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八木

みどり

朝晩、凌ぎやすくなりました。
こんにちは、皆さま。いかがお過ごしでしょうか？ハニー・ビーの八木です。いつも有り難うご
ざいます。まずは、この度の九州北部での豪雨で被害を受けられた方々に、心よりお見舞い申し上げ
ます。一日も早く日常を取り戻されますようにお祈りいたします。
夏休みはいかがお過ごしでしたか？少し肌焼けしたこどもたちからの思い出話は、なぜか「食べ物」
に関したものが多かったです。放課後等デイサービスでの「夏祭り」は、自分たちのローカルルール（？）
に従って進行して行きます。いずれのデイサービスでも夏休みを締めくくっていたようです。
９月の声を聞いてすっかり朝晩がしのぎやすくなりました。とはいえ、昼間はまだ暑い日が続くよ
うです。いよいよ秋本番。今の時期は暑い中、運動会の練習が始まっている頃ではないでしょうか？
春に運動会を開催される学校も増えましたが、わたしの中の運動会の思い出といえば、一生懸命に走
った、また声を限りに応援した秋空の下でした。９月は、マイ児童デイサービスの個別支援計画の面
談月です。お忙しい中、事業所まで足をお運びいただき有り難うございました。計画に基づいての支
援とその結果、成果のお話が出来たのではないかと思っています。今月も元気に活動していきます。
どうぞ、よろしくお願いします。

8 月の活動
①
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マイ児童デイサービスそね・はっとり・豊中本町での活動 8 月ダイジェスト
ハニー・ビー ジョブの活動 8 月ダイジェスト
石川 立美子先生の講演会『ハニー・ビーの役割』
（8/4）
職場実習に行ってきました（8/7～10）
企業見学会を実施しました（8/23）

今後の予定やお知らせ
①
②
③
④
⑤

ハニー・ビー ジョブの活動 野菜販売・夏の地域イベントへの参加など 9 月度
サポートが必要なこどもが主役の料理教室を開催 第 3 弾（9/16）
第６回みんなでワイワイさんあいイベントのこども店長大募集（９/中旬）
ご参加下さい！親子教室を開催します。（教室・9/20・10/11・18）
第６回みんなでワイワイさんあいイベントの子ども店長大募集（９/中旬～）

あとがき
活動報告①

10 年後を見据えて～今、生きる力を養う～

マイ児童デイサービス曽根・はっとり・豊中本町での活動

8 月ダイジェスト

今月は、夏休みといえば、マイ児童デイサービス恒例の『夏祭り』が開
催されました。という事もあって、そねでは夏休み最後の週に開催しま
した。マイお部屋も夏祭りの飾りになっています。今年のゲームは、輪
投げ、たる釣り、射的にスーパーボールすくいです。少人数でスーパー
ボールすくいに、ご満悦でいつもよりも早い時間からそれぞれのデイサ
ービスでの活動が始まりました。そねでは、もう夏祭り一色という感じ
だったように思います。楽しめる力もついてきたそねっ子。
10 月の 29 日に開催される「さんあいイベント」に向けてのダンスの練習も順調に進んでいるよう
です。可愛い衣装にも注目です。
はっとりでも、夏祭りの開催準備と当日の様子をお届けします。
「お祭りに、どんなことが、したいですか？」から始まり、曜日毎に
話し合いをして「じゃ、どんなものが必要？」と準備を進めていきま
した。
「ぼくは、全部のゲームを制覇するんだ！」点数を競いあいな
がら、譲り合って（折り合いをつけて）参加しています。こちらでも
各コーナーには、担当（店番役）がいて、お客さんのメンバーにルー
ルの説明をしたり、輪投げの輪を手渡したりといった補助をしたり
と、目が回るような忙しさです。最後にはしっかりと景品をゲット
して大喜び！！みんなもいい笑顔を見せてくれました。
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豊中本町では、裁縫というのでしょうか？針と糸を使っておしゃれな雑巾を作ってくれました。し
かしながら、日頃は使う機会が少ない針と糸・・。
「どうしたらいいん？」と最初は不安げな表情も
みられました。進めていくうちに真っ直ぐ縫えるようになって来た・・様子。でも、掲示されている
作品を指差しながら、
「頑張って縫ってんで。
」と誇らしげな顔つきに思わず笑ってしまいました。も
しかしたら、次回は大作が出来るかも知れませんね。
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】

活動報告②

ハニー・ビー

ジョブの活動

８月ダイジェスト

今年も多機能型就労支援事業所ハニー・ビー ジョブでは、8 月 5
日、６日は豊中まつりに参加しました。
さかなつりの準備を張り切ってしていたジョブの利用者さんは、
当日もしっかりとチームの一員として活動に参加してくれました。
ゲームコーナーでも自分から「いらっしゃいませ。
」「魚つり、楽し
いですよ～」
「射的、今ならすいてますよ！」とお店の前に立ってし
っかりと声をかけています。その姿を見るにつけ頼もしい限りです。
昨年度初めて参加した豊中まつりですが、定着しつつあり、この
魚つりを楽しみにして覚えていたこどもたちもいて「めっちゃ楽し
みにしててんで。」
「ぼくなぁ、３回目やねん。
」と話してくれる場面も
あって、嬉しかったです。少しの間は、暑さを忘れました。
8 月も暑い中、中央薬局さん前とマルトヨ数磨さん前で新鮮な野菜
の販売も頑張って活動をしました。これまた、毎年恒例の中央薬局さ
んで開催される、夏の「ガラガラ抽選会」にハニー・ビーとしてお野
菜の景品準備でご協力させていただきました。毎年、本当に有り難う
ございます。スタッフの皆さんは、涼しげな浴衣姿でお客様をお出迎
え。
「涼しそうやね。」
「素敵！」
「お似合いやね。
」などと、浴衣を介し
てのコミュニケーション効果もあって、お互いにテンションも上がり、
とってもいい笑顔でした。利用者の皆さんもその笑顔を見てニッコリ
していました。
【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

石川

立美子先生の講演会『ハニー・ビーの役割』（8/4）

｢障がいのある方々に関わるサービスを提供する上で大切なこ
とを、是非と、ハニー・ビーのスタッフにもご教示いただきた
い！｣と無理をお願いして、８月４日に石川 立美子先生のご講
演が決まりました。先生とのご縁は、ちょうど１年半前になりま
すが、先生のお話は、福祉サービスだけに留まらず、「１日の値
打ちは誰でも同じ。」石川先生のお人柄や優しさがあふれ出る研
修でした。中でも『自分の事が自分で出来る。
』ことから「仕事
をする。
」ことに結びつける考えに共感しました。
「福祉とは『普通に暮らす幸せ』という言葉の意味が先生のお
話で理解が出来た。
」など沢山の気付きの感想がありました。
次回は、パーソンド・センタード・ケアについての研修を是非ともお願いしたいとの声が上がって
います。従来の様々な人とのコミュニケーションにも新しい動きが出てくるような気がします。暑い
時期にご講演をちょうだいした石川先生、有り難うございました。

活動報告④

職場実習にいってきました

（8/7～10）

はっとりでは、毎年恒例の企業実習に行ってきました。今年度もコープこうべなどの特例子会社の
阪神友愛食品でお仕事体験をさせていただきました。実際の日常的な業務を職員さんと一緒にする
ことは、とてもテンションが上がるようで、長時間の立ち仕事も平気なようです。
ボール箱作りは、コツを理解しての根気がいる作業です。この後、作った箱の中に商品を入れて納
品されるのですから、責任重大！！勿論、再チェックもあるのですが・・。緊張していることは、顔
つきが違うので直ぐに判ります。
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最後、スタッフに｢みんなのお陰で、早く終わりました。有り難うござ
いました｣と労いの言葉をかけられて、はにかむ様子がとても可愛か
ったです。皆さん、お疲れ様でした。
【お問い合わせ： マイ児童デイサービスはっとり 電話 066868-9371 ＦＡＸ06-6868-9372】

活動報告⑤

企業見学会を実施しました（8/2３）

「うちの子は、なかなか、
働く意識が持てなくっ
て。」
「どのような人たちが
働いていられるのでしょうか？」「今から、どんなことが
出来たら、働けるようになるのでしょう？」等など、保護
者の方々の疑問にお答えするにしても、先ずは実際に働い
ておられるところを見学しましょう、という事になり、も
うかれこれ、お世話になって１０年を越えようかという武
田薬品工業株式会社の特例子会社『エルアイ武田』の吹田
での働く現場を、８月２２日火曜日に見学させていただきました。この日は、台風の影響で、吹田市
江坂周辺は信号機が停電により点滅せず、道は渋滞が続き大混乱。お約束の１０時に到着できるかど
うかで、ヤキモキしながら福祉バスに乗車していました。とりあえず無事到着することが出来ました。
実際に障がいのある方々を雇用されて２０年になるエルアイ武田さんですが、当初から一貫して
「お金を貰って働いている以上、プロの意識を！」という言葉が印象的でしたと、見学されたお母さ
まからの感想でした。厳しさの中のやさしさが一緒に働いておられる方お一人、おひとりから感じら
れます。実際に共に働く事を実践され人を育てて来られたからこそのお話に感動し、
「先ずは家庭か
らですね。」と可能性を信じることをお伝えいただき、可能性を信じることの大切さを再認識された
保護者の方がまた増えたようです。お忙しい中、ご対応いただきましたエルアイ武田の皆さま、今度
は、実習でお世話になれるように頑張ります。有り難うございました。
【お問い合わせ：事務局 電話 06-6152-7389 ＦＡＸ06-6152-7348】

お知らせ①
１０月度

ハニー・ビー

ジョブの活動

野菜販売・地域イベントへの参加など

9 月、

9 月も、引き続き中央薬局さんとマルトヨ数磨さんで、野菜
の販売をして、日によりますが、ハニー・ビー ジョブ前でも販
売活動をおります。どうぞお立ち寄り下さい。お待ちしていま
す。
９月は、既に終了しましたがジャンプフェスタ、豊中自動車
教習所でのイベントにも参加して、魚つりとパンの販売をさせ
ていただきました。１０月は、２２日に泉丘公民分館のワッシ
ョイ文化祭に参加の予定でしたが、選挙のため日程が翌週に順
延になり、さんあいイベントと重なったので、残念ながらの不
参加となりました。２８日は、服部阪急商店街で開催されるイベントに参加します。２９日は、ふれ
あい緑地で開催される、ＮＰＯ法人ハニー・ビー主催で『第６回みんなでワイワイさんあいイベン
ト』を開催します。ハニー・ビー ジョブでの活動の展示に加えて、グッズの販売、皆さんお待ちか
ねの『魚つり』と『水てっぽう 射的』もあります。皆さんと一緒に楽しめるように準備をします。
皆さんも是非ともご参加くださいね。お待ちしています。
【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

サポートが必要なこどもが主役の料理教室を開催

第 3 弾（9/16）

前回７月は、大好きな｢お好み焼き｣を作りました。９月は、ミートソーススパゲティーとパンケ
ーキを作りました。２ヶ月ぶりの料理教室に、みんなやる気満々で「次は、どうしたらいいの？』と
積極的に聞きに来る一面も沢山見られました。
前回同様に衛生管理のことを十分に意識しながら、包丁の使い方や食器の扱い方、今回はフライ
パンの扱い方などを学びながら、料理に興味が持てるようにチャレンジしていきます。サポートが必
要なこどもたち自身が、保護者以外の人たちと関わりを持ちながら「料理を作る」楽しさを実感し
て、「こんなことが出来た。
」と成功体験を重ねていきます。
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それが、少しずつでも日常生活の中での自信に繋げていけたらと思っていま
す。また、ボランティアスタッフとの交流を通してコミュニケーションの醸
成も図っていきます。こどもたちの中からも「おうちでも作りたい」
「ぼくに
も出来た」と喜びの声が上がっています。出来ればこの声にこたえて来年度
も実施できればと思っています。
【 お 問 い 合 わ せ ： 事 務 局 電 話 06-6152-7389 Ｆ Ａ Ｘ 066152-7348】

お知らせ③第６回みんなでワイワイさんあいイベントの子ども店長大募集（９/中旬～）
今年もこの時期がやってきました。回を重ねて第６回になる、
『みんなでワイワ
イさんあいイベント』本日は、こども店長のエントリーのご案内となります。
毎年、沢山のこどもたちが、ホンマもんのお店やさんなどでお仕事体験をして
くれています。
「『いらっしゃいませ』って言えた。
」その成功体験が積み重なっ
てプラスに作用してくれたら、わたし達も嬉しいです。今回も色々なお店が、
この日のために出店いただきました。さぁ、どのお店にするかは、当日のお楽
しみですが、当日までに子ども店長にエントリーをお願いします。
「今年も、楽
しかったから来年もしたい！！」の声が上がりますように。わたしたちも準備
を進めてまいります。どうぞ、お楽しみに。
【お問い合わせ：事務局 電話 06-6152-7389 ＦＡＸ06-6152-7348】

お知らせ④

ご参加下さい！親子教室を開催します。
（9/20、10/11・10/18・11/8・11/22）
第４回目の親子教室まで終了しました。それ以降の日程で、就学前のお子さんをお持ちのお母さん
とお子さんのための親子教室を開催します。
「身体の体幹を整える」親子教室と相談会が一緒になっ
た、リトハニクラブ(ちいさなハニー・ビーのためのクラブ)を開催します。途中からの参加でも取り
組んでいただける企画ですので、成果を実感していただけると思います。幼稚園、こども園をお考え
の方、その前に子育てで気になるところを相談してみませんか？
【お問い合わせ：事務局 電話 06-6152-7389 ＦＡＸ06-6152-7348】
あとがき

10 年後を見据えて～今、生きる力を養う～

特定非営利活動法人ハニー・ビーでは、家庭・学
校・地域との繋がりが大切だと思って設立当初から、
良好な関係が保てるようにイベント開催を含め、学
校との連携をめざしてきました。
それは、ただ単に、放課後等デイサービスの利用
者、そのご家族だけに留まらず、社会全体の「障が
いがあるから、出来ない。」との枠に捕われない意
識変革が必要だと思っています。とはいえ、学校を
取り巻く環境も変わってきました。しかしながら、将来を担うこどもたちにかかわり、１０年後を見
据えて～今、生きる力を養う～ことは、現場の先生方は、こどもたちを見ておられます。先日、小学
校の学校長とお話しする機会を頂戴した折りに「こどもたちに、生きる力が育ってないとあかんの
よ。」とご教示いただきました。実際には、直ぐに頭角を表すものではなく本当に根気のいる活動だ
と思います。色々な形での、療育支援がありますが、１０年後を見据えて、今出来ることをハニー・
ビーでも試行錯誤しながら取り組んでいます。
こどもたちを前に、
「１０年後、どうなっていて欲しいのか。」今、８歳のこどもさんは１０年後、
１８歳。
「大学受験」や「卒業して働く」もっと先の生活の場に思いをはせる場面で「決して諦めな
い。」
「信じること。」そのことを思い続けて、寄り添う支援が続いていきますようにと心から願って
います。今年も『第６回みんなでワイワイさんあいイベント』を主催します。これまで出逢ってご縁
をちょうだいした皆さまと一緒に、また新たなご縁から『みんなにやさしい共生社会の実現』をめざ
して前に一歩一歩、歩み続けます。これからも皆さまと共に。ご支援の程よろしくお願い致します。
（八木 みどり記）
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