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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８ヶ月がたちました。先月
時点で４３００戸の仮設住宅が整備され、１万人以上の方々が住み慣れた住まいを離れ、不自由な生活を余儀な
くされておられます。復興への歩みが始まったところで寒い冬がやってきます。被災された方々が一日も早く元
の穏やかな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。今年もあと、ひと月ほどになりました。本当に今年は、熊本地震という
大きな災害に見舞われ、また、各地に被害をもたらす様な沢山の雨も降りました。
皆さまにとりましては、どんな一年でしたか？
放課後等デイサービス（当時で言う児童デイサービスⅡ型）は、2010 年 5
月にわたしどもが豊中市で民間初として開所し、今年で６年が経過しましたが、
いまではわたしたちのマイ児童デイサービスも含めて豊中市内だけで３０ヶ所
となっています。各事業所には、それぞれ法人としての経営方針があり、サービ
ス提供においても様々な特色があろうかと思います。事業所を選ばれるときは、
実際誰のためのサービスかを良く考えて下さい。
教育長室での広報活動
ハニー・ビーが経営母体のマイ児童デイサービスそね・はっとりでは、年明け
になると思いますが、
『見学会・説明会』を実施します。日程が決まり次第、お
知らせさせていただきますので、ひとりでも多くの方々のご参加をお待ちしています。
ハニー・ビー通信も、今月で９９号となりました。来年１月は１００号と言う記念号となります。
『継続は力な
り』とは申しますが、日々、進化を求めるわたしにとって積み重ねられたことが奇跡（笑）どんな、紙面になり
ますやら・・どうぞ、お楽しみに！！まずは、９９号。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。今月も、どうぞよろしくお願いいたします。
：11 月の活動
① 第 7 回、第 8 回就労プログラム終了しました（11/5・12/9）
② 「第 5 回みんなでワイワイさんあいイベント」こども広報頑張りました（11/2）
③ 「第 5 回みんなでワイワイさんあいイベント」終了しました（11/6）
④ 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（11 月度）
⑤ ２８年度第８回スタッフ研修会を開催しました（１１/３０）
⑥ マイ児童デイサービスそね・はっとり 11 月ダイジェスト
⑦ 交流会開催しました（11/22）
：今後の予定やお知らせ
① 『ハニー・ビーのこと』知っていただくために、ＦＭ千里でお話します（12/16）
② ハニー・ビー ジョブ(八木屋)へのご支援をよろしくお願いいたします（1 月～）
③ 毎年恒例クリスマス会、みんなで楽しみましょうね。
（12/23）
：あとがき
一緒に考えていきましょう～こどもたちのこれからのこと～

子ども店長、ご苦労様で

今年のカ－ドはこちら！

活動報告① 第 7 回、第 8 回就労プログラム終了しました（11 月 5 日、12 月 9 日）
「こんにちは、今日もよろしくお願いします。」そんな元気な声が続きます。
今日は、明日開催される「第 5 回みんなでワイワイさんあいイベント」の準備
を就労プログラムのメンバーですることになっていました。いつもの、挨拶こと
ば、自己紹介などをした後、早速作業に取り掛かりました。名札やお店の看板を
切ったり貼ったり、ラミネートしたり・・と大忙しです。わたしたちもゆう２時
間はかかるだろうと踏んでいた作業も１時間余りで終了しメンバーからは「も
っと、仕事ないですか」といわれる始末です。(笑)
おやつを食べてから、会場設営のお手伝いでしたが、まだテントが立て終
わってなくて・・会場でドングリやマツボックリを拾って、横断幕を掲げ、
記念写真を撮って帰りました。はっとりまでの帰り道に「もっと、仕事がし
かった。」とこぼしていたとか・・当日も、ステージでのそねっ子のダンスパ
さんあいイベントの横断幕の前で
フォーマンスでは後ろで旗を振って応援し、また子ども店長としても大活躍
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でした。来年は更に、パワーアップしているでしょう、楽しみです。
第 8 回は、これまた恒例のクリスマスカード作りです。そね、はっとり
あわせて 90 枚のクリスマスカードを 10 人のメンバー
で、適材適所の役割で分担して仕上げてくれました。今
年も上々の出来栄え！！です。今月中旬以降にお渡しし
ます。是非、お受け取りください。

そねっ子初めてのダンスステージ

【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 「第5回みんなでワイワイさんあいイベント」
こども広報頑張りました
（11/2）
今年のこども広報委員さんは、なんと小学生！！今まではずっと中高生で広報委員を務
めていただいていました。それぞれの 「使命」を持って、豊中市役所へ。各部署で、
「ぼく
たちの出るステージを見にきて！！ 」
「子ども店長、頑張ります。
」と、緊張しながらも任
務を果たしてくれました。日頃、余りいくことのない市役所ですが、委員の中には「お母さ
んと行ったことがある。
」
「楽しかった、また行きたい。
」と感想を述べる委員もいました。
いずれにしても教育長室や部長室に入れていただくということは、なかなか出来ない体
験です。この体験をしたことで、
「豊中市役所で仕事をしたい。
」という将来の職員が誕生
「来て下さい」
するかもしれません。こども広報委員さん 6 名。お疲れ様でした。
【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 「第 5 回みんなでワイワイさんあいイベント」終了しました（11/6）
今年の「さんあいイベント」は、１１月６日(日)曇り空の寒い一日となりまし
たが、昨年度よりもたくさんの方々に（2000 人超）ご来場いただき、大盛況の
うちに無事、終了しました。今年は、マイ児童デイサービスのそねっ子が、ステ
ージでダンスをご披露してくれました。デイサービスのお部屋で日頃から踊って
いるとはいえ、こんな大きなステージで多くの人が見ている前で踊ることは初め
てでしたが、みんな頑張って踊ってくれました。
（若干、スタッフも緊張）
また、恒例のこども店長にもエントリーし、
「いらっしゃいませ！」
「２００
円です、有り難うございました。
」と大きな声で、しっかりお仕事、頑張ってく
れました。今年は、マイ児童デイサービスそね、はっとりそれぞれの保護者の皆さんにもお手伝いもお願いし、
こちらにも沢山のお母さんが来てくださいました。
ＭＣ、看護士さん、また出店者さん、ステージでパフォーマンスをしてくださっ
た皆さんのお陰で、大盛況で終えることが出来ました。
今年は特に、地域で活躍されている方々とも繋がることができました。また、
他市で活躍している方々にもお声を掛け、新たにご参加いただき、わたしたちと
一緒に「さんあいイベント」を盛り上げていただきました。本当に皆さん、有り
難うございました。来年、またお逢いできますように願っております。さらに、
こどもたちには、これからも大いに活躍していただけるものと思います。
【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④ 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（11 月度）

今月も元気に野菜の販売、八木屋の宅配にと頑張っています。その中で
も特に、今月は夏休みに匹敵する忙しさだったようです。とりかい高等支
援学校のフェスタにもお邪魔して、パンの販売をさせていただきました。
保護者の皆さんにも大好評で、直ぐに売り切れてし、嬉しい反面、申し訳
無く思っています。
実習の受け入れもありました。支援学校を卒業した実習生が来てくれ、
お昼休憩時などには、同年代の利用者さん同士で楽しそうにお話をし、笑
い声がいっぱいで、更に活気のある事業所になりました。
随時、実習生を受け入れております。支援学校の先生方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。
【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】
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活動報告⑤ ２８年度第８回スタッフ研修会を開催しました（１１/３０）
２８年度第８回スタッフ研修会を開催しました。今回は、
「こどもの歯やお口の健康づくり」をテーマに研修しまし
た。豊中市保健所の平野歯科衛生士さんにお越しいただき、お話をおうかがいしました。特に今回は、マイ児童デイ
サービスなどに通うこどもたちの口腔ケアについて学びを深めました。こだわりが強く、食べ物に関しても偏りがち
なこどもたちに対して、マイ児童デイサービスで何か出来ることはないか、アドバイス出来ることはないかと考えて
のこの度の研修会を企画しました。 講師の平野先生からは、
「こどもたち自身が、歯やお口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、歯やお口の健康には、十分心掛けてくださいね。
」ということでした。
【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】

活動報告⑥ マイ児童デイサービスそね・はっとり

11 月ダイジェスト

そねのプログラムを中心にご報告します。マイ児童デイサービスは、そねもはっと
りも活動プログラムを前もってお知らせし「今日はクラフトで、どんなことをするの
かな。
」と事前に予測を立てて参加してもらうように心がけています。
今月は、ジェンカというダンスに挑戦。
（懐かしい、と思うのはわたしだけでしょう
か？）日頃から、リズムにノッて身体を動かすことに慣れているそねっ子ですので、
直ぐにご覧のように・・踊れます。流石、です。
ことわざカルタにもチャレンジしました。読み手、取り
手に分かれて、真剣な面持ちで臨みます。また、このカルタがきっかけでことわざに
興味を持ったそねっ子も、現れました！！何がきっかけで興味や可能性が広がるかが
判らない、伸びしろ一杯のそねっ子なのでした。
こちらは、土曜日の音楽療法を取り入れたプログラム
です。椅子に座っての体操でしょうか？器用にバランス
を取って、活動しています。音楽療法は、音楽の活動は
勿論、身体を動かす活動も取り入れて、個別に支援を促しながらもグループでの活動
支援に繫げていきます。
「出来ない。
」
「言っても聞かない。
」とおっしゃる保護者の方
も多いですが、我が子の成長に寄り添うのは、忍耐・辛抱が伴うもの。
（それは、私
自身が我が子でももどかしく思い、しんどい思いは十分に実体験しています。
）もし
かしたら、１０回でなく、１１回、いや１２回で分かるかも・・知れません。
わたしたちは、皆さんと一緒に考えていきたいと思っています。一人で悩んでいても、なかなか、解決しませ
ん。お気軽にお電話ください。ご連絡をお待ちしています。
【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⑦ 交流会開催しました（1１/２2）
特定非営利活動法人 ハニー・ビーの久々の交流会となりました。今回は、前回の
企画より、もっと身近にスタッフと保護者の方が濃く関わろうと、グループに分か
れ、それぞれでファシリテータ―、書記、発表者と役割を割り当て、ざっくばらんに
日頃思っていることなどを中心に歓談しました。
保護者（お母さん）同士も、今年の「さんあいイベント」でお手伝いのボランティ
盛り上がった交流会
アをしてくださった方が多く、
「この間は、有り難うございま
した。寒かったですよねぇ。
」としっかりと顔見知り力を発揮しておられました。
何よりも、お母さん方から悩んでいることをおうかがいできたこと、解決を図るために
色々なチャレンジをしておられるというお話をうかがえたことが、大きな成果でした。
紅茶とハートのパンをお出ししました。
（皆さん、パンはお土産にされました。
）わたし
も、それぞれのグループの話を聞きながら「やっぱり、このような交流会ってハニー・ビ
ーならでは！！」と自画自讃（笑）
。いい機会を頂戴しました。来年度に繋がるものが見え
てきました。その中で、
「交流会を２、３ヶ月に一度持って欲しい。
」との多くのご要望も。
ハートのパン
お忙しい中、お越しいただきました方々、本当に有り難うございました。
【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】
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お知らせ① 『ハニー・ビーのこと』知っていただくために、ＦＭ千里「人生開華」に出演します（12/16）
FM 千里さんで「さんあいイベント」のＰＲをさせていただいた折に、
「こちらの番組に
も出ていただけませんか？」とお声をかけていただいたきっかけで、今回 FM 千里「人生
開華〜わがまちひとつながり〜」の出演となりました。
「どうして、ハニー・ビーを作った
のですか？」
「八木さんにとっての夢は？」と打ち合わせでお話していたことを、もっと
聞いてみたいと思ってくださったようです。
わたしの中の『一期一会』は、一度ご縁があってお逢いしてからどんどん繋がっていくこ
と。出逢いからの始まりなのです。ですから、相手にどう思われるか、どう見えるかは大切な
こと。大事にしています。わたしの歩んできたものは、ハニー・ビーと重なることが多いの
で、ハニー・ビーのこと、一生懸命お話をしてきたいと思います。どんなことが飛び出します
やら（笑）
。機会があれば、１２月１６日（金）午前１１時〜是非お聴きください。

【お問い合わせ

ハニー・ビー事務局

お知らせ② ハ ニ ー ・ ビ ー

電話

06-6152-7389ＦＡＸ 06-6152-7348 迄】

ジョブへのご支援をよろしくお願いいたします（1 月～）

皆さん、どこかで食パンは買われますよね？是非ともハニー・ビージョブの「八
木屋の宅配」ご利用ください。今回は、期間限定で和歌山県海南市下津にある『イ
ベファーム』が農薬、肥料、除草剤も使わずに『自然栽培』された温州みかんを木
箱でじっくり熟成させた『蔵出しみかん』を販売いたします。
本町事務局の金岡オーナーからのご紹介でお味は保障付きです。皮が薄くて、味
の濃いみかんです。是非ともご賞味ください。お受取の方法（宅配、ジョブ）は、
別途ご案内しますが、彼らのお仕事になることですので、どうぞ遠慮なさらず、お
勧めのミカンです。是非、お申し込みください。よろしくお願いいたします。
吹田市江坂の平野農園さんの新鮮なお野菜（おまかせ１０００円と２０００円）
、
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、ずっとお付き合いの続いている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、また中桜塚メルクさんのパン（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さん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・お申込み ハニー・ビージョブ 電話・06-6398-9500ＦＡＸ・06-6398-9535 迄】

お知らせ③ 毎年恒例クリスマス会、みんなで楽しみましょうね。
（12/23）
こちらの写真は、昨年クリスマス会です。今年は、豊中市立障害福祉センター「ひ
まわり」でクリスマス会を開催します。たのしい腹話術やグループでクリスマスケ
ーキづくりをしましょう。
良い子のマイっ子たちのために、今年もサンタさんは来てくれるでしょうか？
わたしも一緒に楽しいひと時を過ごせることを楽しみにしています。
【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

―あとがきー
今年もあとわずかとなりました。皆さんにとってはどんな一年だったでしょう
か？
ハニー・ビーにとっては、今年度幾つかの目標を持ってチャレンジしました。
「さんあいイベント」でそねっ子がステージに立ってくれたこと、念願の交流会
に沢山のお母さんが来てくれたこと、有り難うございました。こどもや障がい者の
権利擁護、社員の意識向上を持って『障がいがあっても社会参加はあたりまえ』で
あるように。八木記
－4－

06-6868-9372

迄】

