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みどり

すっかり、秋も深まりました。
こんにちは、皆さま。いかがお過ごしでしょうか？ ハニー・ビーの八木です。
いつもありがとうございます。このたびの大きな台風１９号は、東日本で大きな被害をもたらしま
した。未だご自宅の修復が叶わず不自由な生活を強いられておられる被害を受けられた方々に、心よ
りお見舞い申し上げます。一日も早く日常を取り戻されますようにお祈りいたします。
今年は、法人設立１０周年の行事もあり、さんあいイベントの準備も２ヶ月くらい後追いの形で始
まりましたが、当日は申し分の無い晴天の下で、
『第８回みんなでワイワイさんあいイベント』を何と
か開催することが出来ました。ご来場者も昨年を上回る方がおいでくださり、８年前にこのイベント
を始めた時には、これほど多くの方々に知っていただきご参加いただけるとも思っていなかったので、
後援をいただいている豊中市、豊中市教育委員会には、今年もいい報告が出来ました。
何より、当日は多くのこどもたちから『とびっきりの笑顔』や『やって良かった』の声に、来年度
もこのような晴天の下で、多くの方々に来ていただけるよう開催したいと、スタッフ一同気持ちをひ
とつにしたのでした。
あっという間に１１月も、あと僅かですが・・・。支援学校では、学習発表会の練習も始まってい
るようです。日頃の学習の成果を発揮する場だと思いますので、今年度も、子どもたちの活躍すると
ころを是非とも見に行きたいと思っています。
１０月も色々な活動がありました。元気いっぱいの様子をお伝えできればと思っています。今月も
よろしくお願いいたします。

１０月の活動(既に、１１月に終了しているものも含みます)
①
②
③
④
⑤
⑥

マイ児童デイサービスそね・はっとりでの活動 10 月ダイジェスト
親子教室「リトハニクラブ」を開催しました ヨガを体験しました
（10/18）
料理教室開催しました 今月は屋外でバーベキュー（１０/19）
毎年恒例「とよすぽイモ収穫祭」に参加しました（10/23）
『第８回みんなでワイワイさんあいイベント』終了しました（11/10）
フードドライブを開催しました ご協力ありがとうございました
（11/１0）

今後の予定やお知らせ
①
②
③
④

就労プログラムからのクリスマスプレゼントを作ります（12/14）
料理教室の打ち上げを行います（12/21）
今年のマイ合同クリスマス会は１２月２５日水曜日に開催します
（12/25）
就労プログラム 阪神友愛さんへ職場実習に行きます（12/26、27）

あとがき

地域と共に～さんあいイベントから学んだもの～

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 10 月ダイジェスト

10 月 22 日の祝日に、ちいさい秋を見つけに服部緑地へ散策に
出かけました。前日の雨も上がっての晴天。「みんなで、ちぃさい秋
を見つけよう！」と張り切ってどんぐりを拾いました。少し色づき
かけたイチョウの葉っぱを見て、
「秋の色だね」と素直な感性を覗
かせていたそねっ子もいました。
今年は 11 月 10 日に開催され
た『第 8 回みんなでワイワイさん
あいイベント』で、歌とダンスで
のパフォーマンスをするということで、ダンスの練習にも力を入れ
て活動しました。そねっ子のみんなは、プログラムの中でもダンス
が大好き！昨年も、ダンスを披露しているので、「今年も、踊りた
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い！」と言うそねっ子も。当日も一生懸命踊りました。
皆さん、ご覧いただけましたか？みんなの元気なダンスに、こち
らも元気をいただきました。
はっとりでは、身体を動かすプログラムをしています。そねから
借りた平均台等を並べ即席のサーキットコースが出来ました。最初
は「平均台、怖い！」といっていたメンバーも何度か、繰り返して
行くうちに落ちることなく、クリアすることが出来ました。
バランスボールをドリブル出来ずに投げてみたり、転がしてみたり
と様々でしたが、
「タイムを計ります。
」の段になったら、真剣モード
で急に動きが早くり「意外にタイムを気にするんだ。
」という一面も見
られたことが新たな発見でした。今後も、身体を使ってのプログラム
を取り入れ盛り上がりたいと思います。
【お問い合わせ：マイ児童デイサービス 電話 06-6152-8991 ＦＡＸ06-6152-8992】
マイ児童デイサービスはっとり 電話 06-6868-9371 ＦＡＸ06-6868-9372】

活動報告②

親子教室「リトハニクラブ」を開催しました

ヨガを体験しました（10/18）

今年度最後の親子教室「リトハニクラブ」は本来、10 月 12 日の
土曜日に開催する予定でしたが、台風の影響が大きいとの予報を受
けて、急遽予定を変更して 10 月 18 日に開催しました。
プログラムは、
「身体をつかってあそぼうⅡ」という事で、今回は
ヨガに挑戦。お手本の動きを真似るのですが、
「えっ、どっちの手？
足は？」と、なれない動きに首をひねって考えるこどもたち。でも
アロマの香りに癒されているようで、徐々にリラックスしている表
情に。
どうです、この決まったポーズ！！今までやったことのないこと
にチャレンジして、
「出来た！」という自信から「またやってみよう」
という力になっていきます。おうちでもご一緒にチャレンジしてみてくださいね。お母さまも、お子
さんと一緒にリラックス。
【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

料理教室開催しました

今月は屋外でバーベキュー（１０/19）

５回目となる料理教室は今年初の試みとして、
『みんなでバーベキューを
してみよう』との企画をして準備を進めて来ました。
実際のところ、実行するにあたっては『屋外での開催には、リスクがあ
る。
』とボランティアスタッフからも不安の声もありました。でも、『やっ
てみなくっちゃ判らない。
』ということで、先ずは『どうしたら出来るか。』
『何が不安で、リスクだと思っている。』のかを洗い出し話し合いを重ねて
当日を迎えました。
野菜を洗う、切る、準備を整える。５つのグループに分け、それぞれに
役割を持ってみんなが活動することを目的（約束）として始まりました。
各グループでは、ボランティアさんのサポートのもと、焼きそば、焼肉を
作り『これ、わたしが焼いたんだよ。』と、ボランティアさんの取り皿に振
舞ってくれるサービスぶりでした。『上手に焼けているね、美味しいよ。』
との言葉に、嬉しい笑顔が返ってきました。後片付けもみんなで協力してスムーズに出来ました。
【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④

毎年恒例「とよすぽイモ収穫祭」に参加しました
（10/23）

今年も、豊中市スポーツ振興事業団さんからのお声かけで「とよすぽ
ファームプロジェクト」のイモ収穫祭にそね・はっとり合同で、参加させ
ていただきました。
毎年、５月に豊中市スポーツ振興事業団さんにお声かけいただき、さつ
まいもの苗を植えます。夏には数回ではありますが、「みんなのために、
水まき」に行き、収穫の時を心待ちにしていました。
-2-

収穫をする段になり、
「今年は？？」と少し心配していましたが、土の中から大きなさつまいもが
顔を出すたびに大きな歓声があちらこちらで上がっていました。
収穫後には、事業団のスタッフさんに「ありがとうございました。」
「来年もよろしくお願いします。」
と感謝の気持ちをお伝えし、帰路につきました。
代表のマイっ子、みんなのためにありがとう。お疲れ様でした。おいも掘り楽しかったね。収穫し
たさつまいもは、顔ほど大きいのやら手のひらサイズやらと、大きさや形はまちまちでしたが、茹で
るとホクホクで、それぞれの事業所でおやつの時間に美味しくいただきました。ご馳走様でした！！
【お問い合わせ：マイ児童デイサービス 電話 06-6152-8991 ＦＡＸ06-6152-8992】
マイ児童デイサービスはっとり 電話 06-6868-9371 ＦＡＸ06-6868-9372】

活動報告⑤

『第８回みんなでワイワイさんあいイベント』終了しました（11/10）

今年の「第 8 回みんなでワイワイさんあいイベント」
は晴天のもと沢山の方々にご来場いただき、大盛況のう
ちに無事終了することが出来ました。ありがとうござい
ました。
ステージパフォーマンスでは、沢山のご来場者の前で
ご披露することが出来ました。展示では、ＡＮＡさん、
ＪＡＬさんのテントでは制服体験やＣＡさんとのダンス
教室や実際の操縦席さながらの体験が出来るモックピッ
トもあり行列が出来ていました。
また、毎年恒例のこども店長も事前に多くの申し込み
をいただき、当日も合わせて述べ 97 名のこどもたちが
こども店長を体験しました。また、身近に「働く事を感
じてもらいたい。」という思いから、豊中市のご協力をいただき、働く車と市の職員さんも参加いただ
き、大いに盛り上げていただきました。隣のマルシェも大盛り上がりだったようです。ご参加、ご来
場いただいた皆さまありがとうございました。
【お問い合わせ：事務局 電話 06-6152-7389 ＦＡＸ：06-6152-7348】

活動報告⑥

フードドライブを開催しました

ご協力ありがとうございました（11/１0）
今回は、初の試みで豊中市環境部減量推進課のご協力をいただき、
「フードド
ライブ」の特設会場を設置しました。事前に別チラシも急遽作成し、どのよう
な広報をすれば効果があるのか、実際にお持ち
いただけるのか、不安でしたが、当日は多くの
方々からのご好意をいただき「もったいない」
が「ありがとう」に変わりました。
その後、
こども食堂や地域のみんなの食堂を運
営されている団体さんに沢山の食品をお届け
することが出来ました。皆さんのご好意を代表
して提供先の団体さんから沢山の「ありがと
う」をいただき、凄く感激しました。今後もこの活動が、続けていけるようにと願っています。ご協
力ありがとうございました。
【お問い合わせ：事務局 電話 06-6152-7389 ＦＡＸ：06-6152-7348】
お知らせ①

就労プログラムからのクリスマスプレゼントを作ります（12/14）

毎年恒例のクリスマスカードは、就労プログラムに参加しているメ
ンバーからのクリスマスプレゼントとして心を込めて作っています。
シールを貼ったり、雪をイメージしたデザインをしてみたり、はたま
たはさみで切ったり、糊をつけたりとスタッフと悪戦苦闘することも
あります。（笑）
メンバーはそれぞれの役割を分担し、カードを受け取るマイっ子た
ちの喜ぶ顔を思い浮かべて作っています。「いつかは、うちの子も作
って贈る側に・・・」と思っていただけると幸いです。わたしたちも
今年はどのようなデザインになっているのか、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 ＦＡＸ06-6868-9372】
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お知らせ②

料理教室の打ち上げを行います（12/21）

今年度も大きな事故や怪我もなく無事修了した６回の料理教室。料理ボランティアさんとチャレン
ジャーで「包丁の使い方、上手になったね。
」
「たこ焼きを焼くのまぁるくするの、コツがいるよね。」
などお鍋を囲み、親睦を主とした意見交流（打ち上げ）をします。
１回目は、緊張気味だったチャレンジャー同士も、回を重ねるごとに和やかに話が弾んでいました。
刃物を持ったり、火を使ったりすることから、ふざけてはいけない、ルールとマナーは守ってもらい
ながら、和気あいあいと進めてきました。わたしたち料理ボランティアも、レベルアップしていくチ
ャレンジャーとの関わりが楽しく、修了を迎えることが出来たことに感謝です。打ち上げ当日は、い
っぱい語りながら食べましょう。

お知らせ③

今年のマイ合同クリスマス会は１２月２５日水曜日に開催します（12/25）

今年もマイ児童デイサービスそね・はっとり合同でク
リスマス会を開催します。場所は、福祉センターひまわ
り 3 階の会議室と多目的室です。毎年、マイっ子が楽し
みにしてくれているイベントです。
今回は、みんなで手作りしたクリスマスのブーツも登
場します。そねっ子のダンスと歌、そしてお待ちかねの
サンタさんからのプレゼントも楽しみですね。
今年のコンセプトは？？ 他にどんなお楽しみがある
かは、当日までの秘密です。ボランティアとして｢イオン
ディライト｣の方がお見えくださり、マジックをご披露くださるとか・・・。そね・はっとり合同で、
きっと盛り上がることでしょう！！
このお知らせが出る前に、既に参加者申し込みは締め切っています。参加されるマイっ子の皆さん、
どうぞ楽しんでくださいね。わたしにも、サンタさん来てくれるかな？！楽しみに待っています。
【お問い合わせ：マイ児童デイサービス 電話 06-6152-8991 ＦＡＸ06-6152-8992】
マイ児童デイサービスはっとり 電話 06-6868-9371 ＦＡＸ06-6868-9372】

お知らせ④

就労プログラム

阪神友愛さんへ職場実習に行きます（12/26、27）

一昨年の冬から、マイ児童デイサービスの就労プログラムメンバーの希望者で、阪神友愛さんのご
好意で職場実習をさせていただきます。今年は、１２月２６日、２７日の２日間実施します。
今年は、車でなく公共交通機関を使って実習に行きます。学校やデイの中での活動とは違う、実際
の職場での｢お仕事｣となるので「働く厳しさ」も学べると思います。
なかなか、この様なチャンスが少ないのではないでしょうか？年の瀬の慌しい時期ではありますが、
どうぞ体験値を積み上げて、彼らの自信につなげてもらいたいと思っております。
【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 ＦＡＸ06-6868-9372】

あとがき

地域と共に～さんあいイベントから学んだもの～

わたしたち特定非営利活動法人ハニー・ビーは、「みんなにやさしい共生社会の実現」をめざし、
日々活動しています。その中でも家庭・学校・地域との繋がりが大切だと、10 周年を迎えた今も、
良好な関係を構築し継続できるように、イベント開催を含め地域、学校との連携をめざしてきました。
そんな中で、
『第 8 回みんなでワイワイさんあいイベント』は、色々な方面の方々のご協力のもと、
４，０００名ぐらいのご来場をいただき大盛況だったことも、皆さまのお陰だと感謝しております。
ありがとうございました。
年を重ねる毎に、地域の方々との繋がりが強くなっているように感じられ心強さも実感できました。
今年もさんあいイベント開催に向け、ふれあい緑地をお借りすることによって開催が実現しており
ますので、近隣の方々に前もって「ご挨拶」にお邪魔させていただきました。
その際に、｢今年も楽しみにしているよ。｣｢掲示板に貼ってあげる。｣などと温かいお声をかけてい
ただき、正にふれあいの機会になっているとわたし自身が感じることが出来ました。
「障がいのあるなしに関係なく、出会える場」が、このイベントに留まらずに幅広く繋がっていけ
るように、来年のさんあいイベントでの更なる進化をめざしていきたいと思います。
さんあいイベントが来年も行なえますように、また「であい・しりあい・わかりあい」が『みんな
にやさしい共生社会の実現』に一歩でも近づきますように。これからもご支援、ご協力のほどよろし
くお願いいたします。
（八木 みどり記）
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