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宿泊体験、無事に終了しました。
こんにちは、皆さま。いつもありがとうございます。
お変わりありませんか？今年も何だか、梅雨の時期も一気に雨が降ることが多かったですね。その梅雨も夏
休み突入の直前に明けました。今年の宿泊体験は、台風もそれ７月２７日、２８日の１泊２日無事に終了する
ことが出来ました。２６名のチャレンジャーに同数のサポーターをマッチングし、行動を共にしました。
今回は豊中を出発する時には、小雨が降っていて『大丈夫かなぁ』と雨雲を見ながらため息をついていまし
たし、現地に向かう途中の明石海峡大橋を渡る際にはバスの中から『激しい雨で前が見えない』ほどっていま
したが、雨雲レーダーでその後の動きを確認すると、綺麗に雨雲が切れるとの予報が出ており、見事予報通り
天気は急速に回復し晴天のもと活動が出来ました。今年もいい思い出が沢山出来ました。じゃのひれリゾート
のスタッフさんに良くしていただき、魚つり体験では釣友会の会長さん（魚つり名人）がボランティアでお手
伝いをしてくださり、真剣な表情でアドバイスを受けるチャレンジャーに思わずサポーターさんも微笑えんで
いました。
８月１２日には、ハニー・ビー法人設立 10 周年を迎えました。色々なことがあった１０年でした。皆さん
にお支えいただき、また応援いただいたからこそ、今のハニー・ビーがあると確信しています。
９月８日には、その感謝の気持ちを込めて『１０周年記念 講演とミニコンサートの集い』の開催いたしま
す。
『地域に愛される法人をめざして』
『自分たちが誇れる法人をめざして』いきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

７月の活動(８月に既に終了しているものも含みます。)
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

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
親子教室「リトハニクラブ」の様子（７/13、８/10）
就労プログラムで宿泊体験の準備作業をしました（7/20）
職員研修会 「クレーム対応について」学びました（7/26）
第１０回宿泊体験ＩＮ淡路島は無事終了しました。(7/27、28)
地域のお祭りに参加しました。
（7/14 新田南、庄内西、7/27・28 岡町、8/3・4 豊中まつり）
阪神友愛食品さん等で職場実習をしました。
（8/6～9）

今後の予定やお知らせ
① 料理教室。8 月は「変わりそうめん」（8/24）
② 法人設立１０周年記念「講演とミニコンサートの集い」を開催します
（9/8）
③ 親子教室「リトハニクラブ」を開催します（５回目）
（9/14）
④ 第８回みんなでワイワイさんあいイベントを出店、パフォーマーさん、その他大募集（９/初旬）

あとがき

１０周年を迎えて思うこと。

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
７月のそねの活動をお知らせします。夏休みに入る直前に梅雨明けし毎日暑い日が続いています。そんな中でも、そ
ねっこたちはみんな元気いっぱいです。
「こんにちは！先生、来たよ。わぁ～」と送迎車から歓声を上げて降りてきます。迎える指導員も嬉しくなってき
ます。そねのお部屋がみんなのくつろぎ、成長の場になっていたら嬉しいです。先月から療育の在り方を再確認すると
ころから始めており、環境整備したり、個別に学習の習熟度を確認したりと、ただ単に『楽しく過ごしてもらう』だけ
の場ではないと認識しています。将来を見据えたそねっ子たちの『自立』に向けての自
己選択、自主活動のためのものでありたいと思っています。
こちらのうちわ、素敵でしょう？？どのうちわも本当にいい味出しています。夏まつ
りで使うようです。その後ご自宅に持ち帰りますので、芸術的なうちわを家族でご鑑賞
ください。学習に関しても専門の先生にご教示いただきながら個別に進めてまいりま
す。はっとりでは、七夕の日にそれぞれの願いを込めて『短冊に願い事を書いてみ
よう！』とメンバーが張り切って作成しました。
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こちらは本物の笹ではありませんが、スタッフが工夫をし、飾り付けをしてい
ます。メンバーの中でも字を書くのが得意なメンバーもいれば、苦手なメンバー
も、また元々興味のないメンバーもいます。しかし、一緒に取り組みなかで、そ
れぞれの習熟度にあわせて課題を設定しながら、達成感を得て自信に繋げること
を期待しています。今回の七夕の短冊づくりでは、季節を感じてもらい、日本の
風情を味わってもらいたいと思っています。さぁ、メンバーの願いはお星様に届
いたかな。
【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 親子教室「リトハニクラブ」の様子（７/１３、８/１０）
「リトハニクラブ」での活動の様子をお伝えします。７月１３日は、
『しゃぼん玉で遊
ぼう』
。お母さまの方から、
『しゃぼん玉、懐かしいわ』色々なしゃぼん玉を見て子どもた
ちもワクワク！！風の影響も受けずに、お部屋の中で体験。いっぱい出てくるしゃぼん玉
に触れて、大歓声！！勿論、息を調節し大きなしゃぼん玉を作ろうと一生懸命です。
昔あそびだと思っていたしゃぼん玉にこんなに真剣に取り組んでくれるとは・・スタ
ッフも子ども達と一緒に拭き掃除をしながら『やってよかった』とつぶやきました。
８月１０日は『上手にお料理してみよう』ということで、色々と悩みましたが自分自
身で切って作ることを大切にし、ロールサンドを作りました。ハム、きゅうり、スライス
チーズを切り、ツナをマヨネーズで和える。パンにバターとマヨネーズを塗ってラップで巻きました。７月は
色々なしゃぼん玉で遊んでもらうことと、８月は包丁を使う機会も中々ない
なか、人のためにお料理する、それも大好きなお母さんが喜んでことで、自
信になったようです。リトハニクラブでのプログラムは、
『遊びを通して学
ぶ』と言うもの。スタッフも、参加いただく親子の反応に期待し、ワクワク
しながら準備をしています。
教室を開くごとに『自分の意見を言えるようになった。
』
『待てるようにな
ってきた。
』など嬉しいお話を聞かせていただき、ボランティアも喜んでいま
す。どのお子さんにとっても成功体験は力になります。
【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③ 就労プログラムで宿泊体験の準備作業をしました（7/20）
今年も７月は『じゃのひれ宿泊体験の準備』を担当しました。また、毎年８月には、職場実習を体験するの
ですが、これらは、｢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
考えていて、就労プログラムや職場実習では、人のために働くための準備を体験してもらっています。
「働く」には、色々な工程があり、みんなで協力して、数を数える→４グループに分ける→ビニール袋に入
れる。またはさみを使って切る、名札ケースに入れるなど・・。就労メンバーのお陰で宿泊体験が、スムーズに
進んだのは言うまでもありません。メンバーのみんな、ありがとうございました。
【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④ 職員研修会 「クレーム対応について」学びました。
（7/26）
毎月社員研修を開催しています。７月２６日は、事務局長を講師に『ク
レーム対応について』学びました。
実際に福祉サービス事業で従事しているわたしたちスタッフには、
色々な場面で対応を迫られる場面があります。クレームに合うと、多く
の人は、
「早く解決を図ろう。
」
「長引かせたくない。
」と、ついつい相手
の話を最後まで聞かずに、途中で口を挟み、
「聴く姿勢」を保ったつもり
で、気がつけば相手を「説き伏せよう」とし、相手の理解を得ることを
より難しくしていることがあります。クレーム対応の基本は「傾聴」
、
『先
ずは真摯にお話を聞かせていただくこと』が相手の理解を得ることを早め、クレームは「出来る限り避けるも
の」ではなく、
「自分たちの改める点を学ぶ機会になる」ということを学びました。
今回、この研修を続ける意味を職員が理解をして、相手の立場に立って考えること、受け流さないでしっか
りと対応できる、
「報連相」がしっかり出来るようになることをめざしています。
【お問い合わせ ハニー・ビー 事務局 電話：06-6152-7389 FAX：06-6152-7348】
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活動報告⑤ 第１０回宿泊体験ＩＮ淡路島は無事終了しました。(7/27、28)
『第１０回サポートが必要なこどもたちとの宿泊体験ＩＮ淡路島』も直前の台風発生にドキッとしましたが、
無事に終了することが出来ました。 集合時間には小雨が降っていましたが、チャレンジャーの思いを受け、
淡路島に到着したあとは、雨も上がり晴天のもと、一泊二日の全ての行程を終えることが出来ました。
バーベキュー体験では初めて包丁を持って料理をしたチャレン
ジャーもいました。各グループで、それぞれお肉を焼き、焼きそば
を炒め、自身で炊いたご飯で『美味しくいただきます！！』
その後は、後片付けをしてから「ゆーぷる」でお風呂タイム。
２日目はラジオ体操から始まり、プールと魚つり体験を、グルー
プごとに交互に体験。今年は、じゃのひれの社長さんのご厚意で、
じゃのひれ釣友会の岩崎会長（愛称 岩ちゃん）にボランティア参
加いただき、魚釣り名人のアドバイスで、思いのほか沢山のお魚が
釣れました。ありがとうございます。
『これ、僕が釣ってんで』と歓
声があちらこちらから上がりました。
帰りは、淡路島 SA でのお買い物体験も終え、解散場所の文化芸術センター前に無事到着。保護者さんから
は少し日焼けして逞しくなったチャレンジャーを見て『行かせて良かった。
』との感想をいただき、わたしたち
も嬉しくなりました。ご参加いただいたサポーターの皆さんのお陰で無事に全行程を終えることが出来ました。
お疲れさまでした。今年もいい夏休みの始まりとなりました。
【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 地域のお祭りに参加しました。
（7/14 新田南・庄内西、7/27・28 岡町、
8/3・4 豊中まつり）
夏祭りの季節となり、今年もハニー・ビー ジョブの地域での活動の場がやって
きました。７月１４日の日曜日は残念ながらの大雨で新田南祭り、庄内西サマーフ
ェスタとも、湖のような校庭で水にめっぽう弱いお魚つりをしました。雨の中わざ
わざお越しいただいた皆さまありがとうございました。来年は程よい晴天の中で開
催出来ますようにと願っています。
７月２７・２８日は岡町商店街ちびっこ夜店大会に魚つりコーナーを出店。また
８月３日・４日は豊中まつりに出店しました。いずれも少数精鋭での対応なのでバ
タバタしていましたが、沢山の方々にご来店いただきました。
令和になった今年はスタッフによる改造『進化系つりざお』は大好評でした。絶
対に釣れると言う楽しみもさることながら、
お魚の中身に、
子どもたちの
『嬉しい！』
との歓声に、わたしたちも『ニッコリ』
。ご来店ありがとうございました。
【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⑦ 阪神友愛食品さん等で職場実習をしました。
（8/6～9）
今年も就労プログラムの参加者で阪神友愛食品さんに職場実習にいかせていただきました。
日頃練習している挨拶ことばや自己紹介など、他にも作業終了の報告、判らないことを相談するなど「ホウ
レンソウ」も成果を発揮するいい機会となりました。また、昨年度から実施しているハニー・ビー ジョブで
の実習も同時期に行われ、いつもと違う雰囲気の中で、自身の力が発揮できたのではないかと思っています。
支援学校高等部では卒業後の進路が早い段階で決まってしまう状況のもと、短かい実習期間で本人の特性と
仕事との相性を判断するのは難しいのですが、わたしたちも「出来る限り実習の機会を色々な生徒さん」に提
供出来るようにと考えています。今回の実習で先輩の利用者さんと『お仕事体験』出来たことで、少しでも得
るものがあったのならば嬉しいです。皆さん、暑い中での実習、お疲れ様でした。
【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】

お知らせ① 料理教室 ８月は「変わりそうめん」
（8/24）
８月（３回目）の料理教室は、夏を感じてもらおうと８月 24 日（土）に『変
わりそうめん』を作ります。今回はいつもの中央公民館ではなく、会場は、豊中
市本町６丁目のハニー･ビージョブで開催します。参加者の皆さまには既に連絡を
差し上げています。
（お間違いのないようにお越しくださいね）
今回は、そうめんの具材に工夫を凝らして、薬味だけでなくかき揚げなども、
またデザート？？も登場するようです。今回も買出しから参加できます。買出し
から参加の方は１０時までにハニー･ビージョブにお集まりください。
（ご近所のスーパーに行きます。
）
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さぁ、どんなそうめんになりますか、お楽しみに！！
また、次回９月２８日は、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】

お知らせ② 法人設立１０周年記念「講演とミニコンサートの集い」を開催します（9/8）
８月１２日でハニー・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「少しでも感謝の気持ちをお伝えしよう」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時から豊中すてっぷホールで開催させていただ
きます。これからも皆さんのご理解とご協力のもと様々な活動をしながら地域に愛
される法人をめざしていきます。
今、まだわたしたちが出逢っていない障がいのある方やそのご家族の方や地域
にお住まいの方々。それぞれの違いを認め合いながら、
「どうしたら、思いをお届
けできるか」を考えていきたいと思っています。
１０周年の記念行事にも是非ともお越しいただきたいのですが、その後も繋が
っていけるように『それぞれの違いを認め合いながら暮らしていけるやさしい共
生社会』に向けての始まりの日となりますように・・。
【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③ 親子教室「リトハニクラブ」を開催します（５回目）
（9/14）
今回は、
「ちぎって切って工作しよう！」色々な素材の紙やのりで遊ぶことで五
感が育つと言われています。
「ちぎり絵」
「ちぎり絵」は想像力を生かして自由に表
現できる遊びです。色々な種類の紙を自由にちぎって画用紙に貼っていきます。色
や形、大きさなどを意識しながら作業をすると素敵！！秋という季節にちなんだ
『お題』を用意します。皆さんの力作を大いに期待しています。
※親子教室(リトハニクラブ)は何回目からでも参加可能です。準備の関係上、参
加希望はお伝えいただけると有り難いです。ぜひ、ご検討ください。
【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の出店、パフォーマーさん、その他他大募集
（９/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』今年もこどもたちの体験の場になるワークショ
ップの出店、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。子どもたちが、ステージでのダンスや歌など、ま
た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】

あとがき １０周年を迎えて思うこと
いつも最後までご拝読いただきありがとうございます。この１３０
号が皆さまのお手元に届く頃には、ハニー･ビーは８月１２日に法人設
立１０周年を迎えさせていただいています。
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目指していきます。
今、まだわたしたちが出逢っていない障がいのある方やそのご家族
の方。それぞれの違いを認め合いながら、
「寄り添うこと」を考えていきたいと思います。
送迎車などでもＰＲしていますが、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･･１０周
年を迎えるにあたり思っているところです。９月８日の１０周年記念行事にも是非ともお越しください。
心よりお待ちしております。
【八木 みどり記】
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