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寒暖の差が激しい 5 月です。
こんにちは、皆さま。いかがお過ごしでしょうか？
いつもありがとうございます。ハニー・ビーの八木です。風薫る気候のいい 5 月でしたが、寒暖の差が激し
く、風邪も流行っておりました。衣服の着脱の苦手な子どもたちの体調管理は難しいですね。
５月には、幾つかの地域の小学校で、6 月 1 日には豊中支援学校で運動会が開催されました。当日は、暑い
くらいのいいお天気。残念ながら今年も子どもたちの活躍を見ることが出来ませんでしたが、毎年のことなが
ら、整列をすることや、待つことが苦手なマイっ子もいますが、お母さまから「とっても上手に踊っていた。
」
｢感動しました。｣との感想をうかがい、こちらまで嬉しい気持ちになりました。来年こそ、参加しようと思い
ます。
今年も、6 月の末には定期総会が開催されます。今年は、ハニー・ビー法人設立 10 周年を迎えます。法人
全体の活動として、新規事業、既存事業を含め様々な活動計画が出てきます。今年度も皆さまと一緒に活動を
してまいります。今月もどうぞよろしくお願いいたします。

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

マイ児童デイサービスそね・はっとりでの活動 ５月ダイジェスト
「ふれあいフェスティバル 2019」に参加しました（5/3）
親子教室「リトハニクラブ」始まりました（5/11）
就労プログラムで職場体験をしました（5/11）
保護者交流会・社員研修会 辻 由起子先生にご講演をいただきました（5/14）
とよすぽの「いもプロジェクト」に参加しました（5/15）
料理教室、始まりました（5/25）
宿泊体験に沢山のエントリー、有り難うございました (5／31 締切)

今後の予定やお知らせ
① 親子教室「リトハニクラブ」を開催します（2 回目）（6/8）
② 就労プログラム 3 回目（6/8）
③ 社員研修会｢児童虐待｣について 今年も学びます（6/18）
④ 料理教室を開催します 2 回目（6/22）
⑤ 宿泊体験のお顔合わせ会(説明会)を開催します（6/29）
⑥ 豊中支援学校のサマーフェスタに出店します（7/6）
⑦ 正会員・賛助会員の募集をいたします (6／初旬～)
あとがき

地域で生きる。

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 ５月ダイジェスト
２０１９年の５月は、新たな元号「令和」の始まりの月となり、お休みがとても長く
続く中での活動となりました。そねのお部屋では、｢机に向かう｣｢人の話を聞く｣という
ことを重点的において活動をしています。
その中のひとつが、本の読み聞かせです。お母さま方からも｢うちの子は、全く本に
興味が無い！どうしたら良いでしょうか。｣とのご相談を受けることがあります。｢本の
ある環境｣｢本を読んでもらって楽しかった｣と言う実感は大事だと思っています。そね
っ子たちにも、早速本に触れられるような環境を作って
みました。｢あっ、この本、面白いよね｣といつもしない
ような会話が生まれてきています。何だか、落ち着いて話が聞ける、待てるようになっ
たように思います。これから益々、療育にあたるわたしたちも楽しみになってきました。
どうぞ、おうちでも始めてみませんか？
はっとりでは、母の日に因んだ、今流行の｢ハーバリューム｣を作りました。小さ
なボトルの中に入れる造花とスパンコールは、自分たちで選びました。ボトルが小
さいので、中で形を作ることがとても難しかったです。最後に洗濯のりを入れて出
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来上がりですが、思いのほか、素敵なプレゼントとなりました。それだけでも、感動なのですが、更に感謝の気
持ちをメッセージカードに、添えて・・。
「いつも、ありがとう」メンバーの気持ちは届きましたか？
【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 ｢ふれあいフェスティバル２０１９｣に参加しました（5/3）
５月３日は、さんあいイベントでお馴染みのふれあい緑地での｢ふれあい緑地
フェスティバル 2019｣に出店させていただきました。
この日は晴天で、沢山の市民の皆さんと直にふれあうことが出来、｢ハニー・
ビー｣のことを知っていただくいい機会になったと思っています。
焼きそばも完売となり、お子さんたちに大人気の魚つりも完売！！多肉植物
も沢山お買い求めいただきました。思いがけず、長内市長もお訪ねくださいま
した。ハニー・ビーでは『障がいのある無しにかかわらず、地域に生きる』ということが大切と考えて活動している
ことを知っていただく機会になれば嬉しいです。
【お問い合わせ ハニー・ビー 事務局 電話：06-6152-7389 FAX：06-6152-7348】

活動報告③ 親子教室「リトハニクラブ」始まりました（5/11）
今年も「リトハニクラブ」始まりました。第１回目は｢からだを使ってあそぼ
う！｣ということで、お部屋の中にサーキットコースを作って｢からだを上手に
動かす｣ことをしました。先ずは、指導員の説明を聞いて、入念にストレッチ。
イガイガクッションは足から刺激を受けます。久々のサーキットという事もあ
って、｢暑い、暑い｣といいながらも何度もサーキットコースを回って｢僕は７
周！｣と報告に来てくれました。
何よりも、待つことや話を聞くことが出来、理解して活動出来ていること
が、どのお子さんにとっても生活の中で活かされていることに、わたし達も喜
んでいます。
【お問い合わせ ハニー・ビー 事務局 電話：06-6152-7389 FAX：06-6152-7348】

活動報告④ 就労プログラムで職場体験をしました（5/11）
今年度も｢生きた体験｣が出来ればと職場体験を実施しました。今月は、菜の
花デイサービスとハニー・ビー ジョブです。ジョブでは主力商品のマグネッ
トを作りました。説明を聞いて、実際に型に入れて抜くことは力加減がとても
難しかったようで、真剣な面持ちで作業に取り組んでいました。緊張からか、
｢はい、休憩です｣との声に、
「ふぅー」という安堵の声が聞こえてきました。
みんなで作ったマグネットが店頭に並ぶかもしれませんよ。
【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⑤ 保護者交流会・社員研修会 辻 由起子先生にご講演をいただきました（5/14）
恒例の、辻 由起子先生【大阪府 子ども家庭サポーター。保育士。社会福祉
士】の講演会は、今回も時代のニーズをつかんで、５月 14 日(火)豊中市立中央
公民館で開催しました。今回は、わたしからの要望で『
【子育ての極意を伝授】学
んで、真似て、そして幸せになる。～自己肯定感を上げる～』とテーマで自己研
鑽をしました。実際の現場にいるからこその視点で丁寧に対応する辻先生だから
こそのお話が聞けて令和最初の交流会・研修会は終了しました。
辻先生、お忙しい中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 とよすぽ「いもプロジェクト」に参加しました（5/15）
今年度も 5 月 15 日、豊中市スポーツ振興事業団(通称名：とよすぽ)さんから、
お声かけをいただいて｢サツマイモの苗植え｣にいってきました。
今年は、雨に降られることも無く、予定通り前段階での｢畝作り｣もスタッフがお
手伝いに行き、万全の体制。｢今年も、沢山のお芋が出来ますように」との願いを込
め、作業をしました。秋の収穫が楽しみですね。昨年度は、雨が降ったので苗植え
が出来なかった分、頑張りました。
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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
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⑦ 料理教室、始まりました（5/25）
こちらの活動も元気に始まりました。
みんな、｢食べることが好き。好きなことを自分で出来たら、楽しいだろ
うな。
」ということから始まったこの料理教室。今年は、なかなか機会の少
ない｢食材の買い出し｣から始めることになりました。１０時に集合して、い
ざダイエー曽根店へ。
５つのグループに分かれて活動しました。レジのところで代金を支払う
時にはちょっと誇らしい顔に見えました。今回のメニューは｢お弁当を作ろ
う｣で、出し巻卵、豚肉の野菜巻きなどグループ毎に１つのものを作り、み
んなでシェアしました。ちょっと暑いぐらいでしたが、豊島公園の空の下で
みんな一緒に食べて満足でした。デザートのいちごも美味しかったです。また、来月もお楽しみに。
【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⑧ 宿泊体験に沢山のエントリー、有り難うございました(5/31 締切)
皆さま、｢第１０回サポートが必要な子ども達との宿泊体験 IN 淡路島２０１９｣に多くの
方々のエントリーをいただき、有り難うございました。参加出来なかった方、申し訳ありま
せん。当選された方おめでとうございます。昨年は大雨で中止となりましたが、今年は丁度
いいお天気？のもとで活動できれば嬉しいですね。もし都合で｢参加できなくなった。｣とい
う場合には、お待ちの方がおられるので、ぜひ早目の｢ご辞退｣のご連絡をお願いします。わ
たしたちも楽しみながら万全の準備を整えて当日に備えます。
【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 親子教室「リトハニクラブ」を開催します（2 回目）
（6/8）
今回は、先月の「からだを使ってあそぼう！｣から手先を使っての「ねん
どであそぼう！」です。
ご挨拶から始まり、ふれあい遊び、導入支援(本の読み聞かせ、または紙芝
居)、メインの粘土遊び、お帰りのご挨拶で終了となります。想像力を生かし、
色のきれいなこむぎ粘土を使って、｢何が出来るか｣わたしたちも楽しみです。
※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、ご検討下さい。
【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② 就労プログラム 3 回目（6/8）
今月も｢職場体験｣を中心にプログラムを進めて行きます。挨拶をし、来た順で出勤簿に押印記入します。(帰
る際にも同様です)
今回の実習先は、ハニー・ビージョブとマリンフード豊中スイミングスタジアムとなります。それぞれの場
所で実習する内容は異なりますが、｢仕事に取り組む姿勢｣はどちらでも必要なことです。いずれにしても継続
していくことが大事だと思っていますので、また機会を作って８月、１０月にも実習を入れるように計画して
います。将来の進路を決めるにあたっては、自分を知るということがとても重要なことだと思い、｢自分の好き
なことを見つける。｣｢興味を広げる。｣などを目標に支援を続けていきます。
来月の就労プログラム４回目は、７月２０日(土)を予定しています。
【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 FAX：06-6868-9372】

お知らせ③ 社員研修会｢児童虐待｣について 今年も学びます（6/18）
今月も社員研修会を実施します。今月は、｢児童虐待の現状について｣です。児童虐待は今、国でも大きな問題
としておりますが、児童虐待こそ、こどもの健全な成長を妨げる重大な人権侵害だと思います。
虐待を受けたこどもは、心とからだに深い深い傷を残すことになり、将来の人格形成に多大な影響があり、
命までも脅かすことにも及んできます。そのことを十分に認識して、更に事業所としてどのようなことが必要
であるか、共に考えていきたいと思います。
【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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お知らせ④ 料理教室を開催します 2 回目（6/22）
みんなの大好きな｢粉もん｣のたこ焼きです。食べるのは大好きでも、自分でひっく
り返したり、具を入れたりしたことのあるメンバーは少ないと思います。
食材の購入から関わることで、｢僕（わたし）が作った｣を実感して欲しいと思って
います。どのような変わりたこ焼きになるかは、当日のお楽しみです。
【お問い合わせ ハニー・ビー事務局 電話：06-6152-7389 FAX：06-6152-7348】

お知らせ⑤ 宿泊体験のお顔合わせ会(説明会)を開催します（6/29）
１０回目の宿泊体験も、今スタッフで準備を進めております。今回ご参加
されるチャレンジャー、ご家族、サポーターがお顔合わせしながら、当日活
動をしていくうえでの気をつけることや服薬の有無など、今回の活動をスム
ーズに進めるためのお顔合わせ会を開催します。原則、全員参加となってい
ます。お忙しいとは存じますが、ご参加下さい。お待ちしております。
【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⑥ 豊中支援学校のサマーフェスタに出店します（7/6）
去年は大雨のために中止となりましたが、今年も豊中支援学校から｢サマーフェスタ｣
出店のお誘いをいただき、マイ児童デイサービスのスタッフでゲームコーナーを出しま
す。景品は多数？準備していますが、お早目にご来店下さい。ハニー・ビー恒例のスマ
ートボール(もしくは輪投げ)をする予定です。
【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】

お知らせ⑦ 正会員・賛助会員の募集をいたします。(6／初旬～)
毎年、総会を前に皆さまに、心を込めて｢会員のお誘い(お願い)｣をさせて
いただいています。誠に厚かましいお願いにもかかわらず、快くご賛同くだ
さった正会員、賛助会員の皆さまには、感謝の気持ちをハニー・ビーの活動
に変えて「みんなにやさしい共生社会の実現｣をめざして事業を展開してい
きます。有り難うございました。
今年度も本事業と併せて既に幾つかの令和元年の活動が始まっています
が、｢親子教室｣はまだご参加いただける余裕があります。(いつからでも参
加出来ます) ｢料理教室｣は募集枠を超えました。有り難うございます。
今年度も｢豊中の福祉を変えたい｣その思いで、活動を進めていきます。ホームページからも沢山の情報を発
信していきたいと思います。
（ホームページ http://www.hone ybe.jp）
【お問い合わせ ハニー・ビー 事務局 電話：06-6868-9371 FAX：06-6868-9372】

あとがき 地域で生きる
いつも最後までご拝読いただき有り難うございます。
なかなか馴染めませんが新しい元号「令和」になってもうひと月が経ちました。
元号が新たになり、実は心配していた請求業務のシステムに関しても大きなト
ラブルも無く進めることができ、連休明け初日はホッとしました。
令和元年は、ハニー・ビーにとって法人設立１０周年を迎えることとなりまし
た。今年の幾つかの事業はスタートしておりますが、ただ、｢昨年もやったから｣
ではなく、常に「思い」をもって活動にあたることを大切にしていきたいと考え
ています、
ハニー・ビー全体でも今一度、｢みんなにやさしい共生社会の実現｣についても
考えて行動していきたいと思います。地域で生きるということは、色々なことに
関して、障がいのある方だけでなく、また行政に頼るだけでなく、地域にお住まいの方々とお互いに
いい関係を持てるようでなければ広がらないと思っています。
親亡き後も住み慣れた地域で生きる、これからの課題です。
【八木 みどり記】
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