすいこともあって、みんなの笑顔も出てきました。
「ちょっと、休憩しようか」との声
が掛かるまで一生懸命に作業をしました。あっという間に作業は終了の時間となりました。
帰ってからも、
「また、作業お願いしますね。
」と言うと、
「うん、いいよ。
」と元気なお返
事に、嬉しく頼もしく感じました。今回の SEED での作業は、公園みどり推進課のご厚意で、今後も日常プログラム
の実習の場所としてご提供いただけることになりました。有り難うございます。また、一緒に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】

活動報告③ ハニー・ビー ジョブでの活動 ７月ダイジェスト
ハニー・ビー ジョブB 型は、７月も新型コロナ感染予防の３密対策等を講じて開所してい
ます。６月から新たに始めた月２回の石焼いも機を使っての『冷やし焼いも』も大好評で、利
用者さんも楽しそうに一生懸命販売活動に携わっています。また、内職作業も「アマゾンカム
カムのお仕事」と「スライダーのお仕事」に取り組んでいます。今年は、10 月開催の「豊中
まつり」もウエブ上での開催となり、残念ながら対面しての販売活動が出来ませんので、
「さか
な作り」のお仕事はありません。しかしながら、
「ノベルティグッズの販売」などの注文をいた
だき、お仕事の充実を図り、工賃アップをめざしていきます。皆さまからご寄贈いただいた色々な生地を使ったマス
クの販売も「以前もいただいたんだけど・・・、また・・・」とリピートいただいています。有り難うございます。
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】
2

活動報告④ 「第１１回サポートが必要な子どもたちとの宿泊体験」 中止となりました（7/25・26）
冒頭のご挨拶にも書かせていただきましたが、今年度の（独）国立青少年教育振興機構の子どもゆめ基金助成活動
「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」は、残念ながら中止とさせていただきま
した。例年通り開催する気持ちで、色々と準備万端整えておりましたので、何とも言えない気持ちでいっぱいです。
とは言え、来年度こそは開催できるようにと、気持ちを切り替えて他の活動に集中してまいりたいと思います。
先ずは、３密を避けて、抵抗力をつけ、正しく恐れて、
「命を守る」ことをそれぞれが考えて行きましょう。
勿論、わたしたちも最善の環境を考えて行動していきます。
【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 マイ児童デイサービス（そね・はっとり）見学・説明会を随時実施します（９月～）
特定非営利活動法人ハニー・ビーでは、
『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。
』とのミッションの達成を目指して、それぞれの事業所において
活動を進めています。また、出来るだけ多くの方に、ハニー・ビーの思いとそ
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日々活動
しています。それは、直ぐに成果が表れるものではないですが、寄り添いなが
ら共に歩んでいくことで「変わっていくもの」だと信じています。もしかした
ら、すべての方が「会社に勤める」ことは意識していないかもしれませんが、
日常生活を営む中で「障害の重度軽度に関わらず、自分の役割が果たせるようになる。
」ことで、
「傍の人を楽にする
（＝はたらく）
。
」
「感謝されること。
」から自信に繋がります。
特にマイ児童デイサービス（そね・はっとり）では、就学中の段階から学んでもらえる活動、寄り添う支援をめざ
しています。是非、令和３年度からのご利用を考えておられる方に、見学・説明会にご参加いた
だけたらと思っています。彼らは、長時間の療育への対応は難しいところがありますが、
「静と動
の活動」を組み合わせて内容の濃い活動を提供していきます。ハニー・ビーの HP からも詳細は
ご覧いただけますが、お子さんと一緒に是非とも実体験してください。お問い合わせは、それぞ
れの事業所、ホームページ（ＱＲコードを読み取っていただくと閲覧できます。
）のお問い合わせ
からもお申し込み可能です。ご連絡をお待ちしております。
【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
ハニー・ビー 事務局 電話：06-152-7389 FAX：06-6152-7348】

お知らせ② 大阪府庁庁舎管理課での職場実習体験 終了しました
（８/３～８/７）
今年は、コロナ禍の影響もあって、企業見学会は、今のところ実現が難しい状況にな
っています。そんな中、大阪府庁庁舎管理課での職場実習の受け入れが決まり、Ｂコー
スに２名が参加しました。ご一緒した園芸高等学校の生徒さん３名と一緒に８/３から
８/７までの５日間。大阪府庁公館の剪定作業を中心に作業実習に取り組み、実習はＡ
ＥＤの操作訓練もあり盛り沢山の内容となっています。
わたしたち随行の指導員も担当日を決めて巡回しつつ、一緒に額に汗をかきながら活動しました。
（来月１４２号で、詳しくご報告をさせていただきたいと思います。
）
【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
ハニー・ビー ジョブ 電話：06-6398-9500 FAX：06-6398-9535】

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」 ３回目（８/２２）開催します
８月２２日（土）開催の３回目の料理教室は、
「中華料理・冷麺など」を作りたいと思います。コロナ禍の影響もあ
り、出来るだけ作業工程を少なくし、グループ毎にしっかりと役割分担し、最後のお片付けまでが料理教室だというこ
とで開催します。
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やっぱりこの時期は、涼しげな「冷麺」作りをメインに考えていますが、人数など
も加味して「そうめん」に変更もありかもしれませんが、ご容赦ください。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料理を作ります。
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 （再掲）第９回「みんなでワイワイさんあいイベント」 ふれあい緑地で１１月８日開催予定
「今年も、さんあいイベントは、＜であい・しりあい・わかりあい＝３つのあい＞をも
って開催します。
」とお声掛けをし、現在ボランティアさん、出展団体さん、ステージ出演
者さんを大募集しています。今年も１１月８日（日）開催予定で、準備を進めております。
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。
今、心配なことは大阪府では７月になって新型コロナの感染者が増加傾向にある現状を踏
まえ、例年のように多くの方がお越しになることも想定して、主催者側・関係者の事前の体
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新型コロナ対策をしっかり取って進めてまい
ります。関係者・ご来場者の皆さんが安心して参加していただけるよう、しっかりと最善策
を考えて開催準備を進めていきたいと思っています。
【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・ビーでの支援の意義
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」がまた再度発令されるとか、されないとか言われています。７月に入り東京、大阪を中心に陽性者
が増えています。そんな中で GoTo トラベルキャンペーンも始まりました。正直「with コロナ」もどこまでなのか
と、長期間になってきた「闘い」にしんどくなってきている方も多くいらっしゃるかとお察しします。
各小中学校、支援学校も「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」対策に試行錯誤しながら、夏休み期間も短縮され、新しい生活様式での過
ごし方となるようです。多くの大学は、いまだ対面式の講義はなくオンライン授業となっているようです。
今年も、毎年恒例の職場実習をお願いしようと各企業さんにご連絡を差し上げたのですが、コロナ禍の影響でどち
らからも「夏の職場実習の受け入れ」は難しいとのご返事のもと、大阪府庁庁舎管理課での職場実習は今年も実施され
るとのことで、ハニー・ビーからは２名が参加し、わたしとその保護者さんとで事前説明会に同席しました。事前に提
出した資料を基に、こどもたちの興味を引く資料や、やる気を起こさせる声のかけ方を工夫され、そうした事前準備の
おかげで動き方に違いが出ることを実感しました。今現在も進化を続けられていて、改めて「思い」に感動しました。
こちらの事業を立ち上げられた大阪府の方と久々にお会いし、当時のことを振り返ってお聞きした当初のお気持ち
や守衛の方々の中で「どう関わる中で、変わって行ったのか。
」など、一言ひとことが自分の中でも反芻し「支援とは
何か？？」色々と考えさせられる場面がありました。
改めて『ハニー・ビー』は何をめざしていくのか、を深く考える時間をいただきました。
「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、
「アクシ
ョンを起こし、知ってもらうこと。
」からかもしれません。そこから「気づく」
「伝える」
「理解につながる」ことに向
かうために、今年も恒例の「みんなでワイワイさんあいイベント」を開催します。この時期、中止した方が良いとの意
見もありますが、何もしなければ、変わりません。
状況を踏まえ、
「３密の回避」
「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、人との関係性を大切にしながら活動を進めていくこと
が「with コロナ」と言われる今だからこそ、考えていかなくてはならないと思っています。ご一緒に、自分に出来る
ことを実行していきましょう。
【八木 みどり記】
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