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皆さま、ありがとうございました。お蔭で 100 号突破しました。
こんにちは、皆さま。いつもありがとうございます。先月号で 100 号となり、皆さまからのメッ
セージの一部を掲載させていただきました。今月は発行が遅れましたが、１０１号。新たなスター
トととらえて、いっそう張り切ってまいります。
まだ、寒い日が続いており、インフルエンザもピークは過ぎたといえ、温かい春は少し先のよう
です。お部屋の中で様々なプログラムに取り組み、その中でここ日本の四季、季節を感じてもらえ
たら嬉しいです。新しい年を迎えての抱負を絵馬に書いてお願いする。
これからも一緒に楽しいときを共有していきたいと思っています。
今月も寒い日が続きますが、マイっ子たちに元気をもらって頑張ります。
よろしくお願いします。

今月の活動
①
②
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⑤

マイ児童デイサービスそね・はっとりでの活動 １月ダイジェスト
第 11 回就労プログラム作業 自分たちで昼食を作ってみよう（２/１1）
マイ児童デイサービスそね・はっとり見学会（1/21、28）
就労継続事業所 B 型開所しました（2/1）
豊中支援学校保護者さま向けハニー・ビー ジョブ見学会（２/24）

今後の予定やお知らせ
① 中央薬局さん（２/８、２２）とマルトヨ数磨さん（２/10、24）の野菜とみかん販売
② おみかん、如何でしたか？！今月も『八木屋』（カタログ販売）をよろしくお願いします。
③ 第 12 回就労プログラム １年のまとめ（３/11）
④ ハニー・ビー ジョブ（就労移行・B 型）随時見学会します（３月～）

あとがき 来年度に向けて～就労継続支援Ｂ型から見えてくるもの～
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

１月ダイジェスト

「新しい年が始まりました、みなさん明けましておめでとうございます」
新年のご挨拶で今年もマイ児童デイサービスは始まりました。
そねっ子たちから、
「お年玉、沢山もらったで。
」
「ぼくはなぁ・・」と
口々にお正月の出来事を話してくれます。今回は、絵馬をつくりました。
「えま？えまって何？」と質問の嵐！！「みんな、見たことあると思う
よ。」と説明。実際の絵馬の掲げてある風景を思い出した、そねっ子も
いました。後はそれぞれのお願い事を書き無事に絵馬が掛けられました。
はっとりは、今年も書初めでスタートしています。お手本を見なが
ら書くメンバーもいれば、ひらがな、カタカナ、絵・・それぞれ。
どうです、力作ぞろいでしょう？とり年の今年、個性豊かなはっとり
のメンバーにとっても飛翔の年になると思います。
酉（とり）あえず、曽根もはっとりも元気に平成 29 年新年をスター
トできたことをご報告させていただきます。
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【お問い合わせ：マイ児童デイサービス 電話 06-6152-8991 ＦＡＸ06-6152-8992
マイ児童デイサービスはっとり 電話 06-6868-9371 ＦＡＸ06-6868-9372】

活動報告②

第 11 回就労プログラム作業自分たちで昼食を作ってみよう（２/１1）

「おうちに誰もいなくて、お昼ご飯を食べなあかん時、どうす
る？」そんなことって、これからないとは限りませんよね？大袈裟
ですが、意味を持って毎年２月には自分たちで昼ごはんを作ってい
ます。
小さな３つのグループの中でも自分の食べたいものを主張するメ
ンバーもいます。役割を決める際にもそれぞれです。こちらで決め
ずに時間を持って決めてもらうことを大事にしています。メインよ
りもデザートにこだわるメンバーもいます。わたしたちもここで彼
らの成長を実感します。
今年は、ラーメン、焼きそば、チーズインハンバーグを作り、デザ
ートにいちご、サイダー、お菓子を買って来ました。４名グループで
一人４００円の予算です。余ったお金がなんとどのグループも５０円
未満！！いい買い物しています。実際のお味も「先生、美味しい！」
といずれも絶賛でした。作った昼食をそれぞれ交換して出来栄えもた
たえ合っていました。お片づけも完璧！ご馳走様でした。
【お問い合わせ：マイ児童デイサービス 電話 06-6152-8991 ＦＡＸ06-6152-8992
マイ児童デイサービスはっとり 電話 06-6868-9371 ＦＡＸ06-6868-9372】

活動報告③

マイ児童デイサービスそね・はっとり見学会（1/21、28）

マイ児童デイサービスの見学説明会を、曽根・はっとりそれぞれで
実施しました。沢山の放課後等デイサービスの中から、今年も私ども
のマイ児童デイサービスを選んでくださりありがとうございます。そ
れぞれの事業所では「パワーポイントを使って説明をしました。
「ハニー・ビーの思い」「マイっ子の１日」「ご利用の方法」「体験し
てみよう」「質疑応答」の構成で無事に
終了しました。曽根からはっとりへ進
級される場合も見学をお願いしています。
いずれの事業所でも随時見学会は実施しますが、曽根のご利用は
申し訳ございませんが、ご利用を少しお待ちいただくことになりま
す。はっとりは、曜日によっては余裕がありますので、お問い合わ
せください。いずれにしてもご利用いただくお子さまと一緒にご見
学いただくことから始まります。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 電話 06-6152-8991 ＦＡＸ06-6152-8992
マイ児童デイサービスはっとり 電話 06-6868-9371 ＦＡＸ06-6868-9372】

活動報告④

就労継続 B 型開所しました（2/1）

お待たせしました、念願の就労継続支援 B 型事業所「ハニー・ビー ジョブ B 型」を２月１日
に開所しました。「就労移行支援は、敷居が高くていけません。B 型の事業所、作ってください。」
と、様々な方々に就労移行の PR に伺うたびに言われました。
ハニー・ビーの設立動機が「障害のある方々への就労支援」
「障がいがあっても社会参加は当たり
前」と言うところからのスタートだったので、就労移行支援事業所を持つことは念願だった訳です。
しかしながら、様々な障壁があってなかなか思うようにはいきません。
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新たなハニー・ビー ジョブの定員は、多機能型であるため B 型は
１４名です。（就労移行は６名）随時、見学説明会を実施しています。
先ずは、見てイメージしてください。体験も可能です。ご利用枠あ
ります。
【お問い合わせ：ハニー・ビー ジョブ 電話：06-6398-9500

ＦＡＸ06-6398-9535】
活動報告⑤

豊中支援学校保護者さま向けハニー・ビー
ジョブ見学会（２/24）
昨年末に「
『ハニー・ビー ジョブを見学し
たい。』と言う保護者がいらっしゃるので、見
学会をお願いできませんか。
」との豊中支援学
校の進路指導部の先生から嬉しいお電話いただき、この日を迎えました。
当日、沢山の方に来ていただき、ありがとうございます。ちょうど、２月
１日に開所したばかりの B 型事業所の説明もさせていただくことも出来ま
した。
「障がいのある方が働くことは、経験を積み重ねること。」「挑戦するこ
とを諦めないこと。
」「信じること。
」だと思っています。
その方、その方が持っているいいところを見出し、寄り添うこと。勿論、
全ての方をこちらの事業所に来ていただく

ことは難しいです。
しかしながら、「チャレンジしたい。」「自分らしく生きていきた
い。」と、願う方々のためにハニー・ビー ジョブ（就労移行・B 型）
があればと思っています。来年度も大阪府庁の庁舎管理課で開催さ
れる予定の職場実習にもエントリーします。その他、職場実習、見
学開催する予定。ワクワクすることが、待っています。是非、ご見
学・ご体験等ご検討ください。
【お問い合わせ：ハニー・ビー ジョブ 電話：06-6398-9500 ＦＡＸ06-6398-9535】

お知らせ① 中央薬局さん（3/8、22）とマルトヨ数磨さん（3/10、24）の野菜と柑橘類の販売
ずっとご協力いただいている豊中 旭丘の中央薬局さんの店頭で、今月
も野菜の販売をさせていただきます。
まだまだ寒い日が続きますが、
「新鮮なお野菜は如何ですか。
」の声が響
きます。そこでの皆さまからの一言が彼らの力になっています。「お兄ち
ゃん、頑張ってね。
」
「この野菜、どうやって食べるの。
」とのお声掛けが、
ハニー・ビー ジョブのメンバーの大きな体験値になっています。是非と
も足をお運びくださいね。（本部前でも販売しています）
また、店頭販売に期間限定となりますが、自然農法にこだわった「イベ
ファームさんの柑橘類」が新鮮野菜と共にお目見えします。これからも、
進化し続けますハニー・ビー ジョブを応援してくださいね！！
【お問い合わせ：ハニー・ビー

お知らせ②

ジョブ

電話：06-6398-9500

ＦＡＸ06-6398-9535】

『八木屋』（カタログ販売）をよろしくお願いします。

皆さん、もうご覧いただけましたか？ハニー・ビー「八木屋」のカタログ販売。いつもご贔屓賜
りありがとうございます。今年は、就労移行に B 型も含めて「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」をめざしてまいります。今後も、期間限定で「おいしい柑
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橘系果物のイベファームさん」や、そのほかからも「いいもの」をお届けしたいと思います。どう
ぞ引き続き、お力添えをよろしくお願いいたします。
【お問い合わせ：ハニー・ビー ジョブ 電話：06-6398-9500 ＦＡＸ06-6398-9535】

お知らせ③

第 1２回就労プログラム

１年のまとめ（３/1１）

今年の就労プログラムの、
「総まとめ」です。まだ、どのようなかたち
にしようか思案中ですが、いつもの挨拶ことば、自己紹介の練習で始ま
り、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。いずれにしても１年間を振り返って、それぞれのメ
ンバーの成長を称賛することが出来ればと思っています。
毎年、ここから巣立っていくメンバーを見送る立場の後輩たちも思い
出がよみがえり、感慨深いものがあるようです。今年は、どんなドラマ
があるのでしょうか。スタッフのわたしたちも楽しみです。
また、４月からは新しいメンバーが入っての４期目が始まります。
期を重ねるにつれて、課題も見えてきました。
【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 ＦＡＸ06-6868-9372】

お知らせ④

ハニー・ビー

ジョブ（就労移行・B 型）随時見学会します（３月～）

出来るだけ、多くの方にサービスが提供できればと願っております。２９年４月からのご利用を
希望される方々に、今後も「ハニ－・ビー ジョブ就労移行」と「ハニー・ビー ジョブ B 型」の
説明見学会と体験会を随時実施したいと思っています。
先ずは、福祉サービスを受けるための受給者証をお持ちであることが大切です。
（お持ちでない方
は、その旨をお問い合わせの際にお伝えください。事前にお手続きが必要となる場合があります。）
ご要望などを伺いながら、運営母体であるハニー・ビーのミッション、思いや活動などについて
もお話をしながら、ご利用までの流れや日頃の活動（基本の活動、その他の内容、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。
下記にお電話にてご予約を！ＦＡＸでも可能ですので、ご参加の程よろしくお願いいたします。
【お問い合わせ：ハニー・ビー ジョブ 電話：06-6398-9500 ＦＡＸ06-6398-9535】

あとがき

来年度に向けて～就労継続支援Ｂ型から見えてくるもの～

あっという間に、２月も終わろうとしています。かわいいマイっ子たちからは元気と勇気をもら
って、来年度に向けての準備を進めています。
今月１日からの就労継続支援 B 型の開所に関しては、強い思いを込めています。幾度となく、お
話させていただいている『ハニー・ビーの思い』は、まさに『障がいがあっても、仕事をもって社
会参加』に繋がります。小さい頃からの寄り添うことが大切だと実感して、グループを意識して、
マイ児童デイサービスと続けてマイ児童デイサービスはっとりを、個別支援では、アプリコット介
護サービスを始め、加えて保護者との繋がりも重要だと考え、相談支援センターハニー・ビーを開
所しました。
そして、一昨年からは『うちの子は働けない。
』と思い込んでいる方が『もしかしたら、働ける？！』
と思えるように、就労移行支援、就労継続支援 B 型を開所しました。地域で、人の役に立つ喜びを
もって生きることを、これからも願って進めてまいります。
来年度平成２９年度も、引き続き宿泊体験（第８回）と「みんなでワイワイさんあいイベント（第
６回）」を実施していきます。詳細が決まりましたら、ちらし、ポスター等でお知らせさせていただ
きます。同時にボランティアも募集します。皆さんのご参加をお待ちしています。
２９年度もチャレンジしていきますので、ご支援の程よろしくお願いします。（八木 みどり）
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