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八木

みどり

GW、どのようにお過ごしでしたか？
こんにちは、皆さま。いかがお過ごしでしょうか？
いつもありがとうございます。今月は幾つかの地域の小学校や支援学校
でも運動会が開催されたようです。わたしも、今年は久し振りに支援学校
の運動会を見に行ってきました。子ども達の中には、授業を変更して練習
をすること自体がちょっとしんどい部分もあったかと思いますが、当日は
申し分ない、晴天での開催となりました。一生懸命な姿を見て、とても感
動した次第です。
今年度も豊中市スポーツ振興事業団（通称：とよすぽ）さんからのお声かけをいただき、秋の収穫
をめざして、
『サツマイモの苗植え』をしました。前段階での『スタッフによる畝作り』を経て、
『今
年も、大きなおいもが沢山取れますように』との思いも込めて、マイっ子たち、頑張ってくれました。
そろそろ、入梅の季節になります。そんな中、マイっ子の大好きなプールも始まります。また今年
も、この時期は法人全体の活動として、新規また既存事業を含めて様々な活動計画が出ます。
今年度も、皆さんと一緒に力一杯活動をしてまいります。今月もよろしくお願いいたします。

５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・豊中本町での活動 ５月ダイジェスト
ハニー・ビー ジョブの活動 5 月ダイジェスト
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）
とよすぽ「いもプロジェクト」苗植えに行きました。
（5/19）
29 年度 ハニー・ビーの会員入会のご賛同、ありがとうございます。
宿泊体験、沢山のエントリーありがとうございました。
（6/2 締切）

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 6 月度
第４回 就労プログラム （7/15）
サポートが必要なこどもが主役の料理教室を開催します。（6/24～）
親子教室を開催します。
（第 1 回 7/11 講演会）
毎年恒例の松岡 太郎先生講演会『ある小児科医から看た「発達障害」
』を開催します（７/２０）

あとがき
活動報告①

愛されるハニー・ビーをめざして～第 8 回総会目前に思うこと～

マイ児童デイサービス曽根・はっとり・豊中本町での活動 5 月ダイジェスト

1 年生たちも学校での生活にもそろそろ慣れてきた 5 月、ゴー
ルデンウィーク真っ直中の３日には、曽根・はっとり・豊中本町
合同で、万博公園の自然文化園に遠足に出かけました。スタッフ
で前もって下見をし、危険箇所などを確認のうえ、当日を迎えま
した。
「マイっ子の活動日は必ず、晴れる！」と信じてはいましたが、
今回も晴天に恵まれました。木の実等を使ってのクラフト体験や
みどりの中をゆっくりと散策し、それぞれの親睦も深めるという
目標もクリアし、無事に怪我もなく帰路に着きました。
みんな、楽しかったかな？「今度は、○○ちゃん（弟の名）と
行きたい。」というマイっ子もいました。
今月は、どちらのマイ児童デイサービスでも、
「道具を使う」ことを意識してのプログラムをご紹
介します。ご家庭でもどうぞ、チャレンジしてみてくださいね。
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曽根では、
「はさみを使って」作品を作りました。はさみ等の道具
は便利なものですが、どうしても「はさみは危ない。
」
「手を切ったら
大変。
」との大人たちの思い込みが先立ち、上手に使えることをしっ
かり教えず使わせないことも多いはず。はさみが使えないと包丁もカ
ッターもになりかねず・・・。便利であるはずの道具から、どんどん
遠ざかって行きます。ということで、先の丸い安全なものではなく、
普通の手にあったはさみの使い方を教えて、今回の活動です。
はっとりでは、クッキングをしま
した。今回は、みんなの大好きなお好み焼きを作りました。包丁の
扱いにもだいぶ慣れてきたメンバーが、それぞれの役割を果たし「お
好み焼き」が無事出来上がりました。その後は、実食の時間。いつ
もながら、自分たちで作ったおやつは本当に美味しいですね。いつ
もよりも食べっぷりもいいです。「今度は何を作ろうかな。」と今か
ら次のクッキングが楽しみなはっとりのメンバーでした。おうちで
もチャレンジしてくださいね。
豊中本町では、「フエルトを使って家族
へのプレゼント」を作りました。日頃針を使っての作業をあまりすること
がないメンバーですが、
「お母さんに、プレゼントすんねん。」ということ
で、真剣な表情で一生懸命説明を聞いて取り組みます。解らないところは
失敗しないように「解りません教えてください。」と手を挙げて意思表示
してくれます。実際、難しい部分があり、お手伝いした部分もありますが、
チャレンジして仕上げてくれた作品です。メッセージも自分たちで考えて
書きました。これからも脳科学的にも有効な方向でマイっ子たちのサポー
トが出来ればと思っています。
【お問い合わせ：マイ児童デイサービス 電話 06-6152-8991 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

5 月ダイジェスト

多機能型事業所ハニー・ビー ジョブもゴールデンウィーク中の 4 日に箕
面の滝に社会見学に行きました。日頃は、事業所の中での活動が多いので運
動不足の方もおられ、先頭と最終にはかなりの差が出ましたが（笑）、晴天の
下、大きな滝でアルファー波を存分に浴びるという貴重な経験もしてきまし
た。明日からのお仕事もいい方向にいきますよね。
今月も中央薬局さん前とマルトヨ数磨さん前での野菜販売も頑張って販売
活動をしています。お馴染みのお客様には、「いつも、ありがとうね。」とお
声をかけていただけることは、皆さんにとっても励みになっているようです。
今月は、中央薬局の社長さんであるまっさんと日頃の成果を思わせる記念写
真となりました。気さくなまっさんには、本当にいつもお世話になっていま
す。ありがとうございます。今後とも頑張りますので、よろしくお願いいた
します。
【お問い合わせ ハニー・ビー ジョブ 電話：06-6398-9500

活動報告③

ＦＡX：06-6398-9535】

辻 由起子先生講演会 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）

こちらも毎年の恒例行事になっている辻 由
起子先生の講演会です。
今回は、『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～』という演題でご講
演をいただきました。
今回は、八木のほうから『人生や子育てに悩
むことはあっても、自分の人生にエールを送れ
る様なお話を』とお願いして副題となったわけ
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です。最後は、ハニー・ビーらしく、
『みんな、笑顔で』ということで記念の一枚です。今回、参加
が叶わなかった皆さん、次の機会には是非おいでください。

活動報告④

「とよすぽ

いもプロジェクト」苗植えにいきました。（5/19）

今年も「とよすぽ いもプロジェクト」の活動が開始されました。
「ぼく、去年も植えた。
」
「今年も、大きなおイモが出来るかな。」とそれ
ぞれ、思いがあるようです。やる気がいっぱいのマイっ子たちです。
前もっての畝作りには畑経験者？？のスタッフが、額に汗しながら頑
張ってくれました。なかなか、土に触れることが少ないマイッ子たちに、
この様な貴重な体験をさせていただけることに感謝です。ありがとうご
ざいます。夏休みの水まきと草抜き作業も、頑張りましょう。
【お問い合わせ：事務局 電話 06-6152-7389 ＦＡＸ06-6152-7348 】

活動報告⑤

29 年度

ハニー・ビーの会員入会のご賛同、ありがとうございます。

29 年度の会員募集に関しまして、会費の納入を始め、沢山のご賛同いただき、ありがとうござい
ます。毎年、皆さまからのご賛同を頂戴し、
『地域でいきる』愛される法人をめざして、6 つのサー
ビスを掲げています。
まだまだ、道は険しく、なかなか前には進めていない状況ではありますが、だからこそ、切り開い
ていくことが大事だと思います。皆さまからの温かいご支援を力に変えて、今年も新しい種をまいて
いきます。今後ともご支援のほどよろしくお願いいたします。
※ 随時、会員・寄付金を募集しております。皆さまのお志をよろしくお願いいたします。
【お問い合わせ：事務局 電話 06-6152-7389 ＦＡＸ06-6152-7348 】

活動報告⑥

宿泊体験、沢山のエントリー、ありがとうございました。（6/2 締切）
今年度の宿泊体験は、例年よりも多くのエントリーをいただき、6 月 2 日に締
め切りました。エントリーいただいた皆さまには、結果を郵送させていただきま
した。当選された方、ご参加よろしくお願いいたします。外れた方、申し訳ござい
ません。補欠となりますのでキャンセルが出た時点でご連絡させていただきます。
全員の方に良い結果がお届け出来なかったこと本当に申し訳ございませんでし
た。実施に向けて、様々なお知らせ等をお送りしますので、中身をご確認の上、ご
提出をお願いしているものは、期限内にお送りください。よろしくお願いします。
【お問い合わせ：事務局 電話 06-6152-7389 ＦＡＸ06-6152-7348】

お知らせ①

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 6 月度

6 月も、引き続き中央薬局さんとマルトヨ数磨さんで、野菜の販売をしております。ありがとうご
ざいます。なお、その日の販売状況にもよりますが、多機能型ハニー・ビー ジョブ（就労移行・B
型）の事業所前でも完売まで販売しております。
6 月からは、支援学校などのそれぞれの場所で、実習生が販売実習
の一環として店頭販売活動を行います。不慣れなため、不手際な点も
あろうかと思いますが、気付かれた際にはどうぞご遠慮なくお申し出
ください。お申し出いただけることが、彼らの将来に大きな意味があ
ると思いますので、よろしくお願いいたします。また、就労支援・就労
継続Ｂ型の利用者さんも、引き続き募集しています。随時、見学会、説
明会も実施します。お問い合わせ下さい。
7 月になりますが、地域のイベントにもお誘いいただき、豊中七夕
祭り、庄内西小学校サマーイベントを皮切りに今年は、新田南の夏祭りにも初参加。他地域に関して
も調整中です。
【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 4 回就労プログラム（7/15）

今年第５期も『人のために働こう』ということを目標にしています。７月の『第 8 回 サポート
が必要なこどもたちとの宿泊体験ＩＮ淡路島 2017』の開催に向けて、必要なものを整えるという、
なくてはならない大切なお仕事を、就労プログラムで引き受けます。少し緊張した面持ちではありま
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すが、『お仕事をする意味』を理解して取り組めるようにサポートしていきます。
また、ハニー・ビー ジョブを中心となりますが、7 月には様々な地域でのイベントにもお手伝い
へのお誘いをします。日程が合えば、是非ともご家族でお付き合い下さい。
【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 サポートが必要なこどもが主役の料理教室を開催します。（6/24～）
29 年度に入って初めての（独）国立青少年教育振興機構 子どもゆめ基金
助成活動として、サポートが必要なこどもが主役の料理教室を開催します。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」楽しさを感じ、体験値を高め、日常生活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。
「うちの子は、何も出来ない」ではなく、活動のチャンスを活かしてみませ
んか？詳しくは、ハニー・ビーのＨＰ．豊中市内の図書館、公民館にもチラシ
を設置していただいております。是非ともご参加下さい。締切は 6 月 12 日ま
でですが、まだ少し余裕があります。どうぞ、奮ってご参加ください。
【お問い合わせ：事務局 電話 06-6152-7389 ＦＡＸ06-6152-7348】

お知らせ④ 親子教室『心と身体を育てる学び』を開催します。（第 1 回 7/11 講演会）
こちらも初めて開催するこどもゆめ基金助成活動事業です。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。日頃は、サポートが必要なこどもたちの放課後等デイサービス（就
学児対象）をしておりますが、幼児期のサポート体制、特にお母さんは
「イヤイヤ期」などの我が子に「どうしたらいいの？！」と頭を痛めて
いる方もおられるのではないでしょうか？
まずは、7 月 11 日（火）には、豊中市立中央公民館で、大阪府子ど
も家庭サポーターで社会福祉士の辻 由起子先生に『知るともっと楽に
なる！心と身体が成長する子育てのコツ』ご講演をいただきます。こち
らの講演会は、きっと子育てに悩むお子さんをお持ちの方々にヒントに
なること間違いなし。
また、詳細が決まりましたらお知らせしますが、8 月から『リトハニクラブ』（仮称）で、「心と
身体を育てる学び」場にご一緒しませんか？マイ（曽根）のお部屋で 10 時受付。10 時半～11
時半まで開催します。参加費は、1 回 500 円（教材費、保険料込）是非遊びに来てくださいね。
【お問い合わせ：事務局 電話 06-6152-7389 ＦＡＸ06-6152-7348】

お知らせ⑤ 毎年恒例の松岡 太郎先生講演会『ある小児科医から看た「発達障害」
』を開催します（７/２０）
皆様、お待ちかねの毎年恒例の豊中市保健所長 松岡 太郎先生の講
演会です。今回も沢山の方々にお聴きいただきたいということで、皆さ
まにご案内させていただきます。
今回も『ある小児科医から看た「発達障害」』と言うタイトルでお話
いただきますが、松岡先生自身が、実際の臨床現場で感じられたこと、
その中で出会ったこどもたちへの思い、また現場に長くおられたこその
忘れられないこどもたちのエピソード、支援するにあたってのポイント
などをお話していただきます。皆さま、ご参加下さい。
【お問い合わせ：事務局 電話 06-6152-7389 ＦＡＸ06-6152-7348】

あとがき

愛されるハニー・ビーをめざして～総会目前に思うこと～

特定非営利活動法人ハニー・ビーの総会も、今年で 8 回目を迎えます。
「まだ 8 回なのか、もう 8
回なのか。」いずれにしても 8 年を重ねたわけです。まだまだ、発展させていきたいことも、反省し
て進めていくことも沢山あります。色々とチャレンジしたいことがあります。応援してくださる皆さ
まがいるから心丈夫です。日頃、あまりお逢いしない皆さまに、会員のお願いなどをはじめお願いば
かりしていて、申し訳ございません。総会後から、今年もますます元気に活動していきます。今後と
も一層のご指導、ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。 （八木 みどり記）
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