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八木

みどり

もうすぐクリスマス
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。
いつもありがとうございます。１２月に入ってめっきり寒くなりました。そろそろ、風邪やインフルエ
ンザの流行が TV などでもニュースになる時期になって来ました。どうぞ、お気をつけください。
例年、箕面の紅葉も近くを車で通るだけでしたが、お友達から「京都の紅葉が素晴らしく、綺麗よ。
」
と SNS から情報をもらい、今年は、
「綺麗な紅葉がみたい！」と思い、お仕事ではありますが、箕面に行
ってきました。秋に来た大きな台風の影響で倒木があり、箕面の大滝まではいけませんでしたが、龍安寺
近くまで登ってきれいな紅葉を見ることが出来ました。こういう風景をみられる「四季がある日本は良い
な。
」と改めて感じました。皆さまは、どこかにお出かけになりましたか？
１１月も様々な活動をさせていただきました。今年は、朝から支援学校の学習発表会も見せていただく
ことが出来ました。マイっ子たちも、日頃の学習の成果を存分に発揮しその姿に感動しました。
今月もよろしくお願いいたします。

１1 月の活動など
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

マイ児童デイサービスそね・はっとり・豊中本町での活動 １1 月ダイジェスト
ハニー・ビー ジョブの活動 調理実習をしました。
（１１/２３）
第７回就労プログラム１１月度の活動（11/11）
参観週間がありました。
（11/13～17）
学習発表会、観賞しました。
（11/25）
ハニー･ビー ジョブだより 第 3 号発行しました。
（12/１）
親子教室 辻 由起子先生を囲んで座談会を行いました。
（１２/５）

今後の予定やお知らせ
①
②
③
④

ハニー・ビー ジョブの活動 クリスマス会を開催します。
（1２/２2）
マイ児童デイのクリスマス会を開催します。
（12/25）
就労プログラム 阪神友愛へ職場実習に行きます。
（12/26、27）
２月１８日 ANA 様とのイベントを計画しています。ご予定ください。
（２/１８）

あとがき ハニー・ビーが北摂で出来ること～まち FAN まつり in 関西大学 2017 から学んだもの～
活動報告① マイ児童デイサービスそね・はっとり・豊中本町での活動 1１月ダイジェスト
今月は、毎年この時期にプログラムに入れている、風邪予防の手洗いやうがいの仕方を改めて学びまし
た。これらの予防法は、デイのお部屋に入る際には必ず行ってますが、指の
先をちょっと濡らすだけで「はい、おしまい！」のそねっ子には、スタッフ
から「はい、指の間もしっかりせっけんをつけて洗ってね。
」といわれます。
しかし、今日は「手洗いチェッカー」でチェックをされるので、そねっ子も
真剣です。きれいに洗えるようになったかな？是非、おうちでもチェックし
てくださいね。ただし、洗いすぎには注意ですよ。
そねでは、避難訓練を１週間続けて実施しま
した。事前に、紙芝居を見ながらみんなで標語「おかしも」や火事の時の約
束事について学び、訓練ではスタッフの言うことを聞いて、お約束をしっか
り守って安全な場所に避難することが出来ました。実際の災害時に、力が発
揮出来るよう繰り返し体験を重ねていきます。
そねには、クリスマスには欠かせないクリスマスツリーがお目見えしまし
た。色とりどりのポンポンやスパンコールを使って可愛らしいリースを作り
ました。
はっとりではクッキングということで、１０月のいも掘りプロジェクトで収穫したサツマイモを使っ
て、スィートポテトづくりに挑戦しました。
包丁やピーラーを使ってサツマイモの皮を上手にむいていきました。サツマイモをつぶし、綺麗に成型を
し、最後に卵黄を丁寧に塗ってオーブントースターで焼き出来上がり！！中はホックホクの美味しいスイ
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ートポテトが完成しました。みんな上手な出来栄えに大満足！！是非、おう
ちでもお試しくださいね。
豊中本町では、今月は松ぼっくりを使って、
ミニクリスマスツリーを作りました。紙粘土
を雪に見立てて土台にしています。みんな上
手に紙粘土を練ることが出来ました。松ぼっ
くりに色をつけて、ラメやビーズを飾り付け
て雪を降らせたら完成です。
今回は、貼り付ける細かい作業があり、ちょっと手ごわいなと思った工
程もありましたが、雪の降っている表情が上手に出せたり、キラキラした
感じも出て、それぞれに味のあるオンリーワンの作品になりました。頑張って作っていますので、どうぞ
お部屋に飾ってみてください。きっとメンバーは大喜びです。
【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 06-6152-7935 ＦＡＸ06-6152-7348】

活動報告② ハニー・ビー ジョブの活動 １１月ダイジェスト
多機能型就労支援事業所ハニー・ビー ジョブでは、１１月 2３日福祉セン
ターひまわりで、調理実習をしました。メニューは定番の？？カレーライスで
した。皆で役割を分担し、野菜の皮をむく担当、皿を並べる担当、
「ぼくは食べ
る担当だ！」という事で、一生懸命カレーを食べてくれる方もいました。その後
は、後片付けに至るまで自主的に活動することが出来たようです。
１１月も、中央薬局さん前とマルトヨ数磨さん前で、またハニー･ビーの店頭
でも新鮮な野菜の販売に頑張っています。店頭での販売活動をする中で、お待ち下さるお客様もいらして、
『寒いのに、ありがとう。
』
『お兄ちゃん、しっかりしてきたね。
』など成長をお見守りいただけているこ
とが、とても嬉しいです。ありがとうございます。お野菜は、売り切れ御免となっていますので、皆さん
お早目にいらしてください。
クリスマスリースやオリジナルグッズも販売しています。ご来店をお待ちしています。
【お問い合わせ ハニー・ビー ジョブ 電話：06-6398-9500 ＦＡX：06-6398-9535】

活動報告③ 第７回就労プログラム１１月度の活動（１１/１１）
今年も、就労プログラムの職場実習です。こちらは、服部豊町にある高齢者さん
のデイサービス「菜の花デイサービス」での清掃作業の様子です。前日に芋ほりも
終わって、
「来年も沢山、収穫が出来ますように！」との思いを込めて土を掘り返し
ます。掘り返す中で、枯れ葉やせみの抜け殻やミミズが出てきたり・・で、メンバ
ーは「わぁ、ビックリした。
」と大騒ぎ。
「寒い、寒い」といいながらも、ちゃんと
最後まで軍手や熊手を使って枯葉を集め、畑作業に手を抜かず取り組みました。
もう一つの、実習先のマリンフードスイミングスタジアム豊中では、多目的室の
清掃作業でした。自分たちで作業に使う道具を持って、はっとりから現地まで歩いて行きました。行きは
足取りも軽やかなのですが、終わって帰る時には、
「あぁ、しんど。
」との声が聞こえてきそうです。実際
お仕事は、スタッフさんのサポートも要らないぐらい、一生懸命に窓のガラス拭き掃除をしました。終わ
ってから飲んだお茶は、さぞかし美味しかったことでしょうね。メンバーの皆さん、ご苦労様でした。
【お問い合わせ マイ児童デイサービスはっとり 電話：06-6868-9371ＦＡX：06-6868-9372】

活動報告④ 参観週間がありました。
（11/13～17）
「今回、さんあいイベントでご披露する予定だったそねっ子のダンスを保
護者の皆さまにぜひ見てほしい。
」
「そねっ子の日頃や曽根のお部屋でやって
いることを、保護者の皆さまに見ていただきたい。
」との日ごろの思いもあっ
て、実現しました。
「わたしのお母さんが来てる！」とはにかむそねっ子。ま
た照れていつもよりもテンションがあがって緊張しているそねっ子もいます。
いずれにしても、お母さんたちの前で、ダンスとお歌「世界に一つだけの
花」をご披露することが出来ました。その時の様子は来て下さった皆さんの
心の中にしっかりと焼きついていると思います。写真は、それまでのお手伝いをしている姿になります
が・・。頑張っている、そねっ子でした。
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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】

活動報告⑤ 学習発表会、観賞しました。
（11/25）
１１月２５日土曜日、豊中支援学校の学習発表会が開催されました。マイっ子たちに「ぼく、頑張って
練習してん、観に来てな！絶対やで！」と半強制的に（笑）お約束をしたもので、今年は朝の早くから支
援学校へ。学年ごとに劇やダンスなど、それぞれの個性を大切にした発表となりました。実際に演じ切っ
たマイっ子たちの誇らしげな表情に成長を感じました。残念ながら、最初の出し物の小学部１、２年生の
演技が観られませんでしたが、その後は全て観ることが出来、感激もひとしおでした。来年も日程が合え
ば、是非とも観に行かせていただきたいと思います。ありがとうございました。

活動報告⑥ ハニー･ビー ジョブだより 第 3 号発行しました。
（12/１）
ハニー・ビージョブでも、１１月２９日に、地震を想定した避難訓練を実
施しました。阪神淡路大震災からかなりの時が経って、備えも意識も少し薄
らいできている今日この頃です。先ずは作業室で、地震に対してのイメージ
を持ってもえるように「震度や揺れ」の話をしました。緊急地震速報を受け
て、実際に身を守る行動や安全に避難するために必要な注意事項について
ひとつひとつ確認をしながら訓練をしました。利用者さんの感想としては、
地震のときに足元や落下物に気をつけて避難することが必要だと思いまし
た。また、慌てて外に出ないことが大切だと改めて思いました。皆さん、お
疲れ様でした。
「備えあれば、憂いなし」ですね。
【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⑦ 親子教室 辻 由起子先生を囲んで座談会を行いしました。
（１２/５）
今年、子どもゆめ基金の助成を受け、初めての試みで「親子教室」を１０回開催しました。皆さん、ご
存知でしたか？最終回もマイ児童デイサービス（そね）のお部屋で、大阪府家庭アドバイザーの辻 由起
子先生をお招きして、
「座談会」形式でざっくばらんに辻先生から事例を参考に様々な情報提供や課題解
決へと繋がるお話をいただき、充実した２時間となりました。今回は、
「カサンドラ症候群」という聞き
なれないキーワードが出てきて、参加者の方からは「うちはまさに、該当します。
」
「悩んでいます。
」な
ど「えっ？辻先生、何でわかるんですか！？」と驚きの声も上がりました。
いずれにしても、発信すること、繋がることが大切なんだと改めて実感することが出来ました。親子教
室を大切な事業だと捉えて来年度も活動を継続していきます。辻先生にも、勿論お関わりいただき「北摂
で繋がる関係性」を構築していけるようにと思っています。どうぞ、ご期待くださいね。
【お問い合わせ：事務局 電話 06-6152-7389 ＦＡＸ：06-6152-7348】

お知らせ① ハニー・ビー ジョブの活動 クリスマス会を開催します。
（12/22）
初めての企画となります、ハニー・ビージョブのクリスマス会！！
利用者会議で自分のやりたいこと、食べたいもの、それぞれの意見を出
し合いながら、何とか決まったようです。１年間過ごしてきた仲間が、(途
中からの利用の方もいらっしゃいますが・・)スタ
ッフと一緒に、ワクワクドキドキ楽しい時間を過
ごしてくれることを願っています。
利用者の皆さんにとってどんな一年だったの
か、ちょっと仲間に入れてもらって、聞きたい気
持ちです(笑)。次号でご様子をお伝えします。
また、同時に就労移行、B 型とも利用者さん大募集中！！楽しい仲間と楽しく
過ごしながら働きましょう！！随時、見学会も開催しています。お気軽にお問い合わせください。
【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② マイ児童デイのクリスマス会を開催します。
（12/25）
こちらも恒例の行事となりましたマイ児童デイサービス合同のクリスマス会は、１
２月２５日月曜日に豊中市立福祉会館３階で開催します。今年は、そね・はっとり・豊
中本町３事業所合同で、更にパワーアップしたクリスマス会になるよう企画していま
す。今年は、サプライズがあるのでしょうか？サンタさんは来るのでしょうか？？どん
なお楽しみがあるかは、当日までシークレット！！ボランティアには、｢イオンディラ
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イト｣のスタッフの皆さんがお越しくださる予定です。当日を心待ちにしていてくださいね。わたしも楽
しみに待っています。
【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】
マイ児童デイサービス豊中本町 電話 06-6152-7935 ＦＡＸ06-6152-7348】

お知らせ③ 就労プログラム 阪神友愛へ職場実習に行きます。
（12/26、27）
昨年の冬から、西宮市の阪神友愛食品株式会社さんのご好意によりマイ児童デイサービスで希望者を募
り職場実習をさせていただいています。今までならば、経験値が少ないので｢大丈夫かな、出来るかな。｣
と不安げな表情の子どもたちもいましたが、最近は自信がついてきたのか、｢ダンボールの組み立て、簡
単やで。｣という話にもなっています。仕事は、真似をすることから始まります。やったことがないから
出来ないのは当たり前。メンバーの自信に満ちたお顔が見られるの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豊中本町 電話 06-6152-7935 ＦＡＸ06-6152-7348】

お知らせ④ ANA 様とのイベントを計画しています。ご予定ください。
（２/１８）
今年、１０月２９日に開催予定だったさんあいイベントは、台風の影響で残念ながら中止となりました
が、この度、そのさんあいイベントにご出店、ご出演を予定いただいていた全日本空輸株式会社（ＡＮＡ）
様から、
「残念でしたね。
」との労いのお言葉と、ＡＮＡとハニー・ビーと一緒に何か出来ませんか？との、
ありがたいお声がけをいただきました。
ハニー・ビーとしてもこの嬉しいお誘いを受けて、只今、ANA さんと一緒に楽しい企画を計画中です。
このご縁を大切にし、マイっ子たちにとっても利用者の皆さんにとっても「ハニー・ビーに来て良かっ
た！」と思ってもらえる、あっと驚くものが出来るように、一生懸命考えて企画中です。
こちらはハニー・ビーのご利用者とそのご家族に限定したイベントとなりますが、来月には企画のご様
子はお伝えできればと思っています。開催日は２月１８日の日曜日です。ご予定くださいね。
【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 06-6152-7935 ＦＡＸ06-6152-7348】

あとがき ハニー・ビーが北摂地区で出来ること～まち FAN まつり in 関西大学 2017
から学んだもの～
わたしたち特定非営利活動法人ハニー・ビーは、今年も地域、学校との良好な関係性が保てるように、
イベントの開催を含め一層の連携をめざして活動を進めてきました。そんな中でこの１年を振り返ってみ
ますと、主催事業の広がりだけではなく、市域という範囲を超えて北摂を見据えて何か出来ないかなと思
いながら走ってきたような気がします。
子どもゆめ基金の助成があって「料理教室」と「親子教室」は開催しましたが、残念ながら親子教室の
事業では、色々なところでも広報したにもかかわらず、思いのほか参加者が少ない結果となりました。実
際に、困った感を持つ幼児を持つ保護者の方に届くには、どのようなツールが必要なのか、今一度反省を
する中でも考えて行きます。
就学終了後のことを思って活動を始めた「ヨガ教室」
「ダンス教室」
「料理教室」。今後も充実した余暇支援の場が提供できればと思って
います。
今年もハニー・ビーの事業で講師としてご登壇いただいた辻 由起
子先生のお誘いもあり、今回八木個人
として「まち FAN まつり in 関西大学
2017」
に参加させていただきました。
このイベント、不思議なことに初めての気がしないのです。
「何でかな？」
と考えていたのですが、結論！！FB で、繋がっている方々で、顔見知り
だったからでした。リアルにお逢いする、まち FAN まつりのスタッフの
方々は、熱い思いを持って笑顔いっぱいに１ヶ所に留まっていない魅力的
な方々でした。イベントに来られていたいつもお付き合いをしている豊中
市以外の行政の方々ともお話をし、新しい出逢いにも感謝です。師走の慌
しい時期に、温かいホッコリとした気持ちになれたことも嬉しかったです。
来年は更に大きな輪が出来ますように。八木の座右の銘「念ずれば花開く」一緒に歩んでいけますよう
に、ご協力をお願いいたします。
（八木 みどり記）
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