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みどり

頑張ろう、熊本！！このたびの熊本県をはじめとする九州地方における地
震から、半年がたちました。未だ、仮設住宅で不自由な生活を余儀なくされておられ
る方々も沢山いらっしゃると思います。復興への歩みへと始まったところでの、台風
の被害も続いています。被災された方々が一日も早くもとの生活に戻れますことを
心よりお祈り申し上げます。
こんにちは、ハニー･ビーの八木です。9 月は例年になく雨が降りましたね。皆さ
まいかがお過ごしでしたか？自然の脅威に驚くことが多いです。想定を越える大雨
により熊本にも被害が及んだようです。農作物の高騰の心配もありますが、何よりも
被害に遭われた方々の一日も早い復旧を願っております。
あっという間に、10 月を迎えたというのが実感、そして１１月です。
ハニー・ビー通信９7・９８号は合併号。いつもの紙面枚数でご挨拶出来るように頑張ります。遅くなりました
が、マイっ子たちや、ハニー・ビー ジョブのメンバーの元気な様子が、皆さまのお手元に届きますように。11
月 6 日のさんあいイベントに向けて、みんなで力を合わせて頑張ります。今月も、どうぞよろしくお願いいたし
ます。
：９月、１０月の活動
① 第 5 回、第６回就労プログラム終了しました（9/９・10/14）
② ハニー・ビー ジョブ 野菜とパン販売。元気に実習生も活動しました（９月度・１０月度）
③ そね、はっとり 個別支援計画の面談が終了しました（9／5～16）
④ マイ児童デイサービスそね・はっとり 9 月、１０月ダイジェスト
⑤ スタッフ研修会開催しました（9/１３台風のため中止、１０/１８開催）
⑥ 『ハニー・ビーのこと、さんあいイベントのこと』知っていただくために、広報活動し
ます（10/21、27）
：今後の予定やお知らせ
① 『第5 回みんなでワイワイ、さんあいイベント』こども店長、当日分あります
② こども広報委員が『さんあいイベント』広報に参ります。市役所、市議会など（11/2）
③ ハニー・ビー ジョブへのご支援をよろしくお願いいたします
④ ハニー・ビー 交流会 11 月 22 日（火）に開催します
⑤ 来年度を見据えて 皆さんのこと教えてください

活動報告① 第 5 回、第６回就労プログラム終了しました（9 月 9 日、１０月１４日）
「こんにちは、よろしくお願いします」元気のいい声でメンバーが入ってきます。
夏の暑い間、阪神友愛食品（株）や大阪府庁、コープこうべ蛍池店に、職場実
習に出かけて一回り大きく成長したメンバーたち。今回も「挨拶ことば」
「自己紹
介」プログラムへと続きます。その中でもなかなか声の出ないメンバーには、
「○
○ちゃん、頑張って！！」と声をかけ励ます。頑張るメンバーも居ます。
就労プログラムを開催して、最初はどうなるかなと心配した面もありましたが、
今年らしさが出てきました。今回は、4 月に実施した「手先の巧緻性」を見ていきました。4 月よりもそれ
ぞれの分野でタイムがあがっていたことをご報告させていただきます。何より、自信を持って取り組めたこ
とに成長を感じました。
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10 月は、豊中市スポーツ振興事業団と菜の花デイサービスに職場実習に行きまし
た。何度もお邪魔していることもあってか、メンバーの顔にも余裕があります。最初
は、なかなか照れもあって出来なかったご挨拶も、さらりと「こんにちは、今日はよ
ろしくお願いします」本当に成長を感じます。実際の作業においても確かに長く同じ
作業は難しいメンバーも居ますが、とりあえず連帯責任の認識があるようで、励まし
合ってお掃除に取り組みます。いずれの事業所からも労いのお言葉を胸に、
「頑張った
なぁ」と自画自賛しながら、はっとりに帰ってきました。お疲れ様でした。

活動報告② ハニー・ビー ジョブ

野菜とパン販売。元気に実習生も活動しました（9 月度、１０月度）

こちらは、
職場実習の様子です。
柔らかいパンなどを袋詰めする練習をしています。
なぜ、本物のパンを使わないかって？なぜだと思います？
それは、柔らかいパンの感触を知らないから実際のパンを使うまでに代用品で練習
するのです。その結果、しっかりと実践出来るようになって来ます。実際に彼女の他
にも支援学校から生徒の皆さんを受け入れ、実習を実施しました。
また、
野菜とパンの販売も 2 学期になって再開しました。
野菜の販売は第２、第 4 水曜日は旭丘の中央薬局さん前、
第２、第４金曜日は本町のマルトヨさん前での販売です。
この秋、雨の日が続きましたので、ビックリする程、野菜
が高騰しています。そんな中、ちょっと規格外ではありますが、美味しいお野菜
を比較的安い価格で提供させていただきます。どんなお野菜が並ぶかは、仕入先
の平野オーナー次第（笑）ですが、どうぞ新鮮なお野菜をご自身の目でお確かめ
ください。
※このほかにも地域のイベントで、啓発活動をしています。障害のあるなしに
関わらず、みんなに優しい共生社会実現をめざして、今回は、１０月２９日（土）
開催の服部阪急商店街のハローウィンのイベントに参加しました。
【お問い合わせ ハニー・ビー ジョブ電話 06-6398-9500ＦＡＸ０６-6398-9535】

活動報告③ そ ね 、 はっ とり

個別 支援 計画 の面 談が終 了し まし た （ 9／ 5～ 16）

マイ児童デイサービスそね、はっとりそれぞれの事業所で、お忙しい中保護者の
方々にわざわざおいでいただき面談をさせていただきました。日頃の様子から、半
年前に立てた２８年上期個別支援計画の評価と下期の新たな計画の説明をし、ご承
諾をいただきました。
お母さま方も日頃の様子を直接お話できる機会を大切に思ってくださっていて、
スタッフも緊張しながら対応させていただけたことで思いを共有することが出来たと喜んでいます。本当に
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曽根電話 06-6152-8991 はっとり電話 06-6868-9371】

活動報告④ マイ児童デイサービスそね・はっとり

9 月、１０月ダイジェスト

そね、はっとりの共同プログラムです。毎年恒例の「とよすぽファームプロジェクト」が今年も開催され
ました。マイっ子たちは、この活動をとても楽しみにしています。
（今年は、
初めて木曜日開催となりました。
）
夏の暑い日に水やりに行き、雑草を抜きました。小さなボランティアでは
ありますが、
「みんなのお陰で、おイモが育ったね。
」に、ニッコリ。例年より
は少し小さなおイモが多かったのですが、自分の掘った土の中からさつまいも
が顔を出してくれると、
「わぁ、すごい！見て、見て！」と歓声が上がります。
このようにして食育に繋げていきたいと思っています。
－2－

さんあいイベントでも初めて「本格石焼きイモ」
（※こちらのおイモではありませんが）が出店します。
是非とも秋を味わってくださいね。さんあいイベントは１１月６日（日）に開催します。
【お問い合わせ マイ児童デイサービスはっとり電話 06-6868-9371ＦＡＸ06-6868-9372】

活動報告⑤ スタッフ研修会開催しました（9/１３台風のため中止、１０/１８開催）
２８年度スタッフ研修会を開催しました。９月１３日に予定していた食中毒のお話
をうかがう研修会は残念ながら、台風のため中止。１０月１８日は、豊中保健所 精神
保健福祉士 松山 ともよさんにご登壇いただき、
「メンタルヘルス」について、学ばせ
ていただきました。メンタルチェックに関しては、なかなか自分自身で気付いた時には
しんどい状態になっていることが多いとか。日頃から自分で心の健康を意識することは
大事なことだと思います。皆さんもどうぞ、心の健康に心掛けてくださいね。
【お問い合わせ マイ児童デイサービス曽根 電話：06-6152-8991ＦＡＸ：06-6152-8992】

活動報告⑥ 『ハニー・ビーさんあいイベントのこと』知っていただく為に、広報活動します（10/21、27）
「特定非営利活動法人 ハニー・ビーの皆さんです。
」
「こんにちは！」と
元気いっぱいの笑顔で、１０月２０日（木）ご紹介をいただき、
『エキスタ集
まれ』に、３度目の出演となりました。
今回も賑やかにハニー・ビージョブのメンバーと一緒に、ハニー・ビーの
こと、ハニー・ビージョブのこと、大事にしていること、そして、今回の１１
月６日（日）に開催される『第５回みんなでワイワイ、さんあいイベント』の
広報をさせていただきました。こども店長の話やマイっ子のダンスの話など。
また、２７日（木）にはＦＭ千里にもご紹介いただいたお陰で出演が叶い、し
っかりとハニー・ビーのこと、今の事業に至った経緯などもお話させていただき
ました。さんあいイベントの話では、こちらでも「こども店長」の話で盛り上が
りました。本当にご縁って繋がっていくものだと実感しました。

お知らせ① 『第 5 回みんなでワイワイ、さんあいイベント』こども店長、当日分あります（11/6）
みなさんには、もう良く知っていただいている、恒例となりました「さんあい（であい、
しりあい、わかりあい＝３つのあい）イベント」も今年で５回目になります。今年も服部
西町のふれあい緑地で開催されますが、その中でも人気の「さん
あいイベントのこども店長」の予約はされましたか？？
毎年、恒例のこども店長・・結構開始直後からエントリーをさ
れるのですが、まだかなり当日参加に余裕があります。「わたし
は、お花屋さんが良い」
「ぼくは、いか焼きや」と色々やりたい
お店があると思います。どうぞ、こども店長コーナーで受付をしますので、
お好きなお店で、チャレンジしてくださいね。(好きなお店がいっぱいだった
ら、ごめんなさい。)１００名限定ですが記念品も準備してお待ちしています。
【お問い合わせ ハニー・ビー事務局 電話：06-6152-7389ＦＡＸ：06-6152-7348 まで】

お知らせ② こども広報委員が『さんあいイベント』広報に回ります。市役所、市議会など（11/2）
さんあいイベントのコンセプトは、障害のあるなしに関わらず、みんなが「であい、しりあい、わかりあ
い」を大切にして顔の見える関係性が出来たらいいね。
」との思いで、始まりました。
そんなイベントを毎回、しっかりと自分達のイベントとして、
「自分たちで出来る事は自分たちでする。
」
ことを大切にしています。よって、準備も広報活動も段取りはスタッフが自分たちでやっています。
ということで、11 月 2 日の放課後に、こども広報委員５名が 2 人のスタッフとともに市役所と出来れ
ば市議会にも広報活動に行きます。皆さんのご協力があって毎年、こどもたちの成功体験に繋がっています。
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ありがとうございます。
（※注 画像は昨年度のものです）
「緊張するなぁ、ちゃんといえるかな」と心配する広報委員もいます。いずれ
にしてもやってみなくちゃ判らない！！成功体験に繋がるように準備を進めて当
日を迎えます。また開催日の前日には、
「就労プログラム」のメンバーがスタッフ
と一緒に準備を進めて行きます。お店の屋号や名前を貼り付けたり、数を読んで、
確認したり、大忙しの 1 日になります。一緒に頑張ろう！わたしもみんなに負け
ないよう頑張ります。
【お問い合わせ ハニー・ビー事務局 電話：06-6152-7389ＦＡＸ：06-6152-7348 まで】

お知らせ③ ハ ニ ー ・ ビ ー

ジョブへのご支援をよろしくお願いいたします

皆さん、ハニー・ビージョブ 「八木屋の宅配」ご利用されたこと、ありますか？
吹田・江坂 平野農園の新鮮なお野菜、おまかせ１０００円、２０００円があ
ります。障害者さんが作るソーセージ、阪神友愛食品さん（特例子会社）の笑い
栗やお手軽水煮食品、和歌山の紀伊国屋文左衛門本舗さんからは、ニチレイカレ
ーや梅干など、また中桜塚メルクのパン、食パンや菓子パンも、宅配できます。
泉丘のチェリーベリーのアレンジメントは大好評！！
学校で職場に生花は、癒しになっているようです。
服部のお米のまつもとさんからは毎月変わるこだわりのお米があります。普通のお
米より少し高いかも知れませんが、さすが、プロのお眼鏡にかなったお米。わたし好み
のご飯に大満足です。
是非ともハニー・ビージョブにご協力をお願いいたします。カタログのご希望等は
それぞれのマイ児童デイサービス、アプリコット介護サービス、相談支援センターにご
一報ください。必ず、お届けします。
【お問い合わせ ハニー・ビー事務局 電話：06-6152-7389ＦＡＸ：06-6152-7348 まで】

お知らせ④ ハ ニ ー ・ ビ ー

交 流 会 11 月 22 日 （ 火 ） に 開 催 し ま す

「いつ、交流会を開催しますか？」そんな声を聞きながら、すみません。お待たせしました。やっと実現
となりました。１１月の２２日（火）１０時～曽根の事業所で、開催します。
わたし達スタッフが、お母さま同士をお繋ぎ出来る場になればと思っています。実際に、小学生のお子様
をお持ちのお母さまは、
「中学に行ったらどうなるんだろう」と不安に思っておられるお悩みを伺いました。
わたしの子育てしていた頃と今とは違うと思います。ですから、この様な場でお顔合わせと言うわけです。
直ぐには、しっくり来なくても回を重ねていくつもりでおります。また、スタッフもお母さま方とお話させ
ていただくことは、とても意味のあることなのです。勉強になるのです。不参加にしていた方もご都合がつ
けばご参加ください。心より、お待ちしております。よろしくお願いいたします。一番楽しみにしているの
は、わたしかも知れませんね。
お知らせ⑤ 来 年 度 を 見 据 え て

【お問い合わせ

ハニー・ビー事務局

皆さんのこと教えてください
２０１６年度も半分が過ぎました。
「来年度、私たちハニ
ー・ビーをどう進めていこうか。みなさんは、私たちに何を求
めているのか。
」について、私なりに、色々と考えていますが、
特に、昨年１１月に開設しました念願の「就労移行支援事業所
ハニー・ビー ジョブ」は、まだまだ定員には到達していない
状況にあります。
私たちハニー・ビーがめざすもの、共生社会の実現をめざ
していくうえで、どうしても社会に投げかけていかなくては
ならないことについて、皆さんと共に考えていこうと思いま
す。 皆さんのことをお教えください。
（八木記）
電話：06-6152-7389ＦＡＸ：06-6152-7348 まで】
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