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八木 みどり

ご入学おめでとうございます。そしてご進級おめでとうございます。入学式、始業式には少し桜の開花が
早かったようですが、皆さんの晴れの門出をお祝いしているようです。新しいピカピカのランドセルを背
負っているお子さんを見るたびに『そういえば、うちの子も大きなランドセルをしょって、毎日通っていた
なぁ』そんなことを思い出しました。(もう、孫を見る感覚ですが・・)
新しいマイっ子たちもそんな感じでしょうか。ピッカピカのランドセルはお色に個性が出ています。そね
に新しく通うマイッ子たち、新しい生活に慣れるのも大変です『楽しく学んでおいで』と背中を押してあげ
てください。頑張って帰ってくるマイッ子たちをどうぞいっぱい抱きしめ、言葉をかけてくださいね。大き
く育ちますように。
はっとりを卒業した７名はそれぞれのステージへ旅立っていきました。そねを卒業した 6 名のうち４名
は、はっとりでの新しいステージで頑張ってくれることでしょう。新１年生のそねっ子は、学校の入学式よ
りも早くマイでの生活が始まりました。ゆっくり慣れてくださいね。はっとりでは、中高校生のお兄さん、
お姉さんたちの中に入って、そねとは違ったプログラムの中で、はっとりのメンバーの一員としてしっかり
活動していきます。わたしたちスタッフも精一杯応援していきます。
今年度は、皆さまとの交流会や新しい集いの場も企画しております。わたし自
身が一番、ワクワクしているかもしれません。今月もどうぞよろしくお願いいた
します。最後に、新しい環境に不安やご心配もあろうかと思います。その際には
何なりとご相談ください。スタッフ一同、お待ちしております。
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①
マイそね・はっとりでの活動 3 月ダイジェスト
②
ハニー・ビー ジョブ 中央薬局（3/9・23）マルトヨ数磨（3/11・25）の店頭販売
③
土曜日のデイサービス ～就労プログラム～ 第１２回（３/13）＆２８年度第 1 回（4/9）
④
アプリコット介護サービス、春休み奮闘記（とある１日）
：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（4/13,15, 27, 29）
②
土曜日のデイサービス 2８年度第 2 回 ～就労プログラム～ （5/13）
③
宿泊体験７月２３日（土）
、２４日（日）開催。さんあいイベントは１１月６日（日）開催です。
あとがき
活動報告①

ハニー・ビーへの入会のご案内（お願い）。来年度のハニー・ビーのために・・（4/15～）

マイそね・はっとりでの活動

３月ダイジェスト
今月のメインプログラムは、なんといってもそね・はっとり通じて『卒業・進級
お祝い会』です。それぞれの特色を出したプログラムとなりました。
『ぼくの名前は、
○○ ○○といいます。４月からは、２年生になります』というのは、昨年４月に入っ
てきてくれた可愛い小学 1 年生のご挨拶です。本当にこの様な発表ひとつをとってみ
ても成長を感じます。
発表に至るまでの経過も、発表に向けての自分の気持ちを表わし、スタッフと一緒に
原稿を書き、自分なりに考えて手直しをしながら、発表に向けての練習もしていたよう
です。みんなの前での発表は、ドキドキ緊張もしたことでしょう。そう考えると何気な
く見逃してしまいそうな活動にこそ、大事にしなければならないものってあるのかもし
れませんね。
本当にこの１年を大事に過ごし、いよいよ自覚も出てきた今日この頃、彼ら、彼女らにも後輩ができます。
「何だか、
頼りない」
「大丈夫かしら」と考えるより、先ずは、受容して認めてみては如何でしょうか？今後の成長が、更に楽し
みになるかと思います。
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はっとりでも、進級お祝い会を開催しています。ただ、はっとりの場合は卒業してい
く高校３年生は、４月からは社会人。お祝い会自体もお楽しみ会的な要素を取り入れ
て、カラオケ大会となったようです。歌うことも踊ることも元来大好きなはっとりメン
バー。スタッフに自分の歌う曲、踊る曲をエントリーします。
（こういう時は、はっき
りと伝えてくれて、助かります。
）その様子を伝える画像がこちらです。
色々な意味で、自己表現は必要です。その中でも自分の得意なこと、やりたいことを
持っているのは強みですよね。これからも新しいところで、パフォーマンスをしていた
だければ、嬉しいです。こちらのイエロージャケットは、普段はお迎えの時にスタッフ
が着用しているものですが、卒業生がこれを着て支援学校にお迎えに同行してくれました。
先生方も彼女たちを見て大変喜んでくださったとのこと。最後まで、大活躍の卒業生でした。
本当に名残惜しいですが、それぞれの場所で頑張って欲しいです。
【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 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
活動報告②

迄】

ハニー・ビー ジョブ 中央薬局（3/9・23）マルトヨ数磨（3/11・25）の店頭販売

「いらっしゃいませ、お野菜いかがですか。
」今月も元気な声が響
きます。３月に入っても暖かくなったかと思うと、急に寒くなったり
と体調を崩された方も多かったのではないでしょうか？体調管理が難
しい日が続いていますが、寒さに負けずにハニー・ビー ジョブも活
動の場を増やそうと一生懸命頑張っています。
今月は、ボランティアさんも一緒に活動するという日がありまし
た。ボランティアさんの感想は、「いらっしゃいませを言うのが最
初、恥ずかしかった。
」や 「買って貰えて、嬉しかった。
」「寒かっ
た。」など、働くことを少し実感してもらえたようです。ありがとう
ございました。
すっかりお馴染みの中央薬局さん（３/9・23）とマルトヨ数磨さん（３/11・25）での店頭販売で
は、寒い中待っていてくださったお客さまもあり感謝です。ありがとうございました。
４月からは新年度。新年度も「みんなにやさしい共生社会の実現」をめざしていきます。先月掲げた
『障がいがあっても一緒に働けるイメージを持てるように、知ってもらう』ことも、小さな一歩ではあ
りますが確実に周りが変わってくると思います。今後も地域の中で繋がれたらと思っています。
【お問い合わせ・お申込み ハニー・ビージョブ 電話・06-6398-9500ＦＡＸ・06-6398-9535 迄】
活動報告③ ドキドキ、ワクワク土曜日のデイサービス～第１2 回就労プログラム（3/13）

２８年度第１回就労プログラム（４/９）～
27 年度最終の第 12 回就労プログラムは、３月１２日に開催されまし
た。１年の総まとめになります。いつもの挨拶やビジネスことばの練習。
それから、今までの成果を発揮する「作業６種類」にチャレンジです。み
んな、１０分の時間を生かして、それぞれ得意 不得意な作業はありなが
らも一生懸命に作業に取り組んでいました。
最後には、恒例の卒業生に小さなブーケの贈呈です。「どうぞ、新しい
ところでも頑張ってください。
」と在校生からメッセージを送られ、「は
い、頑張ります。来年度は、みんなで頑張ってくだ
さいね。
」とちょっと恥ずかしがりながらことばを返していました。３名の卒業
生、又遊びに来てくださいね、待っています。
４月９日に今年度の第１回就労プログラムが始まりました。急遽、ご都合と体調
不良で来所できなかった２名を含めて１２名で活動していきます。恒例の挨拶の練
習、ビジネスことば、自己紹介などを済ませてから、今日のプログラムは、５月、
６月、１０月に予定されている職場実習のための見学会をしました。
先ずは、菜の花デイサービスへ移動。そこで社長さんのお話をうかがい、その後
は２０名ほどの利用者様の間に入れていただいて、それぞれのグループで「仕事を
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する意味」「仕事をするうえで大切なこと」などを利用者様からお伺い
し、またこどもたちからも発言をさせていただき、いいコミュニケー
ションが取れたと喜んでおります。
利用者の皆さんにとっては、孫のような年齢の彼らの訪問はとても
喜んでいただけたようです。また豊中市スポーツ振興事業団の指定管
理される「マリンフード スイミングスタジアム とよなか」に行っ
て、実際に清掃のボランティアに入らせていただき、お部屋でご担当
の方のお話をうかがい、イメージを膨らましていました。来月がとて
も楽しみです。皆さん、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 アプリコット介護サービス、春休み奮闘記（とある１日）
皆さん、地域生活支援事業の移動支援事業ってご存知ですか？
わたしも息子が高校生になるまで知らなかったのですが、この事業は障がい者等
の地域における自立生活及び社会生活を促進するために、屋外での移動が困難な障
がい者等に対し、余暇活動等の社会参加のための移動を支援するサービスです。
ハニー・ビーでは、障がいのある方々に寄り添い、
「くら
す」ことを共に考え、外出する際の付き添いの支援を行ってい
ます。余暇などの支援をさせていただくことによって、ひとりで公共交通機関を利用する
ことなど就労、社会参加の際に必要となる力を育みます。
とある１日をご紹介します。マナーを守って電車に乗り込みました。この日は、雨が降
っていたこともあり、神戸の王子動物園から急遽、キッズプラザに変更となりました。扇
町公園の桜を見ながらちょっとひと休み。いつものお出かけとは違うと感じているようで
す。お昼も自分で選んでしっかり食べました。
また、別の日には、箕面市のコミュニティーバスにも乗せていただき、わたしたちヘル
パーにとっても利用者の皆さんの成長が垣間見られて、この春休みは嬉しい体験が沢山出来ました。
【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】
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（4/13,15,27,29）

新規利用者の皆さんもパンやお米は、どちらかでご購入されていますよね。
如何でしょうか、是非とも一度ハニー・ビー ジョブの宅配をお使いになっ
てみてくださいませんか？
ハニー・ビー ジョブのメンバーが、カタログから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
などをサポートしてもらいながら、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
取り扱いしております。是非とも月に１回でもお使いいただけるとメンバーさんたちの仕事になります。
既に日頃からご協力をいただいている皆さん、本当にありがとうございます。
先月もマイッ子のご家族を中心に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、かなえばと思い活動しています。お野菜、松本さんのお米、メルク
さんのパン、パルクラブさんのソーセージも好評です。
今年度もハニー・ビー ジョブから豊中市の全域に広がっていくように精進してまいります。
どうぞ温かいご支援のほどをお願いいたします。

【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は ２８年度第２回～就労プログラム～（５/13）
すみません、本来ならば４月の予定を入れるのですが、実は第１回就労プログラムは４月 9 日にすでに
終了してしまいましたので、ハニー･ビー通信第９１号の発行日との関係で、今回も敢えてお知らせとしな
いで活動報告③でご報告させていただきました。次回の２８年度の就労プログラムは多分、１２名で元気
に活動いたします。（どうぞ、お休みしないで来てくださいね.。
）
ひとりでも多くのメンバーが、将来自分も働きたいと思えるように、体験値を積み重ねて自信に変えら
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れるお手伝いが出来ないかなと思い、始めたハニー・ビーのオリジナルプログラムです。今年は昨年同様、
実際の企業などで職場体験をしながら、
『コミュニケーション力をつける』
『将来は、働く』という気持ちが
育つことを大きな目標としています。
今年も７月２３日、２４日開催予定の宿泊体験や、１１月６日に開催の“さんあいイベント”では、積極
的に活動に参加して、
『人のためにはたらく』そのお陰で、
『ありがとう』といってもらえる。
『自分のした
ことが、人に認められる（感謝される）→嬉しい→もっと感謝されたい。
』その相乗効果で、人は人の中で
育ちます。人は人の中でしか、育ちません。
実際には、何も変わったことをしているわけではないのです。魔法でもなんでもなく、当たり前のプログラ
ムなのです。来ているマイっ子同士がお互いに関わる中で、自然に自信を身につけて変わっていくのです。
今年度の早い時期に企業実習も考えています。先月号でもご案内しましたが、昨年の経験を踏まえて『企
業での体験で力をつけられたら。
』との考えに至りました。今年度も幾つかの企業さんに『職場実習受け入
れの』お願いをし、夏休み（夏休み以外にも）に『職場実習体験』の調整をします。
『体験値を積み上げる。』
そのためにも、どしどしご要望をいただけるとありがたいです。
『やりなさい。』と言うのは簡単ですが、実際にすることは様々な葛藤もあって難しいことだと思います。
だからこそ、保護者の皆様と一緒に、わたし達大人が勇気を持って道を示さなければ何も変わらない！！
のです。マイッ子と一緒にわたし達スタッフも成長していけるように頑張ります。
【お申込み マイ児童デイサ-ビスはっとり 電話 06-6868-9371・ＦＡＸ06-6868-9372 迄】
お知らせ③

宿泊体験は ７月２３日（土）
、２４日（日）開催。
さんあいイベントは １１月６日（日）開催です。

今年度も、
（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、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で、大勢で食べるお食事体験、バーべキュー体
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。
また、
『みんなでワイワイさんあいイベント』も第５回となります。１１月６日
（日）にふれあい緑地をお借りして開催することになりました。
特に宿泊体験は、終わった次の日から(当日の子もいたとか)『来年も行きた
い。』というほど、人気のイベントになりました。早目にチラシを作ってご案内を
させていただきますので、もうしばらくお待ちください。
いずれのイベントも、多くのボランティアさんをはじめ、関わりいただく多く
の方々のお陰で今まで事故なく開催することができています。前準備として、ト
イレ休憩の際の安全確保など慎重に計画をしてまいります。ゆだねてくださる保
護者の皆さまへの責任も感じつつ、今年度も思い出深い体験と沢山の方々との出
逢いの場になればと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。チャレンジャー２５名、サポーターも２５名を大募集します。
【お問い合わせ マイ児童デイサービス 電話 06-6152-8991ＦＡＸ 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 06-6868-9371ＦＡＸ 06-6868-9372 迄】
あとがき ハニー・ビーへの入会のご案内（お願い）今年もよろしくお願いします（4/15～）
毎年、皆さんにお願いをしておりますハニー・ビー賛助会員のご案内をさせて
いただきます。ハニー・ビーは法人化して、本年８月には７周年を迎えます。
昨年念願の就労移行支援の事業所ハニー・ビー ジョブを設立し、小学１年生
から１８歳までの就学中にしっかりと将来を見据えた『療育支援』『親子支援』
をさせていただくことで、一緒に社会参加、自己実現めざせるものと確信してお
ります。
『支える』いえ、
『支えあう』中で体験値を自信に変える、その自信を最
終的に『はたらくこと』で『自律（じりつ）
』を、寄り
添いながらめざしていきたいと思っています。
今年度からご要望にお応えし、払込票をご同封させていただきました。『ゆうち
ょ口座からの振込のみ』にご利用できます。
【詳細はご案内にてご確認ください。
】
今年度も療育支援と親子両方への支援にこだわって、サービスを提供してま
いります。
『させていただける。
』ことに喜びを感じ、この先も寄り添いながら共
に成長できますように。お身体には十分なご自愛のほどを。 八木記
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