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台風１５号の被害に遭われた方、お見舞い申し上げます。
こんにちは、皆さま。いつもありがとうございます。いかがお過ごしでしょうか？
今月は、私たちハニー・ビーが８月１２日に法人設立１０周年を迎えられたことを記念し、９月８日に『講演
会とミニコンサートの集い』を開催しました。多くの方々にご来場いただき、とても温かい雰囲気の集いとな
りました。有り難うございました。(詳細は後程)
今回の台風１５号は、関東地方を中心に甚大な被害をもたらしました。昨年の台風２１号ことが思い起こさ
れました。豊中でも短時間に強烈な雨が降り、暴風雨でマンション全体が地震の様に揺れているという感じ、
地震だけでなく台風でも「怖い」と直感的に感じたことを記憶しています。
今回は、千葉県房総地区で被害が大きく１週間たった今でも停電が続いているところもあり、多くの方々が
被災され、いつ終わるとも判らない不安の中で、今も過ごされておられるかと思います。一言では言えない気
持ちでいます。昨年は豊中でも停電が２日間あり、それでも復旧されるまでの時間はとにかく長く感じました。
普段の生活のありがたさを痛感しました。今回の台風で被災された皆様には、一日も早い平穏な日常を取り戻
されるように、心よりお見舞い申し上げます。
今月もよろしくお願いいたします。

8 月の活動(9 月に既に終了しているものも含みます。)
① マイ児童デイサービスそね・はっとりでの活動 8 月ダイジェスト
② あしすと阪急阪神を見学しました。
（8/22）
③ 料理教室。今月は、
「変わりそうめん」
（8/24）
④ 服部阪急商店街の夜店に参加しました。
（8/31）
⑤ 法人設立１０周年記念「講演とミニコンサートの集い」を開催しました。
（9/8）
⑥ マイ児童デイサービスの個別面談がありました。(９/9～9/20)

今後の予定やお知らせ
① 料理教室。9 月は「オムライスと小鉢」（9/28）
② そねっ子のダンスの練習、始まります。(9/中旬～)
③ 親子教室「リトハニクラブ」を開催します（6 回目）（10/12）
④ 第８回みんなでワイワイさんあいイベント、色々な部門で大募集（9/２０～）
（① ９月１５日～

②10/初旬～）

⑤ さんあいイベントでフードドライブ特設会場を設置します。
（11/10）
あとがき

寄り添うこと、想いを紡いで。

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 8 月ダイジェスト
8 月のそねの活動をお知らせします。夏休みに入っても毎日暑い日が続き、
急な雷雨等も多かったですが、そんな中でも、そねっこたちはみんな元気いっ
ぱいです。
8 月は毎年恒例の手作り感が満載の夏祭りです。今年も７月からうちわを
作ったり、ハッピを作ったりと大活躍です。お金の理解を促すプログラムで登
場したのは、そねっ子特製のけん玉とジュ
ース。それぞれに値段をつけて、お客さんと
お店の人とのやり取りとお金の受け渡しを
しました。
『いらっしゃいませ。
』
『これ下さい。
』
『○○円です。
』とやり取りし
ながら学びます。簡単なようですが、
『いらっしゃいませ。
』がなかなか言えな
いんですよ。
はっとりでは、阪神友愛食品さんで職場体験をしました。こちらも暑い中
での体験となりました。ここでの実習は多多種多様です。牛乳パックのリサ
イクル分別、商品の封入、椎茸の選別や軸取りなどの作業を体験しました。
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日頃なかなか体験しない立ち仕事や集中して行なう作業もありました。牛乳パックの分別作業は冷房もない
暑い場所でしたが、みんな汗を一杯掻きながら頑張りました。彼らが手がけたものが、そのまま商品になるも
のもあり緊張したようですが、とてもいい体験となりました。阪神友愛食品の皆さん、有り難うございました。
【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 あしすと阪急阪神を見学しました。
（8/22）
今年初めての企業見学会は「あしすと阪急阪神」さんにお願いしました。
今年の春に社員研修でお邪魔し、
「どうしても、はっとりのメンバーも見学させたい」
との思いで、図々しくもお願いをして、今回の見学会が実現しました。あしすと阪急阪神
の社員さんの皆さんは、しっかりと自分で段取りなどを頭に入れて、ピッカピカになるま
で清掃作業をされたり、又別のフロアでは届いた郵便物や宅配物を各々の会社別に仕分け
る作業もされていました。
今回、この見学会に参加したメンバーから、
「実習をしたい」との申し出があり、
２週間の実習をさせていただきました。彼女にとっては初めての事務系の仕事ですが、
とても表情も明るくなり、働く楽しさを実感したようです。
いつも思うことなのですが、｢仕事をする。働く（はたらく）｣ということは、
「傍
（はた）の人を楽（らく）にすること。
」だと考えています。はっとりで、
「人のため
に働くための準備を体験」してもらい、実際に「働く現場」を体験することは大きい
です。今後も企業見学会を開催する予定です。お忙しい中、ご対応いただきましたア
シスト阪急阪神の皆さん、有り難うございました。
【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 料理教室 ８月は「変わりそうめん」を作りました。
（8/24）
８月２４日開催の３回目の料理教室は、夏を感じてもらおうと『変わりそうめん』
を作りました。今回は、豊中市本町６丁目のハニー･ビージョブで開催しました。ち
ゃんと皆さん間違わずに来られました。今回もいつものように買い物に行き、そう
めんの具材作りをしました。
その中でも苦戦したのが、
かき揚げ。
『たまねぎ、
嫌い！』
どうしてかと尋ねると「だって、目が痛いもん」
。はい、ごもっとも。
４つのグループの人数分を切るだけでもサポーターさんの分も入れて６名分。そ
れでも、
何とか頑張りました。
その後のそうめん団子のデザート？？には、
『こんな、
食べ方もあるんだね。
』と、嬉しそうに口一杯ほお張っていました。みんなと協力し
て出来た『変わりそうめん』
、お片づけもみんなで分担しました。食を楽しむ、作る楽しさも実感できた１日と
なりました。次回９月２８日の４回目の料理教室は、いつもの中央公民館の調理室でオムライスと小鉢を作り
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】

活動報告④ 阪急服部商店街の夜店に参加しました。
（8/31）
夏休みも終わって、祭りの季節の締めくくりは、阪急服部商店街の夜店でした。い
まではすっかり恒例となり、今年も開催します「みんなでワイワイさんあいイベン
ト」ですが、２０１３年の第２回目はこちらの商店街で開催させていただきました。
それからのご縁で、今年もハニー・ビー ジョブで夜店に出店させていただきまし
た。多肉植物や観葉植物、またメンバーが作ったクラフトが並びました。
勿論、大好評の「魚つり」も進化系つりざおと共に参上しました。今回も、釣る楽
しみを持ってチャレンジしてくれたちびっ子たちの嬉しい笑顔に、こちらも嬉しい笑
顔になりました。ご参加させていただき、有り難うございました。
【お問い合わせ ハニー・ビー ジョブ 電話：06-6398-9500 FAX：06-6152-9535】

活動報告⑤ 法人設立１０周年記念「講演とミニコンサートの集い」を開催しました。
（9/8）
ハニー・ビーが法人設立１０周年を迎え、お世話になってきた方々に「感謝の気持ちをお伝えしたい」と、
１０周年記念「講演とミニコンサートの集い」を、９月８日（日）１３時から豊中市のすてっぷホールで開催し
ました。事前にお申し込みいただいた１０９名の方々とハニー・ビーのスタッフが一堂に集う事が出来ました。
お忙しい中、お越しいただいた長内 茂樹 豊中市長からご祝辞もいただき、
『法人設立前のエピソード』な
どもユーモアを交えてお話くださり、長内市長のお人柄が感じられる良いご挨拶を頂戴しました。
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第１部のミニコンサートでは、プロのソプラノ歌手としてご活躍の
北村 多恵さんの澄んだ歌声に、皆さん心癒されたようでした。また
『われは海の子』を２つのグループに分けてみんなで歌ったことも、
アンケートでは『とても良かった』と良い評価をいただきました。
第２部の講演会では、NHK E テレの『バリバラ』のパーソナリ
ティー 玉木 幸則さんに『障害があってもなくても共に地域で暮ら
せるまち』という内容で、玉木さんご自身の体験から将来へ繋がる思
いを熱くお話いただきました。ハニー・ビーでは、ミッションとして、
『みんなにやさしい、共生社会の実現』をうたっていますが、実際に
障害があるなしに関係なく、先ずはお互いに知り合うこと、当たり前
でないことを疑問に思うこと
にあるのかなと思いました。第１部の北村さんも、第２部の玉木さんも
とても素敵な方だというだけでなく、
『何事にも前向き』な姿勢を示さ
れる場面を拝見しました。
就学中のお子さんもいずれ大人になります。その方なりの『自立（自
律）
』を諦めることなく、そこにハニー・ビーも寄り添えたら・・と強
く思いました。まだ、１０年。この先もずっと繋がり、わたし達の活動
が『そんなん、当たり前やん。
』と言われる時代が来るように、先を目
指していきます。今回の１０周年で沢山の方からのメッセージをいた
だけたことが、嬉しかったです。
皆さま、今後とも『有限実行』出来る様に社員一同、更に研鑽してまいります。更なるご指導、ご鞭撻を賜
りますようお願いいたします。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 FAX：06-6152-7348】

活動報告⑥ マイ児童デイサービスの個別面談がありました。(９/9～9/20)
この紙面が出る頃には、きっと終了していると思います。マイ児童デイサービス（そね・はっとり）それぞれ
の個別支援計画の前期評価と来期の目標設定のため、保護者の方々にはお暑い中、お１人３０分ほどの短い時
間ではありますが、お越しいただき面談をさせていただきました。
『大切に関わってもらっている。
』
『こどもに対しての評価が適切。
』
『こどもが行きたがるのが判った。
』と、
わたしたちにとっても、いい評価をいただく機会となり、これからも頑張って共に成長して行きたいと思いま
す。お忙しいところ、ご足労いただき有り難うございました。
【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】

お知らせ① 料理教室 9 月は「オムライスと小鉢」
（9/28）
9 月２８日開催の 4 回目の料理教室は、いつもの中央公民館の調理室
で、チャレンジャーのリクエストで『オムライスと小鉢』を作ります。１０
時までに集合したチャレンジャーと料理ボランティアさん一緒に食材の買
い出しに行きます。今回も、慣れればおうちでも簡単に出来るランチメニ
ューです。お米を研いだり、野菜を切ったり、炒めたりと大忙しだと思いま
すが、ルールやマナーを意識して料理教室を進めていきます。さぁ、どんな
個性的なオムライスが出来ますやら！！お楽しみに！！
また次回１０月１９日の料理教室は、教室を飛び出し、吹田市にあるお
ゆばバーベキューサイトでの待ちに待った『バーベキュー』です。チャレンジャーの活躍に大いに期待してい
ます。どうぞ、晴れますように！！
【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 そねっ子のダンスの練習、始まります。(9/中旬～)
そねっ子はダンスが大好き、歌うことも大好き！！今年の『第８回みんなで
ワイワイさんあいイベント』のステージに向け、歌とダンスをご披露するため
の練習が始まります。いつも、マイのお部屋で音楽が流れると自然とダンスと
歌が始まる状況です。運動会の練習もあるのですが、ダンスも頑張ってくれる
ことでしょう。そねっ子たちのステージ上でのパフォーマンスをぜひとも応援
してください。本番は、１１月１０日の日曜日です。
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【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】

お知らせ③ 親子教室「リトハニクラブ」を開催します（6 回目）
（10/12）
今回は、子どもゆめ基金助成金事業の最終回の６回目となります。今回のテーマは、
「から
だを使ってあそぼう」です。小さなお子さんは、自分の手足を使ってあそぶのが大好き！！
それを『ヨガ』という形で、ゆっくりと静の動きを取り入れて、いつもと違うからだの使い
方に挑戦したいと思います。
『呼吸を意識する。
』など日常の中で当たり前にしていることを、
改めて親子で体験してください。体験することで、もしかしたらご家庭でも手軽に『ヨガ』
を取り入れたお子さんとのふれあいの時間の充実になると思います。
当日は、動きやすい服装、タオル、それと多めの飲み物をお持ち下さい。皆さんとの楽し
い共有の時間となりますように、ボランティアと一緒にお待ちしています。
【お問い合わせ ハニー・ビー事務局 電話：06-6152-7389 FAX：06-6152-7348】

お知らせ④ 第８回みんなでワイワイさんあいイベント 色々な部門で 大募集（９/初旬）
（① ９月１５日～、② 10/初旬～）
９月からは「第８回みんなでワイワイさんあいイベント」の準備や調整
も本格的に始まります。
障害のあるなしに関わらず、先ずは地域で『であい・ふれあい・わか
りあい』の３つのあい（＝さんあい）の場になればいいな、との思いで始
まった『さんあいイベント』も今年は８回目。
今年もこどもたちの体験の場になるワークショップでのお手伝い、ス
テージ上でのパフォーマー、その他警備などのボランティアさんを大募
集します。また、子どもたちが、イベントでの司会やその補助をしたり、
駐輪場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
いイベント周知広報のために市役所訪問などを中心とした『子ども広報』など企画もどんどん進めていきます。
少し先になりますが、ハニー・ビーのＨＰにも情報等をアップします。
【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⑤ さんあいイベントでフードドライブ特設会場を設置します。
（11/10）
今年、初めてのチャレンジでさんあいイベントで『フードドライブ』を開催します。ご家庭に眠っている余
剰食品があれば是非、さんあいイベント会場の特設会場にお持ちより下さい。お持ちいただいた食品等を、ハ
ニー・ビーが、必要としている福祉団体・施設にお届けしてお役に立てていただきます。
『もったいない』を『有
り難う』に変える取り組みです。
【お問い合わせ ハニー・ビー事務局 電話 06-6152-7389 FAX：06-6152-7348】

あとがき 寄り添うこと、想いを紡いで。
いつも最後までご拝読いただきありがとうございます。
今月も、あれやこれやと内容を精査しているうちに月の半ばを過ぎま
した。やっと１３１号を皆さまのお手元にお届けすることが出来まし
た。今回の１０周年記念事業を開催したことによって、沢山の方から、
また当日ご参加いただけなかった方からも温かいメッセージを沢山い
ただきました。これからも支えていただいている皆さんのご理解とご
協力のもと、様々な活動を通じ、より一層地域に愛される法人をめざし
ていきます。
もう２ヶ月もしたら、さんあいイベントも本番を迎えます。会場となります服部のふれあい緑地で、わたし
たちがこれまで出逢っていない障害のある方やそのご家族の方々と想いを共有できればと願っていますし、そ
のご縁を大切にその後も寄り添うことが出来れば嬉しいです。
令和元年の今年、さんあいイベントを契機に、新しく『フードドライブ』にも挑戦します。地域にお住まいの
方々とお互いにより良い関係を持てるように･･障害があっても人のために働ける！！是非、ご協力下さい。
心よりお待ちしております。
【八木 みどり記】
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