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八木 みどり

宿泊体験、楽しかったです！
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。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。
今年の７月は梅雨の時期はあまり雨が降りませんでしたね。いよいよ夏休みということで、マイっ子た
ちのテンションもあがっていて、話し出したら止まらないマイッ子もいます。スタッフと一緒にそれぞれ
のデイサービスで、夏祭りの準備も進んでいます。長い夏休みに、それぞれに応じた体験が出来るように
心がけてまいりたいと思っています。まだまだ、ハニー・ビーの暑い夏は続きます。
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。

７月の活動
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 7 月ダイジェスト
ハニー・ビー ジョブの活動 7 月ダイジェスト
第４回 就労プログラム （7/15）
松岡 太郎先生の講演会『ある小児科医から看た児童虐待』
（7/20）
サポートが必要な子どもが主役の料理教室を開催しました（7/22）
宿泊体験ＩＮ淡路島、終了しました。
（7/29、３０）
第 2 回、第３回、親子教室開催しました。
（8/2、9）

今後の予定やお知らせ
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 8 月度
②
企業見学を実施します（8/23）
③ サポートが必要な子どもが主役の料理教室を開催。第 3 弾（9/16）
④ ご参加下さい！親子教室を開催します。
（教室8/30・9/20・10/11・10/18・11/8・11/22）

あとがき さんあいイベント～であい・しりあい・わかりあい～
活動報告① マイ児童デイサービス曽根・はっとり・豊中本町での活動 7 月ダイジェスト
今月も、また様々な活動プログラムが行われているそね・はっとり、豊
中本町。久しぶりに曽根の土曜日デイのこともお知らせします。
そねでは、身体を動かそうということで、サーキットに挑戦しました。
ただピョンピョン跳ぶだけでは面白くないだろうということで、そねっ子
が楽しめるようにとスタッフが工夫を凝ら
しました。お花畑を跳んで岩山に見立てた
跳び箱を越え、足ツボマットの川を渡って
また岩山を越えます。ここにはルールがあ
ってトンネルを抜けた時には、鈴を鳴らし
て次の人にスタートを知らせる難関もありました。この時期に自分の好き
な動きだけでなく、感覚も含めてしっかりと身体を使っての活動を実施し
ています。他にも、手先を使っての活動も行っています。
また土曜デイでは、音楽療法の宮田先生にお願いし、音楽を楽しむ、楽
器に触れること、身体を動かすことをしてい
ます。今回は、パターゴルフに挑戦しました。そねっ子、｢ぼくゴルフ、知
ってるで！｣と慣れたものです。実際に、家族の人がゴルフをしていたり、
ＴＶを見ているのでしょう。ルールも良く知っていたようです。また、挑戦
してみようね。
はっとりでは、クレープづくりに挑
戦です。メンバーみんな、クッキング
には慣れていることもあって、分量を
量る、混ぜる、切る、包む作業はおて
のもの。少しのサポートは必要ですが、食べることも大好きなので、
失敗しないように慎重です。まずはスタッフの説明をよく聞いてか
ら作業に取り掛かります。
「お味は？」と聞くと｢美味しいに決まっ
てる！｣と返ってきました。そりゃそうですよね、判りました。
豊中本町では、ボールを使っての運動です。手ではなく足を使っ
てボールを相手に回していきます。最初は要領が判らずに戸惑って
いましたが、何とか隣のメンバーへ渡せるまでになりました。ここ
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で、スタッフの奮闘ぶりもご覧いただければ幸いです。メンバーの笑い声が聞こえてきそうですね。
【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 7 月ダイジェスト
多機能型事業所ハニー・ビー ジョブでは、7 月は地域のイベントに沢山参加しました。7 月 9 日日曜
は豊中駅前七夕まつり。7 月 16 日は、二手に分かれて、庄内西小学校のサマーフェスタと新田南小学校
の夏祭り。7 月 22 日、23 日は、岡町ちびっこ天国夏祭りに参加しました。パンとさかなつりそして今年
初登場の水てっぽう射的で参加しました。
初めて参加した地域では、最初は｢さかなつりって、何？｣「射的？」と言う
感じで、様子見でしたが、徐々に「面白いね」
「珍しい」との声が上がり、リピ
ーターも出てきました。何よりも、利用者さんやスタッフボランティアが、地
域の方々とふれあうことは、とても意義のあることだと思います。
まずは出逢うこと、知り合うこと。わたし自身も実
際に呼び込み？や店番をする中で、色々な方々と関わ
らせていただきとても嬉しかったです。
7 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。お顔なじみのお客様には、
「今日は、どのお野菜
がお勧め？」と尋ねられ、
「ニラが、あります。餃子
にしては如何でしょう？」とメニューも提案してい
ました。
利用者さんのこのような成長も嬉しいです。中央薬局の社長さんやマルトヨの
皆さんにも、いつもお世話になり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 ＦＡX：06-6398-9535】

活動報告③ 第 4 回就労プログラム （7/15）
７月は、毎年恒例の宿泊体験準備をプログラムにしています。
いつもの挨拶ことばと自己紹介をした後に「誰かの役に立つ」ことは、
出来そうでなかなか出来ないこと。当日参加の方々の名札を作ったり、紙
皿や割り箸の数を読んだり、電池があるか、準備品の確認に大忙し。
「菜
ばしはどれ？」｢ピーラーは？｣から始まり、包丁、アルミホイル、サラン
ラップなど・・宿泊体験に参加するマイっ子だけでなく、参加しないマイ
ッ子も、
グループ毎の段ボール箱に入っている確認書を読みながら一生懸
命準備をしています。
最後に、スタッフから｢みんなのお陰で、早く終わりました。ありがと
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 06-6868-9371 ＦＡＸ06-6868-9372】

活動報告④ 松岡 太郎先生の講演会『ある小児科医から看た児童虐待』
（7/20）
｢発達障害のことについて、今年も是非とも松岡先生のお話を伺いたい。｣との強い要望もあり、豊中保
健所長の松岡 太郎先生にお忙しい中ご登壇いただきました。
当日は、終業式のタイミングでしたが、特にマイ児童デイサービスでお声かけをした結果、ハニー・ビ
ーだけでなく他都市からの参加者を含め、
どうしてもお話を聞きた
い熱い思いの 40 余名の参加者がありました。
先生からのご提案で「児童虐待の話も聞いてもらえたら｣という
ことで、
発達障害の話にプラスしてご講義をいただくことが出来ま
した。
｢プロの支援者として、それぞれの機関の得意技を組み合わせた
ら、児童虐待は退治できる、子どもと接する全ての人は、児童虐待
の重要なゲートキーパーである。｣とのお話もあり、サポートが必
要な子どもたちの支援をさせていただいているわたしたちも、
意識
をして児童虐待への対応が地域社会も含めて試されているという
重い提言をいただきました。先生のお話から、それぞれの強みを生
かして、
親子の信頼ができる存在になれるようにと気持ちを新たに
した次第でした。この暑い時期にお越しいただいた事業所の皆さま、保護者の皆さま、ご講演を頂戴した
松岡先生、ありがとうございました。
【お問い合わせ：事務局 電話 06-6152-7389 ＦＡＸ06-6152-7348】
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活動報告⑤ サポートが必要な子どもが主役の料理教室を開催しました（7/22）
6 月に引き続き、第 2 回目の「サポートが必要な子どもたちが主役の料
理教室」です。今回のメニューは、子どもたちが大好きな粉もん、ホット
プレートを使ってのお好み焼きです。前回で、少し子どもたちの様子も見
えてきた料理スタッフさん。事前準備に余念がありません。
「子どもたちの喜ぶ顔がみたいから。やる以上は、わたしらも楽しまな
ね。
」といいつつ、実際に子どもたちをサポートするスタッフの打ち合わせ
の時の表情は事故のないようにと真剣そのものです。
前回の反省もあって、今回は量を控えめにしました。それでも料理スタ
ッフの説明を聞く頃には、
「ぼく、お好み焼き、焼いたことある！」と自信
満々、十分に力を発揮してくれました。それぞれのテーブルで、和やかに
話をしながらお好み焼きを食べていました。
デザートのプリンアラモードも美味しかったかな？経験値を持って後
片付けも一生懸命取り組んでくれました。次回もどうぞお楽しみに！！
【お問い合わせ：事務局 電話 06-6152-7389 ＦＡＸ06-6152-7348】

活動報告⑥ 宿泊体験ＩＮ淡路島 終了しました。
（7/29、30）
今年も「宿泊体験ＩＮ淡路島」が終了しました。チャ
レンジャーをほぼマンツーマンの形でサポートされた
サポーターさん、お疲れ様でした。１日目は、調理体験
と夕食はバーベキューでした。火を起こす作業はサポ
ーターさんにしてもらいましたが、野菜を切ったり、お
肉を焼いたりする段取りは、グループ毎に協力して活
動していました。公衆浴場でのお風呂体験もマナーを
守って問題なく出来たようです。
２日目は、朝食の後、準備をしてそれぞれのコース
へ。今年は、海水プールも復活し、またいかだでのさか
なつりも沢山の魚が釣れたと大喜びでした。楽しい１
泊２日でした。
８回目も無事に終了してホッとしています。無事に終了したからこそ、継続していくことが出来ます。
今一度、宿泊体験を実施する意義や課題などをみんなで協議して、団体行動の中でのルールやマナーを守
って行動することを小さいうちから身につけることは、きっと将来の彼らにとって大事なことだと思い
ます。来年も楽しい体験になるように。チャレンジャー、サポーターの皆さん、準備にかかっていただい
たスタッフの皆さんに、感謝の気持ちを込めて本当にありがとうございました。
【お問い合わせ：事務局 電話 06-6152-7389 ＦＡＸ06-6152-7348】

活動報告⑦ 第 2 回、第３回親子教室開催しました。
（8/2、9）
８月２日と９日の両日、１０時半からマイ児童デイサービス（そね）を会場に「リトハニ・クラブ（＝
リトルハニー・ビー クラブ）
」を開催しました。就学前の２，３歳児がお
られるお母さま（またはお父さま）を中心に実際の困りごとの解決を図る
べく、親子教室と相談の二本立てで、子育ての中で困った経験のあるお母
さまが講師の中心となり開催しています。
この時期は、本当に初めて子育てする方々にとっては、｢なぜ、うちの子
は落ち着きがないのだろう？｣「みんな、どうしてるの？」と気になるので
す。そんな些細だと思われがちな、ちょっと気になるお子さんのことなど
を気軽にマイのお部屋に来て｢心と身体を育てる｣。お母さま(お父さま)も
わが子の良いところを実感できると思います。子育てが楽しくなるヒント
が見つかるかもしれません。まだ、余裕があります。お申し込みは、事務
局またはハニー・ビーHP まで。
【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 8月度
8 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。
８月は特に長い夏休み中は、小中学校の宅配がお休みとなる
ため、毎年彼らのお仕事が減ることになります。是非とも、ご協
力をお願いいたします。
今年も夏は、豊中市各地域でお声かけをいただいて夏祭りに
出かけてまいります。既に終りましたが８月５、６日の豊中まつ
りをはじめ、８月２７日には服部阪急商店街のサマーまつりに
参加して、ゲームコーナーで｢さかなつり｣をします。９月に入っ
てもスタッフは、利用者さんと一緒に、地域に出かけていきます。
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見かけたら是非、声をかけてくださいね。
【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

企業見学を実施します。（8/23）

この時期は、毎年恒例の就労プログラム番外編で企業実習
として、阪神友愛食品さんに行って、実際の現場で日頃職員
さんがしているお仕事をさせていただき、ダンボール箱の組
み立てや商品の箱詰め、梱包などの作業を、昨年体験したメ
ンバーも含めて毎日７、８名が、８/７から８/１０までの４
日間実習に励みました。
８月２３日には、エルアイ武田吹田事業所の見学がありま
す。障がいのある方々が、一般企業で実際に働いている姿を
拝見することで、どうやってサポートしたら良いのか等のヒ
ントが見つかると思います。今回は、２１名で見学に行って
きます。
【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③

サポートが必要な子どもが主役の料理教室を開催しま
す。
（9/16）

前回は、大好きな｢お好み焼き｣を作りました。ホットプレートを使っての
料理なので余裕の笑顔でした。今後も衛生管理のことや包丁や食器の扱い方
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
ートが必要な子どもたち自身が、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。今回からの途中参加もお受けします。活
動のチャンスを活かしてみませんか？詳しくは、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ので、是非ともご参加、ご検討下さ
い。
【お問い合わせ：事務局 電 話 06-6152-7389 ＦＡＸ066152-7348】
お 知らせ④ ご参加下さい！親子教室を開催します。
（親子教室 8/30・９/２０・１０/11・

10/18・11/8・11/22）
第１回目の講演会は７月１１日に終了し、８月２日と９日も無事に終
了しています。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成果を実感してい
ただけると思います。幼稚園、子ども園をお考えの方、その前に子育てで
気になることを相談してみませんか？
【お問い合わせ：事務局 電 話 06-6152-7389 ＦＡＸ
06-6152-7348】

あとがき さんあいイベント～出会い・しりあい・わかりあい～
特定非営利活動法人ハニー・ビーでは、地域での活動も大切だと思い、設立当初から、出来るだけ多く
の地域の方々との良好な関係が保てるようにイベントにも積極的に取り組んでまいりました。
私たちの法人も、今年８周年を迎えますが、今でもその思いに変わりはなく、
『第６回みんなでワイワ
イさんあいイベント』もマイ児童デイサービスはっとりのある、豊中市のふれあい緑地で主催します。
それは、ただただ、楽しいお祭りというコンセプトではなく、これまで出逢ってご縁を頂戴した皆さま
と一緒に、またこの場所で新たな出逢いがあることを願って『みんなにやさしい共生社会の実現』をめざ
して実施しています。これからも皆さまと共に９周年をめざして、頑張ってまいります。ご支援の程よろ
しくお願いいたします。８月１２日、法人設立記念日を迎えて（八木 みどり記）
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