ハニー・ビー通信№94

2016 年 7 月 NPO 法人ハニー・ビー
発行責任者 八木

みどり

がんばろう、熊本！！ 熊本県ではまだまだ強い余震が続いています。

７７

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。熊本県では少しずつ、経済効果は出てきているよ
うですが、まだまだ復興が進んでいないところがあるようです。そんな中でもボランティ
アによる、被災された方々が日常の生活に戻るためのサポート体制が出来ているとうかが
います。
今後も余震が続く中で、特に揺れが強かった地域では家屋の倒壊、土砂災害が起きる恐れがありますので、様々なご
不便の中ですが、余震や降雨の状況には十分お気をつけください。引き続き、わたしに出来ることはないかを考えて、
出来ることを実行していきます。
いよいよ、宿泊体験も今月になりました。６月４日の下見。そして７月２日（土）にはお顔合わせ会、説明会が開催
されました。初めてこの宿泊体験に参加する子どもたちにもいい体験が出来るように、また「行ってよかった。
」と思
っていただけるように準備をして進めてまいります。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いたします。

：これまでの活動
① 正会員、賛助会員のお申込みありがとうございました。
（6/３～）
② マイそねでの活動 6 月ダイジェスト
③ ハニー・ビー ジョブ 中央薬局（6/8・２2）マルトヨ数磨（6/10・24）の店頭販売と個別宅配先のお願い
④ 土曜日の児童デイサービス ２８年度第 3 回～就労プログラム～（6/11）
⑤ 就労移行支援、実習受け入れ開始しました。
（6/13～）
⑥ ハニー・ビーのホームページをリニューアルしました。
（6/13～）
⑦ 宿泊体験お顔合わせ会・説明会開催しました。（7/2）
：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（7/13, 27, 8/22）
② ハニー・ビー ジョブからのお願い 見学会、実習受け入れ開始します。（７/19～）
③ 土曜日の児童デイサービス 2８年度第４回～就労プログラム～ （7/16）
④ 『八木屋８月宅配』承ります（７/４～）
⑤ 第７回宿泊体験、行ってまいります！（7/23,24）
⑥ 大阪府 府庁管理課及びコープこうべでの実習に行ってきます（8/1～）
：あとがき

地域連携事業とは～さんあいイベント～

活動報告① 正会員、賛助会員の申し込みありがとうございました。
（6/3～）
毎年、この時期に皆さまにお願いしている、正会員、賛助会員のご入会に対し、皆さまから沢
山のご支援ありがとうございました。
６月末現在、正会員 15 名、賛助会員 56 名のご支援を頂戴しました。今年度は、皆さまか
らの「簡単に振り込めるようにしてほしい。
」とのご意見をいただき、ゆうちょ銀行用の払込表
を同封させていただきました。今後も、皆さまからのご支援に応えられる法人になるようにハ
ニー・ビー一丸となって一層がんばります。
また、
「これから入会してみよう。
」と応援していただける方も大歓迎です。
皆さんからのお一人おひとりの浄銭に大変感謝しています。ありがとうございました。
【お問い合わせ・お申込み ハニー・ビー事務局 電話 06-6152-7389 ＦＡＸ 06-6152-7348 迄】
活動報告② マイそねでの活動 6 月ダイジェスト
「子どもたちへのボランティアしてくださる団体、ありませんかね。」とマイそねの管理者と話をしていた直ぐ
のタイミングで、
「ボランティアにいくよ。
」とわたしの友達（蛍池でアロマセラピー ハナというお店を開業）か
ら一本の電話があり、ありがたいお声がけから、今回そねっ子も大好きな足湯ボランティアをしていただくこと
につながりました。
こちらは、二人のスタッフの方がまったりとした足湯体験の場面を作ってくださったところです。スタッフのお一
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人は、アロマに関するライセンスをお持ちだそうです。
（今回、資格をお持ちだということを初めて知りました。
）
思いがけない久々の足湯に、そねっ子たちはニコニコ。１２人の足湯が終わって、みんな
で「気持ちいい足湯、ありがとうございました!」
「またよろしくお願いします。」などとお礼を
言い、感謝のメダルをお渡ししました。
ボランティアに来ていただいたお友だちからは、「お邪魔させてもらっ
て、こちらのほうが癒されたわぁ!！」
「また行きたい！ほんまにメッチャ
クチャ可愛いかったわ。
」と、可愛いそねっ子にまいったようでした。
そねっ子たちからは 「月曜日か火曜日にまた来てね。
」とのリクエスト
があがりました。そう自分が来る曜日に来てほしいのでしょうね。気持ち
は分かりますね。ボランティア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】
活動報告③

中央薬局（6/8・22）マルトヨ数磨（6/10・24）の店頭販売と個別宅配先のお願い

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、個人宅への宅
配もさせていただいています。特に、夏休みは学校への宅配業務が激減するので、
個人のお宅への宅配に力を入れていきます。カタログもお持ちいたします。
「いくつからでも喜んで！！事前にご注文をいただければ、なるべくご希望をお
うかがいしてお届けします。」 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
ように夏休みまでにお知らせできるよう形を作りたいと思っています。
『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。
今は小さな第一歩でも、
『障がいがあっても働く』ということにきっと繋がっていくはず。
毎度お馴染みの中央薬局さん（6/8・22）とマルトヨ数磨さん（6/10・24）も引き続きがんばります。
いつもご迷惑をおかけしているご近所さんにもＰＲさせていただきます。どうぞ今後ともよろしくお願いいた
します。（写真は、練習用のパンを紙粘土で作っている様子です）
【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④

土曜日の児童デイサービス

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も、５月と同様、職場体験です。
『今日は、よろしくお願い
します!』最初は恥ずかしくって、うつむきながらのご挨拶もありましたが、元気に
適切な声の大きさでご挨拶できています。
自分の荷物を入れて、連絡帳を出して、手洗いとうがいをして席につきます。み
んなが揃うまでは自由時間なのですが、なぜかみんな前を向いて『早く、始まらな
いかな。
』と待っています。いい習慣がついているなと、スタッフのわたしたちも嬉
しくなります。チェックも行き届いていて、『うがいのお茶が、足りないです。』と
教えてくれます。
今月は先月と場所を入れ替えての実習です。今月のメニューは、菜の花デイサー
ビス（豊中市服部豊町１丁目）では屋外の清掃作業。社長さんのお話をしっかりと
聞いて作業に取り掛かります。
今月はデイサービスの皆さんが利用されるお風呂の外側の窓をきれいにお掃除し
ます。脚立に乗って高いところもしっかりと力を込めて拭いています。額には、既に
もううっすらと汗が・・そんなこと、お構いなしに力強く手が動いています。溝掃除もクモがいたり、みみずがいた
りしましたが。傍の伸びた草を抜きながら進んでいきます。
一息つこうとした時に『そろそろ、終わってくださいね。』 ご褒美
には、梅ジュース。固辞したメンバーもいましたが、
『飲んでみたら?』
に応じて、口にして『美味しい!』との感想。みんなで美味しくいただ
きました。その後は、クーラーの効いた快適な中で、カラオケを準備し
てくださり、歌ったり踊ったりと願ってもない、ご褒美にメンバーも
大満足のようでした。皆さん、ありがとうございました。
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）での開催と
なりました。
『こんにちは、よろしくお願いします。
』と事務所にご挨拶。階段を降りて、実習のトレーニングルー
ムでは、早速持参した道具を出して掃除に取りかかります。
『みんなが、頑張ってくれたのでとても助かりました。
ありがとうございます。
』 その言葉に、メンバーみんな、キラキラした笑顔でした。
『はたらく』って、はたの人
を楽にすること、正にその通りと実感したメンバー達でした。
実際に、
『こうして拭きます。
』とスタッフから窓の拭き方を伝授してもらい、背の高い窓に（？）額に汗しな
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がら、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、拭き残しがないか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。」きれ
いになったトレーニングルームの窓を眺めながら、待っていましたとばかりにお茶を飲みます。かなり、おいしい
お茶だったと思います。
「疲れたねぇ～。
」とお互いを労いながら、はっとりまで歩いて帰りました。マイっ子、本
当にお疲れ様でした。
【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 迄】
活動報告⑤

就労移行支援、実習受け入れ開始しました。
（6/13～24）

みなさん、就労移行支援事業所ってどのようにイメージされますか? 就労継
続Ｂ型と違って２年しか入れない、またＡ型のように雇用契約を締結するわけで
はないので、中途半端だとお思いでしょうか?
『どのような形で就労に向けての支援を行っているのか。
』
『どんな思いで働き
続けるための就労へと繋げていこうとしているのか。
』実際に見学や実習を体験し
てみませんか? いま利用されている方は、１０日間実習に来てくださって、その
後チャレンジを続けてくださっています。
※高等学校卒業の方々には、見学や実習体験を随時行っています。お気軽にお電話下さい。お待ちしております。
【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】
活動報告⑥ ハニー・ビーのホームページをリニューアルしました（６/１３～）
ハニー・ビーのホームページが、久々に大幅リニューアルしています。
「障がいがあっても社会参加は当たり前」～みんなにやさしい共生社会の実現をめざして～
特定非営利活動法人ハニー・ビーの情報を、みなさまにリアルタイムでお流しできるよう
に心がけております。理事長挨拶から法人の運営理念や運営方針、各事業所からのメッセー
ジや所在地・連絡先、事業概要、ご利用にかかる費用などを掲載しております。またお知ら
せや採用情報、お問い合わせページもございますので、是非とも一度ゆっくりとご高覧いた
だければ幸いです。皆様にお役立ていただけるホームページになりますように。
http://www.honeybe.jp/
【お問い合わせ ハニー・ビー 事務局 電話 06-6152-7389 ＦＡＸ06-6152-7348 迄】
活動報告⑦

宿泊体験お顔合わせ会・説明会開催しました。
（7/2）

「ぼくなぁ、当ってんで。じゃのひれ行けんねん。やったぁ！」このような言葉を聞くと、
企画するわたしたちもとても嬉しいです。小学校４年生から１８歳までの子どもたちにご
参加いただけるこの宿泊体験も、今年はもう７回目。このイベントが終わらないと夏が始ま
らない！とは大袈裟ですが、スタッフにとっては怪我なく事故なく無事に終了することが
全てです。そんな気持ちも込めて説明にも力が入ります。
また、ご家族の皆さんにとって、大切なお子さんをお預かりするのですから、真剣に聞い
てくださっています。ご不安もあろうかと思いますが、元気に活動してもらえるように
精一杯、準備をして当日を迎える所存ですので、どうぞよろしくお願いいたします。当
日までの体調管理にはお気を付けくださいね。
【お問い合わせ ハニー・ビー 事務局 電話 06-6152-7389 ＦＡＸ06-6152-7348 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（7/13, 27, 8/22）
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。
また今月も皆さまのご協力で、ご利用が増えました。もう、すでに日頃からご利
用をいただいているみなさん、特に個人のお宅を中心に宅配のご注文が増えてきて
います。本当にありがとうございます。
実のところ、毎年夏休みはお邪魔させていただけるおうちがとても少なくなり
「どうやって、仕事を作っていこうか。
」と毎年悩んでおりました。
今回は、このような宅配事業の拡大で、活動自体が将来的には障がい者のみなさ
んのお仕事に繋がり、
「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。
今年は、8 月 6 日（土）
・7 日（日）に豊島公園で開催の地域のサマーイベント「豊中まつり」でも、子どもた
ち向けのさかなつりと出店販売で頑張ります。こちらのご利用もよろしくお願いします。
【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】

−3−

お知らせ② ハニー・ビー ジョブからお願い 見学会、実習受入開始します（7/19～）
「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。」そんなお話を保護
者の方からうかがうことがあります。本当にそうなのでしょうか？？ 本当に、難しいのでしょうか？ 実際に
平成２２年の５月までは、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！出来るわけがない。
」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年後には現実になるという状況が近い将来には出てきます。
そんな中、就労移行支援事業所ハニー・ビー ジョブでは、７/１９（火）～８/５（金）までの間、各日①１０
時～１２時②１３時～１５時で、ご希望時間帯に実習生を受け入れします。どうぞ保護者の方・実習希望の方はお
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】
お知らせ③ 土曜日の児童デイサービス ２８年度第４回～就労プログラム～（7/16）
７月の就労プログラムは、チャレンジャーとサポーターのために７月２３日、２４日に開催される宿泊体験の
準備をします。就労プログラムのメンバーが全員宿泊体験に参加する訳ではないですが、参加する人たちのため
にと一生懸命に準備をしてくれます。昨年度は、紙皿や紙コップの数をチェックしたり、大きな横断幕を作った
りしてくれました。今年もよろしくお願いします。今回も『ありがとう』の労いの言葉と『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④ 『八木屋８月宅配』承ります（７/４～）
みなさまのお陰で、毎年の悩みの種でありました夏休みのお仕事は何とか、確保出来つつ
あります。本当に、ありがとうございます。また今年度は、放課後等デイサービスなどでも
お使いいただけるように『デイでのおやつ』という事で“はちみつパン”の販売をすすめて
まいります。数量は、１日限定２０個となっておりますが、出来るだけ・・・。
前もってご予約をいただければ、“はちみつパン”をはじめ八木屋のこだわり商品をお届
けさせていただくことでお仕事に繋がります。どうぞ、ご検討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⑤ 第７回宿泊体験、行ってまいります！（7/23, 24）
待ちに待った、宿泊体験！！ 準備は如何でしょうか？ 忘れ物はないですか？？ 遠足の
前日のように『嬉しすぎて、寝られない！』なんてことがあるかもしれません。どうぞ、お気
をつけ下さい。
今まで、天候不順でプログラムが出来なかったことがない、この宿泊体験。皆さんの日頃の
行いが良いお陰で、きっと今年も大成功に終わることを願いつつ、段取りなどを進めてまいり
ます。体調管理だけは他人には出来ません。どうぞ元気に当日をお迎えくださいね。
【お問い合わせ ハニー・ビー 事務局 電話 06-6152-7389 ＦＡＸ06-6152-7348 迄】
お知らせ⑥

大阪府

府庁管理課及びコープこうべでの実習に行ってきます（8/1～）
燃えるような暑い日が続いています。こういうときには、『どうして、梅雨なのに雨が
降らないのか。
』と勝手なことを考えてしまいます。
今年は、８/１～５が大阪府庁。８/１～３がコープこうべでの実習となります。いずれ
も長丁場の実習となりますが、指導員と一緒にいい体験をして欲しいと思います。
また、夏休み以降の実習も考えて行きますので、どうぞよろしくお願いいたします。
（今回は剪定の実習となります）

【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】

あとがき 地域連携事業とは～さんあいイベント （１１/６開催予定）
『地域で生きる』顔の見える関係性を構築しつつ、自分らしくこの街で生きていけた
ら、そんな思いを持って、回を重ねて今回で第５回となる『みんなでワイワイさんあい
イベント』を、今年は１１月６日（日）に服部西町の「ふれあい緑地」で開催させてい
ただきます。
今年は、
『防災、防犯』などについて考えながら、皆様と繋がれるような場面が沢山、
作れたらいいなと思っています。秋には実行委員会も開催します。ご期待ください。
八木記
【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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