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みどり

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。

７７

まさかの大地震にまだ、余震が続く中で２１年前の阪神淡路大震災を思い出さずにはいられ
ません。ところによっては、やっとガスや水道が通り復興へと環境が整いつつあるのでしょ
うが、本当に避難所での暮らしはご不便もあり落ち着かない日々が続いていると聞き及びま
す。わたしに出来ることはないかを考えて続けてご支援できることを実行していきたいと思
います。
新学期が始まり、少しずつ新しい環境に馴染んできた１年生。『こんにちは！！』と元気に
マイのお部屋に来てくれます。また、はっとりのメンバーの１年生は・・今までの地域の小学校から支援学校
に進学したメンバーもいて落ち着くまでには、もう少し環境になれることが必要なようです。スタッフとの信
頼関係も大事なポイントです。
わたしは『節目』って大事だと感じています。別れも出逢いも経験して、慣れて行くのだと思うのです。確か
に今までと違った環境には大人だって緊張します。今現在が一番大変だと思っていても彼らも慣れていきま
す。幼稚園の入園式（３歳）
・卒園式（６歳）
、小学校入学式・卒業式（１２歳）中学校の入学式・卒業式（１
５歳）と、どうです？？どんどん、慣れるまでの時間が短くなっていませんか？？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。
今年度も、講演会そして皆さまとの交流会や新しい集いの場も企画して、皆さんと一
緒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 ４月ダイジェスト
②
ハニー・ビー ジョブ 中央薬局（4/13・27）マルトヨ数磨（4/8・22）の店頭販売
③
土曜日のデイサービス ２８年度第 1 回～就労プログラム～続き（4/9）
④
豊中市出前講座～福祉サービスについて～ハニー・ビー研修会（4/19）
⑤
春の遠足 伊丹市 昆陽池公園 伊丹市昆虫館（5/4）
：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（5/11,13,25,27）
② 土曜日のデイサービス 2８年度 第 2 回 ～就労プログラム～ （5/14）
（6/7）
③ 豊中保健所 所長 松岡 太郎先生の講演会開催します ある小児科医から看た「発達障害②」
④ お待たせしました。じゃのひれ宿泊体験参加申し込み開始。参加申込は 6 月 3 日（金）まで。
⑤ ハニー・ビーへの入会のご案内（お願い）
。
活動報告① マイそね・はっとりでの活動 ４月ダイジェスト
そねのメインプログラムは、
『風車と竹とんぼを作って遊ぼう』先ずはしっかりとベンチに座って『静かに説明を
聞く』次は、グループに分かれて更に手順をおさらいして『作業工程を守る』この段階では、得意、不得意もあっ
て気持ちが揃わない部分もありますが、なんとかみんなと協力して『製作活動』へ。やはり、作り手によって出来、
不出来はあるのですが、曽根っ子にとっては、
『自分で作った風車、竹とんぼ』と
いうことで、ご満悦な様子。少し、難しいところは『先生、ここなぁ』とスタッ
フに声をかけてしっかり、自分の要求を伝え、中には表情や動作で伝えてくれる
曽根っ子もいて・・人との関わり方が上手になったなぁと、お手伝いをしてもら
う様子を見ながら、私ひとりがニコニコしていました。クラフトプログラムの中
で、展開の見えにくい曽根っ子に、手先を使うことも取り入れてきちんと折るこ
とや、道具を使うことにも慣れてもらえたらと思っています。ご家庭でもチャレ
ンジしてみて下さい。
「きちんと」が、ポイントですよ。
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はっとりでは、新入生歓迎会を開催しました。今年の新入生は曽根から引き続きの男の
子４人。曽根でずっと過ごしてきたとはいえ、はっとりでの活動は初めてのことばか
り。曽根との大きな違いは、はっとりのプログラムでは基本的には、椅子に座って行う
ことが多いことでしょうか。どうしても、疲れてくると姿勢が崩れて寝転ぶ場面があり
ましたが、はっとりには畳が無い。椅子は背もたれが無いということ。
今は、はっとりでの決まりごとやルールを守って活動出来るようになることを目標にし
て日々、先輩と一緒に頑張っています。またそんな中、３月に卒業した先輩が、はっと
りを訪ねて後輩たちに『頑張ってね。
』と、温かいエールを送ってくれました。
卒業生が、こうして元気な顔を見せてくれることは、わたしたちスタッフにとっても大変嬉しいことです。みんな、
ありがとう！！また遊びに来てくださいね。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 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（4/13・27）マルトヨ数磨（4/8・22）の店頭販売

「こんにちは！新鮮なお野菜は、いかがですか。
」今日も元気な声が響きま
す。みなさんも『今日は、野菜販売の日』ということで、温かいお声かけを
いただいています。途中で若干の休憩はありますが、『一生懸命』真面目
に、販売活動にいそしんでいます。
花粉症もまだ飛散中の時期で、体調管理が難しい日もありますが頑張ってい
ます！！少しでも多くの方に、ハニー・ビー ジョブという活動の場を持っ
てもらえようにお声かけをしています。先ずは、『知ってもらうこと。』少し
ずつでも『障がいがあっても地域の中で働けるんだ。
』の見える化に繫げれ
ばと思っています。
毎度お馴染みの中央薬局さん（4/１３・２７）とマルトヨ数磨さん（４/８・22）での店頭販売では『待
ってました！』とお声がけをいただくお客さまもあり、スタッフのテンションも上がり、笑顔も出ていま
す。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１回就労プログラム（4/9）～続き
先月、４月９日に今年度の第１回就労プログラムについては、活動報告をさ
せていただきましたが、続きの報告をさせていただきます。
１０名での活動となりました。年度初めの、
『はたらくことを意識しての心
構え』や『はっとり就労プログラムでのルール』などについてもスタッフか
らメンバーにお話をしました。話をするこちらのほうで、『どうかな、判っ
てくれたかな。』と言う部分は若干ありましたが、中にはうなずいて聞いて
くれているメンバーに安堵しました。新しいメンバーにとっては、恒例の挨
拶の練習、ビジネスことば、自己紹介なども初めてのことばかり・・。
『恥
ずかしい、出来なかったらどうしよう。
』と言う気持ちを切り替えてチャレ
ンジしていく姿に、
『スゴい！頑張っていたよね。
』とスタッフ同士の話の中
で出てきました。初めて参加してくれたメンバーの、いつものデイサービスでは、見られない成果が見られ
たのも嬉しかったです。子どもたちの頑張りに自画自讃のスタッフでした。
見学会でも、昨年度とは違い利用者の方とのお話にもうなずきながら会話が成立していました。５月からの
プログラム、続いての６月そして１０月に予定されている職場実習も、きっといい体験になると確信しまし
た。先ずはメンバーとの５月の職場体験を楽しみながら頑張ってきます。体験先の皆さま、どうぞよろしく
お願いいたします。
【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

豊中市出前講座～福祉サービスについて～ハニー・ビー研修会（4/19）
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スタッフ向けの研修を開催しました。日頃、ハニー・ビーは利用者さんに対して
福祉サービスを法律に基づいて提供しています。この度、その法律のこと、ちゃ
んと理解してサービスを提供できているか、また間違った認識で提供しているこ
とは無いかなどの確認の意味もあって、豊中市の出前講座を利用して４月１９日
午前中、豊中市 健康福祉部 障害福祉課の職員さんにご講義をいただきまし
た。
正式な法律名は『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律(障害者総合支援法)』で、この法律の基本理念は共生社会を実現するため、社
会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう、法に基づく日常生活・社会
生活の支援が、総合的かつ計画的に行われることが新たに掲げられました。こ
のたびの研修会で、まだまだ知らなかった福祉サービスもありました。
この様な中で、今回、実際に障害のある方々やその保護者の方々に直接接する
機会の多いわたしたちが、法に基づくサービスについてしっかりと把握したう
えでサービスの提供を行うこと、またアドバイスをさせていただけることが大
事なことですし、障害のある方々に対する理解を深める為の研修や啓発を行う
ことや意思疎通支援を行なう者を養成することは、福祉事業所を運営するもの
にとっては命題であると思いました。お忙しい中、講師を務めてくださった職
員さんに感謝すると共に、一生懸命聴講していたスタッフにも感謝です。ありがとうございました。
【お問い合わせ アプリコット介護サービス 電話 06-6152-9631ＦＡＸ 06-6152-9632 迄】
活動報告⑤ 春の遠足伊丹市昆陽池公園 伊丹市昆虫館（5/4）
『当日、雨でしょうかねぇ』のスタッフの心配をよそに、今年度の春の遠
足もいいお天気となりました。
（マイっ子の中で、かなり強い晴れ男、晴
れ女がいるようです。（例年、天気予報を裏切り、晴れなしの曇りなので
す）遠足の日も５月４日に決定したものの、ゴールデンウィークの真っ只
中。『混雑していて、入れないかも知れない。』の心配もクリア！！道中も
道路渋滞も無く、伊丹市昆虫館へ到着しました。
保護者の方からは、
『虫は苦手なので、入れないかと思います。』とのご心
配もうかがっていましたが、誘導の仕方が良かったのか、『どうする、ちょっとだけ観てみる？』に『う
ん。』と言って最後まで一緒に見学が出来ました。右上は、昆虫のお面をそれぞれが被ってポーズをとって
いるところです。左は、大きなハチを見学しているところです。マイっ子か
らは『このハチもハニー・ビーなの？大きいね。』と可愛い発言もあり興味
津々でした。
昆虫館を出た後は、昆陽池周辺を散策しました。途中、『疲れたぁ』と一瞬、
座り込むマイっ子も居ましたが、リーダーのはっとりのお兄さん、お姉さん達
に『頑張ろう、もうちょっと。
』の声かけに元気を取り戻して、最後の送迎車
のところまで歩いて、無事に帰路に着きました。
この様に、曽根・はっとり共同で行事を行うと、結構スタッフに甘えてしまう子どもたちも、リーダーのい
うことをしっかり聞く場面が多くみられます。また逆にリーダーは、曽根っ子の前ではしゃきっとしていま
す。いい意味での共生かもしれませんね。
次の共同行事は夏祭りでしょうか？それぞれの活躍が楽しみです。
遠足が無事に事故無く終了したことをご報告させていただきます。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 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】
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（5/11/13,15,25,27）

皆様にお願いす！！パンやお米など如何でしょうか、月に１度、是非とも一度ハニー・ビー ジョブの宅配を
お使いくださいませんか？ハニー・ビー ジョブのメンバーが、カタログで皆さまからのご注文を受けて発注
～注文品の確認～仕分け作業（または販売活動）～請求の処理～回収などを、支援員のサポートを受けながら
一生懸命、お野菜やお米、パンその他色々とカタログの商品をお届けします。こだわりの商品ですので、少し
お高い印象かも判りませんが、どれもスタッフが食べてみて納得の商品をお取り扱いしています。是非とも月
に１回でもご利用いただけるとメンバーの仕事となります。
既に日頃からご協力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

−3−

宅配のご注文が増えてきています。このお仕事が、将来的にはみんなのお仕事「地域を結ぶ役割」を果たすこ
とが叶えばと思い活動しています。

【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】

お知らせ② 第２土曜日のデイサービス２８年度第 2 回～就労プログラム～（5/14）
５月の就労プログラムは、１２名で元気に活動する予定でおります。４月から参
加したマイっ子たちも一度４月に体験をしているので安心したようです。今月も
挨拶ことば、自己紹介など先月よりもスムーズに行えるのではないでしょうか？
先月、お邪魔した菜の花デイサービスでは、秋の収穫に向けての『畑の土作り』
をします。昨年体験したマイっ子には想像がつくでしょう。結構、体力を使うし
んどい作業になります。いい土なので、ミミズもいます。
（汗）土まみれになるの
で、運動靴と着替えをお持ち下さい。またもうひとつの体験先の豊中市スポーツ
振興事業団が指定管理をしているマリンフード豊中スイミングスタジアムの多目
的室の清掃作業があります。こちらもなかなか見えにくいガラスの汚れを拭き取る作業で
す。他にも床磨き（空拭き）をしたり、マットを整頓したりとこ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

豊中保健所 所長 松岡 太郎先生の講演会開催します
「ある小児科医から看た『発達障害②』
」（6/7）

昨年の 11 月に開催させていただいた講演会で大好評だった豊中保健所 所長
松岡 太郎先生に再び、ご登壇をお願いして『発達障害』についてご講演いただ
きます。松岡先生が主治医のマイっ子もいるのではないかと思います。
現在また将来の我が子のことを思い浮かべながら、一緒に考えて見ませんか？
ハニー・ビーでは、マイっ子のお母さま方に、ぜひとも聞いていただきたい貴重
な講演会として企画しました。皆さま、万障繰り合わせのうえ、ふるってご参加
ください。
テーマ： ある小児科医から看た『発達障害②」』
講 師： 松岡 太郎先生（豊中市 保健所 所長）
日 時： 平成 28 年 6 月 7 日（火）受付：9 時 30 分、講演：１0 時～１２時
場 所： 豊中市立 中央公民館 視聴覚室
【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】
お知らせ④ お待たせしました。じゃのひれ宿泊体験参加申込開始。
（６/３締切）
大変お待たせしました。（独）国立青少年教育振興機構 子どもゆめ基金部から助成 金を
いただき、今年も宿泊体験は７月２３日（土）～２４日（日）１泊２日貸し切りバスで、南
あわじ市のじゃのひれリゾートに行きます。バーベキュー体験や自然散策や魚釣り体験をし
ます。回を重ねて今年は７回目になります。締め切りは６月３日です。どうぞ、お問い合わ
せ等はお早めにお願いします。
【多数の場合は抽選となります。ご容赦ください。
】

【お問い合わせ

ハニー・ビー事務局

電話

06-6152-7389ＦＡＸ 06-6152-7348 迄】

あとがき お子さん（マイっ子）たちの将来の夢って、何？ 今、大切なこと。
唐突ですが、お子さん（マイっ子）の夢って何でしょうか？男の子ならサッカー
選手、電車の運転手、女の子ならケーキ屋さん、ペットショップなどどんな夢をお
持ちでしょうか？『そんなん、無理ですわ。』と言わずにどうしたら夢に近づくの
か、今何をしたら夢に近づくのか？『支えて！』いえ、
『支えあう。』ことから考え
ていきませんか？諦めなければ、変わります。
『障害があるから夢が持てない。』は、
違うと思いませんか？今、できることを一歩ずつ前進していきましょう。共にがん
ばりましょう。 八木記
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