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新年明けましておめでとうございます。
皆さまにとってはどのようなお正月でしたか？今年は、例年よりもお休みが短かったようですね。新し
い年の初め、お天気もよかったので初詣に行かれましたか？
ハニー・ビーの八木です。ハニー・ビーも元気にスタートしています。４日には、毎年恒例「みんな揃っ
て原田神社に初詣」にスタッフと出かけました。
（※全員ではありませんでしたが）ハニー・ビーにお関わ
りいただいている皆様のご多幸とご健康をお願いしてきました。勿論、ハニー・ビーが、皆さんと共に益々
の繁栄もおねがいしました。今年も、一丸となって様々な活動にチャレンジしていけたらと思っています。
一人ひとりをしっかりと見つめて『ハニー・ビーのサービス』を展開していけるように、それぞれの役
割を持って、時に連携をしながら『選んでいただける喜び』を大切にしながら『みんなにやさしい共生社
会の実現』を目指していきます。今年もどうぞ、よろしくお願いいたします。
今月号で、２００８年７月の第１号から数えて１００号となりました。これもひとえに皆さまからの励
ましがあっての記念の１００号です。多くの方々からお祝いメッセージを頂戴しましたので、感謝しなが
らご紹介します。

今月の活動
① マイ児童デイサービスそね・はっとりでの活動 １２月ダイジェスト
② ハニー・ビーのクリスマス会ＩＮひまわり（12/23）

今後の予定やお知らせ
① 今年も『八木屋』
（カタログ販売）をよろしくお願いします。
② 中央薬局さん（1/11、25）とマルトヨ数磨さん（1/13、27）の野菜
とみかん販売
③ 第 10 回就労プログラム 作業チェック５種と来月の活動準備（１/14）
④ 放課後等デイサービス（そね、はっとり）２９年度利用希望者説明会（1/21,28）

１００号記念特別企画
皆さんからのお祝いメッセージのご紹介
あとがき １００号から将来を見据えて

活動報告①

マイ児童デイサービスそね・はっとりでの活動

１２月ダイジェスト

「マイのお部屋が、火事です！早く、安全な場所に逃げてください！」今
週は避難訓練をしました。年に２回ほどは、避難訓練を体験しているマイっ
子たちも若干緊張気味です。
マイっ子たちの中で、１２月といえば、プレゼントが貰えるクリスマスの
ようです。「先生は、何を貰うん？」「ぼくはなぁ・・」と話が盛り上がりま
す。
「先生はこどもちゃうけど、サンタさん来てくれるかな？」にも、「きっ
と来てくれるで。」と夢を与えてくれるマイっ子達。
マイ児童デイサービスでの行事は、「スタッフだけでなく、自分たちも準
備の段階から参加する。」というルールにしていますので、マイっ子達は１２
月２３日のクリスマス会を楽しみにして待つことだけではなく、１２月の壁
面制作や飾りつけ、プレゼント交換の品物も自分たちで準備して作ります。
「どうしたら、上手くできるかな。
」に助言を貰って、一生懸命考えて工夫を
施し、それぞれのオリジナル商品が出来上がりました。
はっとりでも、マイっ子達はプレゼント交換
の品物作りに奮闘してくれていました。どんぐりをボンドでくっ付けたり細
かい作業が多くあって、蝶々結びの出来ないメンバーは「どうなってんの？
難しいなぁ。」
「でも、ちゃんとせなあかんよね。」と、当日の喜ぶ顔を思い描
いて頑張っていました。ご苦労様。みんな喜んでくれて良かったね。
【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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活動報告②

ハニー・ビーのクリスマス会ＩＮひまわり（12/23）

今年は、いつもの福祉会館が利用することが出来ずに、急遽場所を福
祉センターひまわりに移して、準備から取り掛かりました。今まで使っ
たことのない場所でマイっ子たちは対応できるのか、事前の見学から
トイレの問題、企画通りのことができるのか、スタッフで沢山話し合い
を重ねて一つ、ひとつクリアして当日を迎えました。
今年もサンタさんはやってくるのでしょうか？！
今年のパフォーマンスは、腹話術
のしんちゃんとお話。そして、そね
っ子のダンスパフォーマンス！！
腹話術は、「分かるかな？ちょっと難しいかな？」と思っていました
が、おじさんとしんちゃんの面白トークに笑っていましたので、ホッと
しました。おじさんのほのぼのした雰囲気がマイっ子にウケたようです。
それとおばさんのお話コーナーもみんなが知っている、「三びき山羊
のガラガラドン」だったので、食い入るように見ているマイっ子もいまし
た。おばさんのお話されるトーンも良かったです。
また、リズムダンスに取り組んでいるそねっこからのプレゼントは「エ
ビカニビクス」のパフォーマンスでした。みんなは、手拍子をしてそねっ
この一生懸命の演技に拍手を送っていました。
最後には、サンタさんの登場！！おや、ちょっと様子が違いますね。サン
タさんの話によると「トナカイさん、年取ってしんどい、ゆうたからそり
に乗せてきた」とのこと。マイっ子たちからは「ええっ、そうなん？大変や
な、サンタさん」と言いながら大きな笑いが起きていました。毎年サンタ
さん、本当にご苦労様です。
サンタさんから一人ひとりにプレゼントが手渡され、締めくくりは恒例
の記念写真撮影となりました。
【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

今年も『八木屋』（カタログ販売）をよろしくお願いします。

皆さん、もうお使いいただけましたか？ハニー・ビー「八木屋」のカタログ販売。いつもお使いの方、あ
りがとうございます。今年も「地域社会の中で彼らの働き方を考えていくことで、誰かの役に立つお仕事」
を目指してまいります。また、期間限定で「味の濃いイベファームの蔵出しみかん」もお力添えをよろし
くお願いいたします。
【お問い合わせ・お申込み ハニー・ビージョブ 電話・06-6398-9500ＦＡＸ・06-6398-9535 迄】

お知らせ② 中央薬局さん（1/11、25）とマルトヨ数磨さん（1/13、27）の野菜とみかん販売
豊中市旭丘の中央薬局さんの店頭をお借りして野菜の販売を今年もさせて
いただきます。今年は、もう 4 年目になります。こちらの事業でも皆さまから
のご支援が力になっているようです。お客さんからの「お兄ちゃん、頑張って
ね。」
「大根がおいしかったわ。」とのお声掛けは、ハニー・ビー ジョブのメン
バーにとっても、大きな体験値になっています。是非とも足をお運びいただき
たいと思います。（本部前で販売しています。）
また期間限定ですが、店頭販売に自然農法にこだわった「イベファームさん
の蔵出しみかん」が新鮮野菜と共にお目見えします。これからも、進化し続け
るハニー・ビー ジョブをお楽しみに！！
【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

第 10 回就労プログラム

作業チェック５種と来月の活動準備（１/14）

就労プログラムの新年は、作業からスタートです。いつもの挨拶ことば、自己紹介の練習で始まりま
す。作業チェックは今回で 3 回目。メンバーも楽しみながら 12 名がチェックを受けます。
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その後は、来月の昼食作りの本番に向けて、メニューと調理計画の話し合いをし
ます。来月 2 月のプログラムでは、どのようなビックリするようなメニューが出て
くるでしょうか？
今年のメンバーは、結構無難なものを選ぶ傾向があるので、
「予算の中」でしっ
かりと自分達の思う昼食が出来るように期待しています。
2 月のお昼ごはんは、少なめでお願いいたします。
【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

お知らせ④

06-6868-9372 迄】

放課後等デイサービス（そね、はっとり）２９年度利用希望者説明会（1/21,28）

いつも「ハニー・ビーさんのデイには、入れない。」とお叱りをちょうだいし、申し訳ございません。何
とか多くの方々に、サービスが提供できればと願っております。２９年度４月からのご利用を希望される
方々に、「マイ児童デイサービス（そね）
」が１/21、はっとりが 1/28、いずれも 14 時から 15 時（受
付は 13 時 45 分から）の間に各事業所で説明会を開催します。
ご多忙とは存じますが、出来るだけ「親子でご参加」ください。
お子様のご様子を拝見させていただきながら、運営母体であるハニー・ビーのミッションや思いそして
活動などについてもお話をさせていただき、マイ児童デイサービスのご利用までの流れや日頃の活動（基
本の活動、週間プログラム内容、送迎方法等）やご質問にも出来る限りお応えできればと思っています
下記のお電話にてご予約を！ＦＡＸも可です。ご参加の程よろしくお願いいたします。
発足当初からの「障がいがあっても支援があれば働ける」との強い思いをもって、
「はたらく」ことに特
化した放課後等デイサービスを作っていきたいと思っています。
【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】

１００号記念特別企画

皆さんからのお祝いメッセージのご紹介

2008 年 7 月第 1 号を発行して以来、みなさん方からの暖かい励ましのお陰で、今回何とか１００号
を発行することが出来ました。全く何もなかった時代を知っておられる方からのメッセージには、これか
らのハニー・ビーへの期待も込められていることにも感謝です。共に、歩ませていただけたらと思い掲載
させていただきます。共に喜んでいただければ幸いです。
大阪府 森下 圭一様からのメッセージ
１００号記念発行凄いです。八木理事長はじめ職員みなさんの献身的な取り組みあればこその
偉業であると存じます。また、これまでのひとつずつの確実な積み重ねが生んだ証でもあります。
可能性しかない未来あるこどもたちのポテンシャルを具現化できる環境整備は私たち大人の使
命です。これからも共に様々な取り組みに積極的にチャレンジしていきましょう。
為せば成る！こどもたちとの達成感を共有できる喜びに感謝しながら。
情報の輪サービス㈱ 佐々木 妙月様からのメッセージ
ハニー・ビー通信１００号発行おめでとうございます。これは本当にすごいことです。
八木さんの熱い熱い思いと関わってこられたみなさんの汗と涙の結晶ですね。
毎号毎号から、充実したスケジュールと活動報告のたびに驚かされています。ハニー・ビー通
信からいつも刺激をいただき感謝しています。
まだまだやれること！やりたいこと！やらねばならないこと！一杯ありますよね。これからも
いつも私たちを驚かせてね。ハニー・ビー通信２００号楽しみにしています。
スタッフ・元スタッフからのメッセージ
ハニー・ビー通信 100 号おめでとうございます。
・毎月１号１号続けて９年間、継続して発行することは本当に大変なことと思います。私も、ハニ
ー・ビーで支援者として「継続すること」
「新しいことに挑戦すること」の大切さを学びました。
これからも毎月毎号続けられることを期待しています。（理事 井本 雅祥）
・わたしは毎回沢山のメッセージや思いを受けとらせていただいています。これからも多くの方に
思いやメッセージが届きますように。（児童発達管理者 谷中 裕恵）
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・記念すべき、100 号発行おめでとうございます。ハニー・ビーの歴史に微力ながら関われたこと、
嬉しく思います。1000 号をめざしてこれからも突き進んでください。（元指導員 牧山 卓矢）
・子ども達が楽しく、生き生きと活動している様子が伝わってくるハニー・ビー通信。これからも
素敵な笑顔を届け続けてください。
（元指導員 八木 詩織）
・次は 200 号！楽しみにしています。（元ヘルパー 廣瀬 大記）
・1 号 1 号の積み重ね、凄いことですね。ハニー・ビー通信のように一歩一歩成長している子ども達
と一緒にわたし自身も成長していきたいと思います。
（ヘルパー、相談支援専門員 米田 佳代）
・100 号って何年分？！！『続けていく』という強い力に感服、そしてこれまでに関わってきた本当
に沢山の方たちが居たから続けて来られたんだなぁと思います。（指導員 佐波 真美）
・子ども達は継続していくことで日に日に変わっていっています。ハニー・ビーにしか出来ない色々
な体験を沢山積んで成長して欲しいです。これからも支援者として共に自分も成長しながらお手
伝いできたらと思っています。（指導員 中村 京子）
・成人された方の就労に向けてのサポートをさせていただく中で、小さい頃からの積み重ねがいか
に重要なことかを痛感させられています。コツコツと継続することは、簡単なようでとっても難
しい。これからも障がいのあるなしにかかわらず、誰もが社会参加できる社会を目指して、学び
あい、信頼しあい、手を取りあって取り組んでいきたいです。（職業指導員 福村 侑希子）
・１００号おめでとうございます。ハニー・ビーと子どもたちの継続して取り組んでいく姿に、い
つも勉強させてもらっています。これからもハニー・ビーと子どもたちと一緒に大きく成長して
いきたいと思います。（指導員 寺口 季）
・１００号おめでとうございます。いつも八木さんの行動力とバイタリティに勇気をもらっていま
す。これからも応援しています。（ボランティア 楠 愛）
・１００号発行を一員として大変喜んでいます。１号１号がハニー・ビーの歩みの積み重ねだと思
います。これからもハニー・ビー通信の各号と共にハニー・ビーの歴史が刻まれ続けられるよう、
微力ながら一歩一歩確実な歩みをお手伝い出来ればと思います。（事務局 赤尾 健治）

あとがき

１００号から将来を見据えて

明けましておめでとうございます。新年早々から、風邪を引いてしまいました。
今年もどうぞ、よろしくお願いいたします。
今回の『ハニー・ビー通信発行 100 号を記念してメッセージをお願いします。』との厚かましいお願
いにも、快くメッセージをくださった方々に改めて感謝申し上げます。
そう、1 号発行の時には、100 号続くとも思っていませんでした。本当に何もありませんでしたから。
28 年 12 月現在で、豊中市内では放課後等デイサービスが３０ヶ所開所しています。それぞれにサー
ビスを提供しておられ、利用者ニーズに応えています。
活動を始めた当初は、知的障がいのある子ども達の就労支援をしたい
と思っていました。しかしながら、現実は支援学校に行っても『うちの
子は、働けない。』と、思い込んでいる方が多かったことを鮮明に覚え
ています。
この間、沢山の企業や行政の方にご教示いただいたことは、今も心の
深いところで沸々と燃えています。『八木さんには、障がい者雇用のホ
ンマもんを教えた。だから、ホンマもんを作りなさい。
』と。行政の方か
らは、
『思いだけでは、ダメ。バランスよく。』と。なかなか思うように
いかないことが多いのですが、今年もチャレンジしていけたらと思って
います。
これから求められるものは、
『自助』
『共助』だけでなく、お互い様の『互助』になるように思います。
それは、豊中から始めたいと思っています。人に依存していては、最終的に手痛いことになるのではな
いかと思うのです。
今日、豊中市周辺でも障がいを持つ方々を支援する事業所はたくさん存在します。しかし、そんな中
でも今後とも「ハニー・ビーのサービス」を選んでいただけるように精進してまいりますので、一層のご
支援をお願いいたします。（八木 みどり）
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