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八木

みどり

ご入学、ご進級おめでとうございます。
こんにちは、皆さま。いつもありがとうございます。ご入学、ご進級おめでとうございます。今
年はちょうど桜の花も入学の日を待っていたように、タイミングよく花を咲かせていましたね。
わたしも今年は、例年よりも桜を愛でる時が多かったような気がします。そね、はっとり、そして
今年の 4 月からは豊中本町と放課後等デイサービスが 3 ヶ所になりました。それぞれに、思いがあ
りその時にあった寄り添う支援が出来るようにと、スタッフ一同、力を合わせて取り組みます。
さぁ、今年度も様々な取り組みをしてまいりたいと思っています。5 月の交流会、こどもたちは春
の遠足、7 月の宿泊体験、10 月のさんあいイベント等など楽しいことが待っています。今年度も元
気いっぱい、ハニー・ビーも頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。

今月の活動
①
②
③
④
⑤
⑥

マイ児童デイサービスそね・はっとりでの活動 ３月ダイジェスト
中央薬局さん（3/８、２２）とマルトヨ数磨さん（３/10、24）野菜の販売
個別支援計画の面談へのご参加、有り難うございました。（3/6～）
ハニー･ビー 職員研修会を実施しました。
（3/２１）
マイ児童デイサービス豊中本町開所しました。（4/1）
第１回 就労プログラム始まりました。
（４/8）

今後の予定やお知らせ
①
②
③
④

中央薬局さん（4/12、26）とマルトヨ数磨さん（4/14、28）の野菜販売
第５期 第２回 就労プログラム予定など （4/8）
マイ児童デイサービス3 ヶ所合同 今年の春の遠足は、万博公園に行きます（5/3）
辻 由起子先生の講演会と交流会 幸せになるための人生講座～自分の幸せは自分で切り拓く～（5/11）

29 年度の研修計画と交流会（決定分）のお知らせ
⑤ 29 年度の研修計画と交流会（決定分）のお知らせ
⑥ 今年のも開催します。
第８回サポートが必要な子どもたちとの宿泊体験 IN 淡路島2017、第6 回みんなでワイワイさんあいイベント
あとがき 豊中本町の開所から、見えてきたもの～親としての強さとは～

活動報告①

マイ児童デイサービス曽根・はっとりでの活動

３月ダイジェスト

今月も２月の余韻があり、また寒暖の差があったためか、インフルエンザ
でお休みするそねっ子もありました。皆、比較的軽くて良かったですね。
３月は卒業・進級のお祝いが中心のプログラムとなりました。第３週
目には「卒業・進級の抱負・スピーチ練習」では、
「先生、抱負って何？！」
「なんか、ぼく、良くわからへんわ。」といいながら、スタッフと一緒に、
一生懸命に考えて何とか、みんな出来上がったようです。
毎年この時期の「お祝い会」の司会は、スタッフが担当するのですが、
「今年は、そねっ子たちに司会をしてもらおう。」と考えて、立候補や推薦などで選ばれたそねっ子
に務めてもらいました。司会と言う大役に、緊張した顔つきながらも務め終えた時には、ホッとした
いつもの様子に戻っていました。でも、こうした緊張感を持つことも、とてもいい経験になった様
で、その後の活動にも変化が現れている、そねっ子のみんなに感動しました。
「みんな、卒業、進級おめでとう！！」今月も、そねっ子の成長がとても嬉しかったです。
はっとりでも、
『お別れ会』ということで、カラオケで歌をプレゼントしてくれたり、得意なダン
スを披露してくれて、卒業生を送ってくれました。自分たちで作った記念品のフォトフレームとそれ
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ぞれの思い出を胸に、新しい場所での頑張ることなどを、残るはっとりメンバーの前でしっかりと自
分の言葉で発表してくれました。
スタッフにとっては、ずっと関わってきたメンバーが、卒業していくのは、成長が嬉しくもあり、
悲しくもあります。それぞれに思いもあって、関わってきたみんなの行った先での成長を願っていま
す。みんな、元気でね。また、スタッフや後輩に逢いに来て下さいね。待っています。
【お問い合わせ：マイ児童デイサービス 電話 06-6152-8991 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

中央薬局さん（3/８、22）とマルトヨ数磨さん（3/10、24）野菜とみかん販売

３月も、寒暖の差が激しい日々が続きました。お客様に励まされながら寒さ
にも負けないで、ハニー・ビー ジョブ（就労移行・B 型）は、中央薬局さんと
マルトヨさんの店頭で販売活動をしています。今回も吹田市江坂の平野農園さ
んの新鮮野菜を販売しました。次回も新鮮で美味しいお野菜を沢山お持ちしま
すので、どうぞ、お楽しみに！！宅配もやっています。お気軽にお問い合わせ下
さい。→野菜販売に行くための準備品を積み込んでいます。
【お問い合わせ ハニー・ビー ジョブ 電話：06-6398-9500
ＦＡX：06-6398-9535】

活動報告③

個別支援計画の面談へのご参加、有り難うございました。（3/6～）

半期に一度の各事業所での個別支援計画の面談にお越しいただき、あ
りがとうございました。マイ児童デイサービスでのご様子をお伝えしなが
ら、他のデイサービスでのご様子やご家庭での様子をお伺いし、実際にこ
の半年間でどのような目標課題を持ってどこまで達成できたか、また来期
の目標などを２０分ほどの時間でしたが、お話をさせていただきました。
マイっ子たちが、更に成長出来るように一緒に連携していけるように、
頑張りますので、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

ハニー･ビー職員研修会を実施しました。（3/２１）

今月は、今年度最後の社員研修会です。応急手当普及講習会『AED
の使い方』を開催しました。
講師の方は、
「豊中市の人口は？」
「救急車の台数は?」などのミニ
クイズを入れながら、
「命を助けるための技」を伝授してくださいま
した。職員も真剣に聞いています。救急車も AED もいざという時
が無いに越した事はないのですが、そのためには日頃から備えてお
くことが大事です。救急車を呼ぶ時には、「慌てず」「冷静に」が鉄
則なのですが、実際には日常でない状態になります。（わたしも息子の時には、慌てました。）

活動報告⑤

マイ児童デイサービス豊中本町開所しました。（4/1）

ハニー・ビーの放課後等デイサービス３つ目の事業所が豊中本町に開所し
ました。中高生が対象で、特に集中力や持続力を養い、実際に、働く現場や
事業所を身近に見たり実際に経験したりすることで、将来「働ける」ことを
めざしていけたらと敢えて、事務局や事業所のある豊中本町になりました。
どうしても「出来ない」
「難しい」
「心配」
「不安」と言う、マイナスの要素
が沢山出てくるかと思います。ハニー・ビーで一緒にプラスに変えていきま
しょうね。※こちらの事業所利用に関しては、幾つかの条件があります。
【お問い合わせ：マイ児童デイサービス豊中本町 電話 06-6152-7389 FAX06-6152-7348】
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活動報告⑥

就労プログラム始まりました。（4/8）

第５期は少し緊張した面持ちのメンバーが１２名。２９年度就労プログ
ラムが、いつもとは違うプログラムで始まりました。先ずは、オリエンテ
ーション。それぞれの担当の挨拶、心構えなど難しい話を３０分間しっか
り？聞いてその後は、挨拶ことばや自己紹介カードつくりをしました。
わたしたちが、将来働きたいと思えるような体験値を、自信に変える
ためのお手伝いが出来たらと作ったオリジナルプログラムです。１年間
よろしくお願いします。
【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 ＦＡＸ06-6868-9372】

お知らせ① 中央薬局さん（4/12、26）とマルトヨ数磨さん（4/14、28）の野菜販売
みなさま、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。
いつもご覧いただいて、ありがとうございます。今月も、元気に就労移行、B 型
と『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
掲げてまいります。
今後は、『わたしたちが、選んだおいしいもの』を、皆さまにご提供していける
ように考えて行動していきます。『いいもの』をお届けしたいと思いますので、引
き続きの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②

第５期 ２９年度

第 2 回就労プログラム

（5/13）

５月は職場実習で、
「マリンフード豊中スイミングスタジアム」トレ
ーニング室の清掃と、
「菜の花デイサービス」での畑づくりとみなさん
との交流です。新しく参加したメンバーに「結構、しんどいで。」
「去年
は、ゲームした。」と話していました。額に汗しながら働いた後のお茶
は、本当に美味しいです。さぁ、みんな張り切って体験して下さいね。
【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③ マイ児童デイサービス3 ヶ所合同 今年の春の遠足は、万博公園に行きます（5/3）
今年の GW 活動は、マイ児童デイサービス曽根・はっとり・豊中本町
合同で万博公園に遠足に行きます。ソラードで、どんぐりや木の実でオ
リジナルのマスコット等を作ります。ソラードには、みんなのお手伝い
をしてくれるボランティアさんもいて、日ごろ出来ない体験が出来るん
です！！きっといいお天気のもと（と願っています）、みんなで、楽しい
遠足にしましょうね。是非ともご参加くださいね。
【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
マイ児童デイサービス豊中本町 電話 06-6152-7389 FAX06-6152-7348】

お知らせ④ 辻 由起子先生の講演会と交流会
「幸せになるための人生講座～自分の幸せは自分で切り拓く～」（5/11）
２９年度最初の研修会を兼ねての交流会（講演会）のお知らせです。昨年
度は、招聘が叶いませんでしたが、今年はお願いして何とか実現しました。
５月１１日（木）午前１０時～正午の予定で豊中市立中央公民館の講座
室において、大阪府認定子ども家庭サポーター辻由起子さんを講師に、今
回の題目は『幸せになるための人生講座～自分の幸せは自分で切り拓く～』
です。今、豊中市においてもサポートが必要な子ども達への放課後等デイ
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サービスは沢山出来ました。しかしながら、本当に自分達のこどもの幸せって、自分の幸せって・・
とふと思った時にどうなんだろうって。
実際にわたしたちの幸せは、自分で動かないと（切り拓く）環境は整わないんじゃないかと。そん
なことを講師の辻先生のお話からヒントを貰って、一緒に切り拓いていけたらと思っています。ハニ
ー・ビーの保護者だけでなく、色々な方々に聞いていただけたらと思っています。また、チラシやホ
ームページでもお知らせします。
【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】
マイ児童デイサービス豊中本町 電話 06-6152-7389 FAX06-6152-7348】

お知らせ⑤

29 年度の研修計画と交流会（決定分）のお知らせ

２9 年度のハニー・ビーの職員研修は、5 月の辻 由起子先生のご講演から始まり、７月は豊中市保
健所所長 松岡太郎先生の『ある小児科医から看た「発達障害」
』
、９月には、阪南中央病院院長の中田
成慶先生の『小児てんかん発作』についてお話をいただき、最後は３月
の応急手当普及講習会で終了します。
今年度も法人全体でのスキルアップ、新しい知識見聞を広める、特
に人権擁護、児童及び障害者虐待、差別問題など様々な形で、社員研
修に取り組んでまいります。
今年度も社員研修を実施して、自己研鑽に努めると同時に、社員と
保護者また保護者同士の関わりの場になればと思っています。どう
ぞ、交流会のご参加をお願いいたします。
【お問い合わせ：ハニー・ビー事務局 電話 06-6152-7389 ＦＡＸ06-6152-7348】

お知らせ⑥

今年も開催します。宿泊体験 IN 淡路島、さんあいイベント、親子療育など

今年もこどもたちのために色々なことをやりたい！！（毎年、言ってい
ますよね。
）こどもゆめ基金の助成を受けて、
（４事業受託しました。）淡
路島じゃのひれコテージで７月２９日、３０日の１泊２日の宿泊体験を、
また１０月２９日には、恒例のさんあいイベントを開催します。チャレン
ジャーとサポーターを大募集しています。詳細はチラシでお知らせしま
すが、どうぞご予定ください。
※宿泊体験は、多数の場合は抽選となりますのでご了承ください。また、
親子療育教室やこどもたちの料理教室なども、本年度開催していきます。
他にも当事者の親が主体となって作る『子育てガイドブック』は、是非と
も取り組みたいと思っています。
【お問い合わせ：ハニー・ビー事務局 電話 06-6152-7389 ＦＡＸ06-6152-7348】

あとがき

豊中本町の開所から、見えてきたもの～親としての強さとは～

ご入学、ご進級おめでとうございます。時期を待って今年は、桜も咲いてくれましたね。
マイ児童デイサービス豊中本町も４月１日に開所しました。通所しているマイっ子から、『仕事』
という言葉を今までよりもよく口にするようになりました。事務局と多機能型の就労移行と就労継
続 B 型も同じビル内にあるところもあって、
『働くこと』を身近に感じてもらえているのかなと、喜
んでいます。
少しでも、
『将来、働ける基礎』になればと一生懸命、プログラムを作っています。また、今年も
皆さまには、賛助会員や正会員としてご賛同いただきたいとお願いに上がります。同時に、親の会の
設立等もめざしていく所存です。辻 由起子先生のお言葉で、気付いたのですが、『自分の幸せは、
自分で切り拓く』ことが出来るように、気づきから行動にと繋がりますように・・独りでなく、みん
なでどんどん、広がっていきますように。と願いつつ、保護者同士の関わりや連携を大切にしながら
展開していけたらと思っています。昨年度の交流会で、お母さんとスタッフで話をしたことがひとつ
でも多く、実現できますように。
（八木 みどり記）
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