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淡路島１泊宿泊体験は中止となりました。
こんにちは、いつもありがとうございます。皆さま。いかがお過ごしでしょうか？
今年は、本当に異常気象です。７月の初旬に起きた西日本豪雨の被害も未だ残っているというところで、台
風１２号が予想される進路を、７月２８日２９日に大きく変え、西日本を東から西へ横断するような異例のル
ートをたどりました。淡路島での１泊宿泊体験は、チャレンジャーだけでなくサポーターの皆さまにとっても
年に一度の大きなイベントで、お休みを取られるなど調整をいただいて開催の運びとなっていただけに、中止
の判断をすることに大きな迷いもありましたが、様々な体験プログラムの実施が出来ないこと＝安全確保が困
難なこと、となると早めの判断が必要だろうと、２７日の午後２時には参加予定の皆さんに向けて中止のご連
絡をさせていただきました。 例年、就労プログラムのマイッ子たちを中心に、宿泊体験準備を進めていたの
で、マイっ子達も本当に残念な気持ちだったと思います。その気持ちを抑えて『また、来年ね！』と言ってく
れる彼らに感動しました。
１泊宿泊体験も、昨年の「さんあいイベント」に続き、台風大雨で中止を余儀なくされましたが、その「さ
んあいイベント」の準備や調整も本格的に始まっています。子どもたちが、ステージでのダンスや歌などの司
会やその補助をしたり、駐輪場所の整理やボランティアの活動をしたりする『子ども店長』
、さんあいイベント
周知の市役所などを中心とした『子ども広報』など企画もどんどん進めています。
引き続き、料理教室や親子療育プログラムも実施していきます。８月９日には学習支援も少人数で始めまし
た。今、形が無いことが、将来には当たり前に形になるように。｢地域に愛される法人｣をめざしていきます。
今月もよろしくお願いいたします。

7 月の活動(8 月で既に終了しているものも含みます。)
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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
淡路島１泊宿泊体験は、残念ながら中止となりました。
（7/28、29）
７月の社員研修会｢児童虐待の現状について｣学びました。
（７/19）
ハニー・ビー ジョブ 夏の快進撃は続いています。
感謝！！絵画教室も順調に続いています。
学習支援、始めました（8/9）

今後の予定やお知らせ
① 「サポートが必要なこどもたちとの料理教室」が開催されます。（8/25）
② ハニー・ビー ジョブの「ぱーく de ジョブ」第２弾（9/3、4）
③ 親子療育プログラム「リトハニクラブ」を開催します。（9/8）
④ 第 5 回 就労プログラム （9/8）
⑤ ９月は交流会です。｢精神科のお薬～肥満と睡眠の関係～｣（9/27）
⑥ 今年の「さんあいイベント」は１１月１１日（日）開催です。
あとがき
活動報告①

新たな出逢いから
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

そねの事業所は、今月もとっても元気に活動しています。いつものお部屋
で夏を感じるようなプログラムが続いています。
先ずは昨年度大好評だった「そうめん流し」です。流石、そねっ子！！昨
年のことをしっかりと覚えていて、
「そうめん、美味しかったで！」
「流れて
くんねん！」と解説をしてくれる親切なそねっ子。スタッフはそのための準
備に余念がありません。そうめんをゆでて、トッピングになる錦糸卵を焼い
て、きゅうり、ねぎも切って本番に備えます。今まで、そうめんをおうちで
食べたことが無いと言っていたそねっ子も、このそうめん流しを期に、おう
ちで他の食べ物にも興味が出てきたという嬉しいお話を聞かせていただきました。
また、
「さんあいイベント」に向けてのダンスの練習も始まりました。この夏は、毎年恒例の宿泊体験が中
止になったので、何だか知らないうちに夏休みが始まったという感じでしたが、そねっ子たちの活動から「う
かうかしていられないぞ！」とやる気をもらった気がしています。まだまだ夏休みは続きます。
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はっとりでは、｢食べ物に興味を持って欲しい。｣との思いもあって、ク
ッキングプログラムの充実を図っています。実際にはっとりで作ったもの
を「美味しかったからおうちでも作ってみたい！！」と腕を振るうメンバ
ーも続出！！最初は手元も危なっかしく大丈夫かなと不安げだったスタ
ッフですが、今では、「お野菜を切りたい人！」で元気よく挙手するメン
バーの包丁使いに、少し任せられる余裕も出て来たようです。
何よりも何にでも積極的に挑戦してくれるように変わってきたメンバ
ーのお陰かもしれませんね。これから、益々の自信に繋げていけたらと思
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：06-6152-8992
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 淡路島１泊宿泊体験は、残念ながら中止となりました。
（7/28、29）
今回の台風１２号は、３日前までの進路予報では淡路島を直撃すること
なく、太平洋沖を通り過ぎる予報でしたので、当初予定通り実施の段取り
で、熱中症対策等を再確認して、皆さまにもお便りを出し、準備を進めてい
た矢先に、出発前日の金曜日には、土日には淡路島付近を通過する模様との
進路予報とにらめっこしながら現地とも連絡を取り合っていました。
金曜日時点で、現地では土曜日の午後から雨となり、バーベキューは雨ざ
らしの中（屋根はありますが）
、翌朝の魚つりは中止、朝食やお昼のカレー
も部屋ごとで調理など、プログラムが大きく変わってくることが想定され、また安全第一を優先し、一生懸命
考えてた末にやむなく中止としました。楽しみにしておられた皆さまには本当に申し訳ございませんでした。
本年度中の再度の実施も検討しましたが、多くのボランティアさんの確保や、大人気のじゃのひれリゾート
の予約など、困難な課題が多く断念せざるおれない状況と判断しました。来年も熱い思いを持って、是非とも
エントリーをお願いいたします。全てのお関わりいただいた方に感謝を申し上げます。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 ＦＡＸ06-6152-7348】

活動報告③

７月の社員研修会｢児童虐待の現状について｣学びました。（７/19）

毎月開催される研修会の中でも、特に「発達障害」と同じくらいスタッフの要
望が高かった「児童虐待」の研修会です。今回はお忙しい中、豊中市子ども未来
部子ども相談課の 森 浩也課長にご講義をお願いしました。
「児童虐待」研修は、毎年実施していますが、
「うちには関係ない。」と他人事
ではないということ、今回実際に関わりの深い方から現場の声もうかがうこと
で多くの気付きがありました。
「泣いている声がする。」だから虐待じゃないかと即通報するのではなく、お
互いに知り合うことで「どうしたの？」と声かけが出来る関係性が出来て、居
住する地域で誰もが安心して暮らせ、こどもたちが育ち合える場になればと思
います。家庭や学校の間に、社会資源の一つとしてわたしたちの事業所もあれ
ばと願っています。
【お問い合わせ ハニー・ビー事務局 電話 06-6152-7389 ＦＡＸ06-6152-7348】

活動報告④

ハニー・ビー

ジョブ夏の快進撃は続いています。

みなさんは、夏まつりに行かれましたか？ ハニー・ビー ジョブは、７月８日の豊中
駅前の七夕祭りに始まり、１５日の新田南夏まつり、庄内西小学校サマーフェスタ、２
１日は、初参加の東泉丘小学校の親子フェスタへ。そして２９日には、岡町ちびっこ夜
店大会（前日の２８日は台風１２号の影響で中止）に出店しました。
ジョブのスタッフと一緒にお手伝いに来てくれたのが、利用者の皆さんと保護者の方。
いずれの出店にも沢山の人が、ジョブ名物の「さかなつり」を楽しみ、スタッフは休む
暇も無くバタバタしていました。
「絶対につれる、つれた時が、嬉しい！」
「何が入って
るか、わからないところが楽しみ！」との感想をいただき、スタッフも嬉しいです。
８月４，５日に開催された豊中で一番大きなお祭り、
「豊中まつり」にも参加しました。
今回はきらめき通りに初参加（今までは市民活動コーナーでの出店でした。
）
１日目は場所が少し狭くて大変でしたが、２日目は、要領も得ていつもの調子で頑張りました。
ご来店いただいた皆さま、お手伝いいただいた利用者さん、ご家族の方々、有り難うございました。今年のハ
ニー・ビー ジョブの暑い夏は、もう少し続きます。
【お問い合わせ ハニー・ビー ジョブ 電話：06-6398-9500 FAX：06-6398-9535】
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活動報告⑤

感謝！！絵画教室も順調に続いています。

６月から本格実施をしている絵画教室。７月も元気に活動を続け
ています。場所は本町事務局のお隣の部屋です。第１、２、３の水曜
日の１６時～１８時半までのお好きな時間で吹田市の画家 詩歌敬
（しかけい）先生のご指導のもと、
「自由に、大胆に！」を合言葉に、
自己表現の場を提供しています。生徒さんと同時にボランティアさ
んも募集しています。この活動に興味のある方、お手伝いをお願い
します。楽しい時間を一緒に共有してください。お待ちしています。
【お問い合わせ ハニー・ビー事務局 電話 06-6152-7389 ＦＡＸ06-6152-7348】

活動報告⑥

学習支援始めました。（8/9）

夏休み、真っ只中の８月９日に、学習支援のお試し会を開催しま
した。相談の面談の中でもお母さま方からのご要望が多かったので、
以前から「放課後等デイサービスと違った形で、子ども達にアプロ
ーチできないか。」と考えていました。
放課後等デイサービスで、学習支援や個別支援を希望される保護
者の方もおられるのですが、個性を持った沢山のマイっ子に対して
は、やはり「社会に出る準備を少人数の中で療育していきたい。
」と
の気持ちが強く、マイ児童デイサービスでは今の形を保ちつつ、別
の場所で「学習の支援」と考えた次第です。
９月からも少人数で火曜日、木曜日のいずれかで開催していきます。実際に、学校に行けてない小学
生のお子さんにも、ハニー・ビーとして、何か出来ることがあると思っています。今回ご参加いただい
た５名の方々、（保護者の方も）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 ＦＡＸ06-6152-7348】

お知らせ①

「サポートが必要なこどもたちとの料理教室」が開催されます。（8/25）

今回は、豊中市本町のハニー・ビーの事務局で開催するこ
とになりました。（場所をお間違えないようにお越しくださ
いね）阪急バス「梅花学園前」
、
「豊中本町８丁目」のいずれ
のバス停からも徒歩２分のところにあります。
今回のメニューは、お楽しみ餃子とご飯、味噌汁となりま
す。お楽しみ餃子は、この間、参加者の皆さんがサポーター
さんとともに候補を出してもらった中から、参加者とサポー
ターさんが一緒に決定しました。どんな餃子になるのか、お
楽しみに！！作ることが楽しくなる、そんな料理教室が提供していけたらと思っています。
【お問い合わせ ハニー・ビー 事務局 電話：06-6152-7389 FAX：06-6152-7348】

お知らせ② ハニー・ビー ジョブの「ぱーくde ジョブ」第２弾（9/3、4）
皆さん、ハニー・ビー ジョブが１階、ハニー・ビーの事務局が２階に入ってい
る豊中市本町の金岡ビルをご存じですか？先週のハニー・ビー通信でもご案内い
たしましたが、まだまだ進化中です。その様子を是非ともご覧いただきたいと思
い、寄せ植え講習会（予定）を開催したいと思います。まだ、この時点で詳細は決
まっていませんが、皆さんに来ていただき喜んで帰っていただけるような企画を
考えております。決まり次第、お知らせいたします。是非ともご参加ください。
【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 親子療育プログラム｢リトハニクラブ｣開催します。
（9/8）
８月はお休みして、今回で 4 回目となります。こどもたちが大好きなねんどで遊
びます。今回は、小さなお子さんも想定して小麦ねんどを使います。さて、どんなこ
とになるかは、お楽しみに。
今回も色々な年齢の違う子どもたち同士で、関わり遊ぶのを微笑ましく見ながら、
そのお母さん方が元気になればいいなぁと思っています。
今回もわたしたちが少しでも｢しんどさ｣の緩和のお手伝いが出来、
（気持ちが楽に
なる程度ですが・・）一緒に笑いあえれば嬉しいです。先輩のお母さん、ボランティ
アの皆さん、スタッフ共々、沢山の方のエントリーを心よりお待ちしています。
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これからの予定ですが、９月のあとは、１０月１３日、１１月１０日です。今後ともお待ちしています。
【お問い合わせ ハニー・ビー事務局 電話 06-6152-7389 ＦＡＸ06-6152-7348】

お知らせ④

第5回

就労プログラム

（9/8）

８月はお休みだったので、９月８日が第５回目になります。９月は、はっとりで開催した職場体験の感想を
聞きながら、６つの作業のタイムトライアル。前回よりも早くできるか、丁寧に取り組めるか、ミスは最小限
に収まるか、まさにレッツトライです。毎回、プログラムスタッフの説明を聞いて丁寧に取り組む姿に、成長
を感じています。
【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⑤

９月は交流会です。｢精神科のお薬～肥満と睡眠の関係～｣（9/27）

こちらも保護者の方からのご相談の多いお悩みです。本町６丁目の「かりん薬局」のオーナー薬剤
師の 藤澤 宏充先生にお願いして「精神科のお薬について～その中でも肥満と睡眠」のお話をしてい
ただきます。お薬については、効能は知っていても副作用などについては、意外とご存じない方もおら
れるのではないでしょうか？
お薬が効いているから・・だけでなく、健康についても考える機会になればと思います。お忙しい
とは存じますが、将来にも繋がるお話だと思いますので、是非ともご一緒に学びましょう。そして交流
を図っていただければと思います。
【お問い合わせ：ハニー・ビー事務局 電話 06-6152-7389 ＦＡＸ06-6152-7348】
お知らせ⑥ 今年の「さんあいイベント」は１１月１１日（日）です。
この頃、お天気に恵まれていないハニー・ビーのイベントですが、今年の
「さんあいイベント」とはきっと晴れると信じて、子ども協議会、子ども広
報、こども店長とそれぞれのセクションで進めて行きます。
少しずつ、協議会の話し合いで「今年はどんなことをして行こう。
」が形
になりつつあります。ボランティア、出演者の募集も始まります。是非とも
今年も「さんあいイベント」を一緒に盛り上げてください。場所は今年もふ
れあい緑地（豊中市服部西町５丁目）芝生広場２です。
【お問い合わせ：ハニー・ビー事務局 電話 06-6152-7389 ＦＡＸ06-6152-7348】

あとがき

新たな出逢いから

今年は、本当に残念なことに宿泊体験が実施
することができませんでした。いつにも増して、
チャレンジャーの申し込みが多かったこと、そ
れも新しい方が多かったです。大型バスにいっ
ぱいまで乗ってサポーターも増員して望む段取
りでしたので、非常に残念です。是非とも来年
もチャレンジしてください。よろしくお願い致
します。
わたし自身、今回もそうですが気持ちが揺れ
る中、中止のタイミングなど判断を迫られる場
面が多くあります。その度に、やりたい気持ち
と安全に対してのリスクを考えます。これから
のイベントも全てが晴れて開催が出来るとは限りません。そのことを踏まえて助言も苦言も聞きなが
ら、その器が備わるようにしてまいりたいと思います。
今月号でもご報告したように、絵画教室と学習支援を始めました。絵画教室は８名の方が６月から先
生と一緒に自己表現の時間を楽しみながら、通って来ていただいています。学習支援も出来れば形にし
ていけるように活動していきます。特にお子さんにとっては、大きな課題だと思います。勉強がわかる
ということを自信に変えられる様に取り組みを進めていきます。
以前にも通信でお知らせしましたが、WAM 助成で「買い物に出歩くのが難しい方と障がいのある方
を繋げる事業が出来ないか」と考えており、試行錯誤しながら今も宅配事業を細々と進めています。
この度お逢いした方と、
『野菜』という共通したもので一つの光明が見えてきました。ハニー・ビー
ジョブを中心に、障がいのある方々の社会参加が「今までには無い、かっこいい形で地域の活性化にも、
障がいのある方々のこれからの働き方にも、変革が起きるような予感がしています。
周到な準備のもと、ハニー・ビーのめざす、「みんなにやさしい共生社会の実現」を、ここから発信
していきます。赤ちゃんからお年を召された方まで、馴染みの地域で寄り添いながら・・。【八木記】
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