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みどり

熊本県に関してのニュースを見ない日はありません。

このたびの熊本県をはじめとする九州地方における地震により、被災され
た方々に心よりお見舞いを申し上げます。一日も早い復興をお祈り申し上げ
ます。
こんにちは、ハニー･ビーの八木です。少しずつ、少しずつですが日常の生
活に戻るため、施策が出てきています。そんな中で、お仕事で知り合った方
のお子さんが、震災前後でお生まれになり、フェイスブックで、ご家族での
お宮参りの健やかにお育ちのご様子を拝見しました。今回の大地震にまだ、
余震が続く中で様々なご不便を感じられながらも、皆さんの笑顔が印象的で
した。やっと熊本城もライトアップされ、くまモンも元気な雄姿を見せてくれるようになりました。ガスや水道が通
り復興へと環境が整いつつある状態ではありますが、今後もわたしに出来ることは･･ないかを考えて引き続きご支援
できることを実行していきたいと思います。今月もマイっ子たちに負けないように元気に活動して行きたいです。
この頃は、5 月に運動会を行う学校が増えているようですね。5 月のゴールデンウィークが終わった頃から各学校
でも運動会に向けての練習などが始まったようです。その練習が「勉強より、いい！！」と思うマイっ子もいれば、
運動が苦手なマイっ子は「早く、終わって欲しい」と不機嫌な状態が続きます。思いはそれぞれ・・。でも一生懸
命、取り組むことできっといい結果がついてきますよ。当日、頑張ってくださいね。
体験は大事です。今年度も色々な体験を積み重ねていきましょう。応援しています。
6 月 7 日、松岡先生の講演会も開催されました。皆さまとの交流会や新しい集いの場も企画して、共に進めて行き
たいと願っております。今月もどうぞよろしくお願い致します。

：これまでの活動
① マイそね・はっとりでの活動 ５月ダイジェスト
② ハニー・ビー ジョブ 中央薬局（5/10・２４）マルトヨ数磨（5/13・27）の店頭販売
③ 土曜日のデイサービス ２８年度第２回～就労プログラム～続き（５/14）
④ 宿泊体験の下見に行ってきました。
（6/4）
⑤ 全事業所で福祉業務の「振り返りシート」を実施しています（5 月度）
⑥ 豊中保健所 所長 松岡 太郎先生講演会『ある小児科医から看た『発達障害②』（6/7）
：今後のお知らせ
①
ハニー・ビー ジョブ活動 パン、お米、野菜など宅配、出店（6/8, 22, 10, 24）
② 土曜日のデイサービス 2８年度 第３回 ～就労プログラム～ （6/11）
③ 就労移行支援、実習生受入開始します。（6/13～）
：あとがき

ハニー・ビー入会のご案内（お願い）

活動報告①

マイそね・はっとりでの活動

５月ダイジェスト
今月の曽根でのメインプログラムは、
『手をきれいに洗おう』です。以
前、個別支援計画の面談時に保護者の方から、
『ハニー･ビーさんでの手洗
い、うがいの週間プログラムでほんまの習慣になったんですよ』と嬉しい
ご報告を頂戴したこともあって、今回は『手洗い』ことに特化したプログ
ラムになりました。
『手を洗う』って行為はいつも当たり前にしているこ
とだけに、
『こうするもの』と頑なに拒むそねっ子が居ないかと心配して
いましたが、先ずは、導入指導の紙芝居にも興味津々。第 2 行程、しっ
かりと机の前に座って『静かに説明を聞く』ここまでは OK.。次は、グル
ープに分かれて更にもう一度、おさらいします。『ばい菌が付いてたら、
あかんよな。』チェックするための液を手につけてもらってから、そねっ
子のみんなは手を洗いにいきます。学習効果を活かして、いつもよりも念
入りに手を洗うそねっ子もいれば、いつもの調子でささっと手を洗うそねっ子も居て、人それぞれなんだなと思
いました。プログラムの中での学習が、今回も何かの変化のきっかけがもたらされるといいですね。
（実際は、期
待している面もあります）
ご家庭でもお話をしてみてくださいね。出来たら、褒めてくださいね。

−1−

はっとりでは、毎月ごとにリーダーを代えての取り組みが、すっかり定着
してきています。始まりの挨拶、出席を取ること、報告をすること、またメ
ンバーから報告を受けること、おやつの仕事の役割分担をまとめること、ま
た連絡帳の配布、お帰りの挨拶など・・毎月、立候補で成り立っているので
すが、リーダーを務め上げた達成感はそれな
りの自信に繋がっているようです。さぁ、来月
は誰がリーダーを務めてくれるでしょうか、
楽しみです。
先日、嬉しい事がありました。
『先生、見て、
見て。
』とＧパンを指差しています。いえいえ、
彼が言いたいのはウェストゴムではない普通
のＧパンのことでした。それが、この記念の一
枚なのです。別にいいんです、ゴムであろうと違おうと。そう思えばそうなのです。でも、ボ
タン留めが出来ないからシャツが着れない、ジッパーが上げられないからＧパンがはけないな
らば、もし、格好良く･･と思うのならば、チャレンジしてみてはどうでしょう、とお母さんに
お声をかけてみました。お母さん、ありがとうございます。
『えっ、めっちゃカッコいいやん。
買ってもらったん？素敵、素敵っ！！』と大絶賛しました。
息子が、支援学校に通っていた時に、こだわったことは、
『身なり、身だしなみ、何より、見
た目は大事』だということでした。校内服に着替えるのも体育がないときには、普通のＧパン
とシャツで通しました。本当に小さなこだわりですが、今もこだわっています。カッコいい、
可愛いマイっ子がもっと増えますように。
【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 迄】
【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 迄】
活動報告②

ハニー・ビー ジョブ 中央薬局（５/10・24）マルトヨ数磨（5/13・27）の店頭販売

今月も変わらず店頭販売は続けています。ハニー･ビー ジョブ
は、店頭販売だけでなく、宅配もさせていただいていることを、
皆さんご存知ですか？先日もお邪魔した先様で、「職場だけでな
く、おうちにも届けてくれるのですか？」と言う、ご質問。「は
い、喜んで！！事前にご注文をいただければ、いくつからでもお
届けします」そうなんです、原則、豊中市内であれば宅配をさせ
ていただきます。少しでも多くの方々に、ハニー・ビー ジョブと
いう活動に興味を持ってもらえようにお声かけをしています。
『利用していただくこと。
』で、少しずつ理解の輪が広がること
と思っています。『障がいがあっても働く。
』ということが、今は
小さな第一歩でもきっと繋がっていくはず。毎度お馴染みの中央
薬局さん（５/１０・２４）とマルトヨ数磨さん（5/13・27）
での店頭販売でも『いつも来て、頑張っているね。
』とご近所さんからお声がけをいただく場面もあって、笑顔
が増えました。力になります、本当にありがとうございます。
【お問い合わせ・お申込み ハニー・ビージョブ 電話・06-6398-9500ＦＡＸ・06-6398-9535 迄】
活動報告③ 土曜日のデイサービス～第２回就労プログラム（５/１４）
５月の就労プログラムは、５月１４日にフルメンバーで開催しました。挨拶ことば、ビジネスことばの練習。
とても大きな声で、はっきりとした口調で言えるようになってきています。自己紹介に関しても「やりたい
人！！」と声をかけると、積極的に「はいっ！」と即、手が上がります。今年初めて参加したマイっ子を「頑張
って！」と支えるのも以前から参加しているメンバー。やり終えてホッとしたメンバーにも「良かったね」と労
い、また惜しみなく拍手を送るメンバー。この様な瞬間に「心が成長している。
」とわたし達は感動するので
す。とても温かいこのメンバーだからこそ味わえる就労プログラムです。
今回のメニューは、菜の花デイサービス（豊中市服部豊町１丁目）での土作り。昨年も靴を泥だらけにして取
り組んでくれました。今年は、如何なものだったのでしょうか？はい、今年も頑張りました。
昨年収穫を終え固くなった土にシャベルを入れて、
「エイッ」とばかりに掘り返します。日頃は、余り土に触
れることが少ないマイっ子たちも利用者の方々から「頑張って」の声かけに、額の汗を拭いながら笑顔が向けら
れます。土の中からでてくるミミズや丸虫にビックリするマイっ子。指導員からの「大丈夫、いい土やからこん
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な虫がぎょうさん、おんねんで」
「ふーん」
「皆さん、本当にご苦労様です。皆さんのお陰で今年も秋にはきっと美味しい
おイモがたくさん収穫できますよ。ありがとうございます。」と、辻社長さんか
らの感謝のおことばに、嬉しそうなマイっ子の笑顔。働いた後のお茶も美味しか
ったね。お役に立てたことに感謝しながら菜の花デイサービスを後にしました。
もうひとつの職場体験先は、豊中市ス
ポーツ振興事業団のマリンフードスイミ
ングスタジアム豊中（豊中市服部西町５
丁目）で開催しました。お世話になる事務所に先ずはご挨拶。「こんにち
は、よろしくお願いします。
」と元気に挨拶できました。階段を降りて、
実習のトレーニングルーム前で説明を聞いて、早速持参した道具を出し
て掃除に取りかかります。
たかが掃除、されど掃除・・。スタッフから窓の拭き方を伝授しても
らいます。背の高い窓に（？）苦戦する、マイっ子たち。額には汗が･･
その汗を気にする様子もなく、一生懸命背伸びをしながら拭いています。拭き残しがないように念入りに･･。拭
き終ると、「出来ました。
」とスタッフに報告し、掃除完了のチェックを受けます。「はい、きれいに拭けまし
た、休憩です。
」待ってましたとばかりに、お茶を飲みます。おいしいお茶だったと思います。
最後、少し時間があったので床をほうきで掃きます。少しずつですが、いつものプログラムでほうきの使い方
も上手になっています。こちらも、
「いい汗、かいたね。みんな、喜んでいるね。」と労いながら、はっとりまで
歩いて帰りました。6 月は、場所を入れ替えての職場体験となります。雨が降らないことをお祈りしつつ、来月
も頑張ります。
【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 ＦＡＸ 06-6868-9372 迄】
活動報告④

宿泊体験の下見に行ってきました。
（６/４）

みなさん、お申し込みになられましたか？第 7 回の宿泊体験。今年は、7 月 23 日と
24 日の 2 日間。場所は南あわじ市のじゃのひれリゾートです。今年も下見に行ってき
ました。タイムスケジュールに沿って車を走らせ、トイレ休憩場所のチェック、安全確
認。昼食処での打ち合わせ、場所の確保。時間調整をどうするか、プールが使えなくな
ったので、魚釣りとイルカをみることになる、また昨年と若干変わった場所なども隅々
までチェックしました。参加するチャレンジャーも、サポーターも、毎年違います。そ
んな中で、無事に事故なく怪我なく終了してこその宿泊体験ですから、想定される心配
事は当日までに解決し、本番は、みなさんに安心してご参加いただけるように心がけて
います。
７月 2 日(土)は、説明会とお顔合わせ会を開催いたします。お忙しいとは思います
が、さらに安心して体験参加できるように、ご出席のほどよろしくお願い致します。
【お問い合わせ ハニー･ビー 事務局 電話 06-6152-7389ＦＡＸ 06-6152-7348 迄】
活動報告⑤ 全事業所で福祉業務の「振り返りシート」を実施しています（5 月度）
「私は、利用者さんの立場になって日々支援を実施している。
」
「私は、利用者さん
個々の障害特性を理解している。
」
「私は、ヘルパー、相談員、支援員として自己の身だ
しなみや振る舞いに気をつけている。
」など、福祉サービスを提供するものにとっての
基本について、本年４月から『業務の振り返りシート』を、それぞれの事業所のスタッ
フ全員に記入してもらい、自分たちの日々を振り返り、個々の気付きに繫げ、より良い
サービスを目指しています。サービス提供責任者、サービス管理責任者、児童発達管理
責任者がチェックし、課題・改善点を管理者そして事務局ともども共有していきます。
まだ、始まったばかりですが、この１ヶ月ほどでも『違い』が出てきています。○が増
えることは勿論いいことですが、それだけでなく、課題を意識をして取り組むことが大
切だと思ってます。スタッフみんなで創意工夫をし、皆さまへのサービスに、より一層
丁寧に取り組んでまいります。
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活動報告⑥

豊中保健所 所長 松岡 太郎先生 講演会『ある小児科医から看た「発達障害」（6/7）

毎年恒例となりました 豊中保健所 所長 松岡 太郎先生による『ある小児科
医から看た「発達障害②」
』のご講演会を、今年も６月７日(火)中央公民館 視聴
覚室で開催させていただきました。
実は、ハニー・ビーのスタッフと保護者向けの講演会を考えておりましたが、
たまたまお邪魔した小学校で松岡先生の講演会の話が出ましたので、参加大歓迎
をお伝えしましたところ、今回も会場が満杯の状態での開催となりました。
松岡先生のお話は、難しい話を判りやすくお伝えくださり、また要所要所に、
ユーモアあふれる「ある保健所長の七変化」と称する画像が飛び出したりし、思
わず笑ってしまうことが・・。
松岡先生は、いつも「おかあちゃんたちを元気にするための支援」
「地域連携」
を考えてくださっています。ハニー・ビーも、こうした先生のお考えに賛同しご教示いただいています。このような
形でスタッフ、保護者共々学ばせていただけることに改めて感謝しています。今後も、ぜひともよろしくお願い致し
ます。お忙しい中、ご講演いただいた松岡先生に、またお越しいただいた皆様方、本当にありがとうございました。

ハニー・ビー ジョブ活動 パン、お米、野菜など宅配、出店（6/8，10，２１，24）
いつも宅配と店頭販売をご利用いただきありがとうございます。少しずつですが、ご利用いただいてくださる
方が増えています。既に日頃からご利用をいただいている皆様、本当にありがとうございます。先月もマイッ子
のご家庭を中心に宅配のご注文が増えてきています。
ハニー・ビー ジョブの活動が、将来的にはみんなのお仕事に繋がり、「地域を結ぶ役割」を果たすことにも繋
がればと日々活動しています。出店販売も頑張っていますので、こちらのご利用もよろしくお願い致します。
お知らせ①

【お問い合わせ・お申込み

ハニー・ビー

ジョブ

電話 06-6398-9500

ＦＡＸ06-6398-9535 迄】

お知らせ② 第２土曜日のデイサービス２８年度第３回～就労プログラム～（6/11）
6 月の就労プログラムは、１1 名で元気に活動する予定です。４月から参加したマ
イっ子たちも順応性が高く、スタッフも驚いています。スタッフとの関係性、体験し
たことによっての自信とこれからの計り知れない成長が嬉しいです。
今月はメンバーがそっくり入れ替わって職場体験をします。どんなお仕事が待って
いるでしょうか？こちらも楽しみです。どちらも体力勝負の活動になります。
いずれもやり遂げた後のお茶が美味しい！！『ありがとう』と『お茶』を楽しみに
頑張ります。いいお天気でありますように・・。
【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 迄】
お知らせ③ 就労移行支援、実習生受入開始します。
（6/13～）
「就労移行支援って、うちの子には難しいと思います」「２年後に一般就
労なんて、無理」そんなお話を伺うことがあります。果たしてそうでしょ
うか？？本当に、難しいのでしょうか？６年前には、放課後等デイサービ
スもありませんでした。１０年前には、障害のある人が働くなんて、無
理、無理！と言われていましたし、まさか法定雇用率が２％になり、精神
障害者の雇用義務化が２年後にはという、近い将来には出てきます。
そんな中、就労移行事業所ハニー・ビー ジョブでは、実習生を受け入
れします。どうぞ、お気軽にお電話下さい。お待ちしています。

【お問い合わせ・お申込み

ハニー・ビー

ジョブ

電話 06-6398-9500

ＦＡＸ06-6398-9535 迄】

あとがき ハニー・ビー入会のご案内（お願い）
毎年、毎年、ありがとうございます。今年も「ハニー・ビー会員募集」の時期がまいりました。
今年度は、就労移行支援の充実、地域連携の構築、一層の教育現場との連携を深めて行けるように努
力をしていきたいと思っています。特に今までになかった就労移行支援のあり方を模索し、全国的にも
例を見ないような取り組みが出来ればとスタッフで知恵を絞っております。
皆さまの温かいご支援が何よりの力になります。まだまだ、未熟ではございます。どうぞ、お力添え
を賜りますようよろしくお願い致します。
八木 みどり

【お問い合わせ

ハニー・ビー事務局

電話

06-6152-7389ＦＡＸ 06-6152-7348 迄】
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