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八木

みどり

すっかり、秋も深まりました。
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。
いつもありがとうございます。先月も、大きな台風２１号が近畿圏だけでなく、東日本でも大きな
被害をもたらしました。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。
１０月は、どうにも調整が出来ずにハニー･ビー通信１０９号が発行できませんでした。お待ちいた
だいていた方々、申し訳ございませんでした。また、今月は毎年恒例のさんあいイベントの記事が紙
面を賑わすはずでしたが、台風２２号の影響もあって前日の２８日にやむなく中止を決定しました。
誠に残念でした。今、振り返っても 10 月は活動が目白押しでした。マイっ子だけでなく、わたし達
も一緒に共感して楽しめたことが沢山あり良かったと思っています。
あっという間に１１月になりました。支援学校も学習発表会の練習も始まっているようです。日頃
の学習の成果を発揮する場だと思いますので、是非とも今年度も見に行きたいと思っています。
１０月も色々な活動がありました。元気いっぱいの様子をお伝えできればと思っています。今月も
よろしくお願いいたします。

１０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 １０月ダイジェスト
ハニー・ビー ジョブの活動 １０月ダイジェスト
こども広報部員、豊中市役所に行ってきました。（１０/４）
毎年恒例「とよすぽイモ収穫祭」に参加しました。
（10/20）
残念ながら『みんなでワイワイさんあいイベント』中止とな
りました。
（10/29）
ハニー･ビー ジョブだより 第２号発行しました。（11/１）

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 調理実習をします。 （11/23）
マイ児童デイサービス（そね） 参観を実施します。（11/13～17）
ご参加下さい！ 親子教室 辻 由起子先生講演会を開催します。（12/5）
今年のマイのクリスマス会は１２月２５日月曜日に開催します。（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）

あとがき

地域と共に～さんあいイベントから、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 10 月ダイジェスト

今月は、スポーツの秋ということで、身体を使ってのサーキット遊びをしてい
ます。実際に手や足を使って体感してみることは大切なこと。説明をしっかり聞
いてチャレンジします。「ぼく、出来るよ。」と好きに身体を動かすのではなく、
プログラムに沿って、ルールを守ること、待つこと、見ること。それぞれにスタ
ッフも注意をはらって声かけや働きかけをしています。お友達に、
「がんばれぇ！」
と声をかけられ、難関にトライしていきます。座って応援するそねっ子。ゴール
には、
「やったぁ！！」の歓声と拍手です。
そねっ子は、それと 10 月 29 日に開催される『みんなでワイワイさんあいイ
ベント』のダンスパフォーマンスをするというこ
とで、ダンスの練習もしました。そねっ子はプログラムの中でもダン
スが大好き！昨年も、ステージ上でのパフォーマンスをしているので、
「今年も、踊りたい！」と言うそねっ子も。だから、練習にも熱が入
ります。今回は、ちょっと残念だったけど、クリスマス会で華麗なダ
ンスをご披露します。どうぞ、ご期待下さい。
はっとりでは、ハロウィンの壁面制作をしています。ここ数年、す
っかりこの季節に欠かせない行事となってきた、ハロウィン。
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「お菓子をくれなきゃ、いたずらしちゃうぞ！」と言わんばかりのオ
レンジ色に描かれた顔。真剣な表情はご覧いただけませんが、一生懸命
作った大作は・・前ページの中段にあります。はっとりのメンバーもま
だまだ得手、不得手はあるのですが、日頃の自立課題のお陰で手先を使
っての作業がスムーズに行えるようになりました。
豊中本町では、牛乳パックを使って、
『てすきはがき』を作りました。
牛乳パックを水につけて細かくちぎっ
てミキサーで少しずつ回しながらドロド
ロの状態に・・それを水の中に入れて、すき型の枠に流し、タオルで水
気を取ってと様々な工夫を凝らします。最後にアイロンをかけて乾燥さ
せる・・この複雑な手順で、やっと出来上がったはがきの出来栄えにご
満悦の様子。
「スゴイ、いい味出てるね。」に「頑張ってん。
」とちょっと誇らし気
な顔のメンバー。今度は、どんな大作になるのでしょうか？楽しみです。
【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

10 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、１０月 28
日、阪急服部商店街のこどもハロウィンストリートに参加し、また翌日の
29 日もさんあいイベントに参加し魚つりを出店する予定でしたが、いず
れも台風による中止となりました。さんあいイベントでは、ハニー･ビー
ジョブで作った商品も販売、日頃の様子などもご案内する予定でしたので、
本当に残念でした。また、只今、自主製品も続々と製作中です。こちらの
美味しそうなマカロンは？実はマグネットです。
（2 個 100 円）今後も、
色々な場所でお目にかかれるのを楽しみにしています。
１０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･ビー店頭でも新鮮な野菜の販売を
し頑張って活動をしました。各店舗の前で販売活動をする中で、少しずつですがお馴染みさんも出来、
『今日は何がお勧め？』
『今日は、小松菜があります。
』など話も展開するようになって来ました。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。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

こども広報部員、豊中市役所に行ってきました。（10/４）

今年も『みんなでワイワイさんあいイベント』の広報活動を目的とし
て選ばれたこども広報部員が、豊中市役所の関係部署を訪れ「さんあい
イベントがあります。来てください。｣とチラシを手渡しながら広報し
ました。市役所の方々もお忙しい中、対応してくださいました。市役所
に行く機会のない彼らですが、中には「お母さんと一緒に来たことある。」
「エレベーターに乗ったよ。」と感想を述べてくれる部員も。皆さんの
広報活動が実って、沢山の人が来てくれますように！（さんあいイベン
トは、今年は残念ながら雨で中止となりました）
【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④

毎年恒例「とよすぽイモ収穫祭」に参加しました。（10/20）
今年も豊中市スポーツ振興事業団さんからのお声かけで「とよすぽファームプロジェクト」の収穫
祭に 3 事業所合同で、参加させていただきました。
前日の雨で活動も危ぶまれましたが、程よい土の感じになってくれま
した。午前中には、スタッフで「イモのつるきり」をして、準備万端！！
事業団のスタッフさんにご挨拶をして、いざいも掘り。今年も幾日かで
すが、畑にいって水やりと草抜きもしたので、そのお陰もあって？！良
く育ったようで大きなおいもが続々と掘り起こされるたびに、あちこち
から大きな歓声が上がっていました。
収穫後には、事業団のスタッフさんに「ありがとうございました。
」
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「来年もよろしくお願いします。」と感謝の気持ちをお伝えし、帰路につきました。代表のマイっ
子、みんなのためにありがとうございました。そして、お疲れ様でした。おイモ掘り、楽しかったね。
【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】

活動報告⑤

残念ながら『みんなで、ワイワイさんあいイベント』中止となりました。
（10/29）
今年の「第 6 回みんなでワイワイさんあいイベント」は残念ながら、台風の影響もあり、土曜日の
うちに中止を決断しました。予報でも大変な雨との予報も出ており、安全を第一に考えての決定です。
楽しみにしていただいていた方々、また協力団体の皆さま、ボランティアの皆さま、そして地域の
皆さまには本当に申し訳ございませんでした。来年こそはとやる気満々です。皆さま、どうか来年も
お楽しみになさってください。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 ＦＡＸ：06-6152-7348】
活動報告⑥

ハニー･ビー

ジョブだより 第２号発行しました。（11/１）
このたび、ハニー･ビー通信、マイ児童デイサービスニュースレターに
続いて、ハニー･ビー ジョブのご様子も皆さんにお伝えしたいとの思い
から、「ハニー･ビー ジョブだより」を発行することになりました。
先月から発行をし、今月第 2 号を発行しています。ハニー･ビーにお関
わりいただいている方々にもご高覧いただけたらと
思っています。
「読んでみたいわ。」とおっしゃる方は、
是非ともご連絡下さい。よろしくお願いいたします。
また、もう１枚の画像は、とある１日の様子です。ご近所にあるキンダーガ
ーデンの子どもたちが、この時期の定番の行事になりつつあるハロウィン、こ
どもたちが仮装をして来るので、ハニー･ビー ジョブのメンバーも小さな地
域貢献でもないのですが、代表の２名が仮装をしてこどもたちをお迎えしまし
た。可愛いこどもたちの仮装には、多くのプリンセスがいました。来年も是非
ともお関わりさせていただきたいと思っています。
【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①

ハニー・ビー

ジョブの活動

調理実習をします。（11/23）

毎月第四月曜日の午前中に利用者会議をしています。自分の生活や活動のこ
とは、自分たちが主体的に考えて行動を起こしていこうというコンセプトで会
を運営しています。１１月３日には「第１回のハニー･ビー ジョブ映画祭」を
実施しました。また１１月２３日の勤労感謝の日には福祉センターひまわりの
調理室をお借りして調理実習をする事になりました。メニューは定番中の定番
のカレーライスに決まりました。当日が待ち遠しいですね。
【お問い合わせ：ハニー・ビー ジョブ 電話 06-6398-9500 FAX06-6398-9535】

お知らせ②

マイ児童デイサービス（そね）

参観を実施します。（11/13～17）

「今回、さんあいイベントでのステージパフォー
マンスを楽しみに練習してきました。でも、残念な
がら今年は中止になったので･･」ということで、
「マ
イっ子たちのダンスを見てもらえるチャンス」
「マイ
での様子を見てもらいたい。」と、スタッフからの熱
い要望もあって、今回はマイ児童サービス（そね）
で参観を実施することになりました。
結構、外部からの見学者には、慣れているそねっ
子ですが、今回の保護者の参観には緊張するでしょ
うか？日頃のそねっ子とはいかないまでも、おうちとは違うご様子を見ていただけたら嬉しいです。
お忙しいとは思いますが・・・
【お問い合わせ：マイ児童デイサービス 電話 06-6152-8991 ＦＡＸ06-6152-8992】
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お知らせ③

ご参加下さい！親子教室 辻 由起子先生講演会を開催します。（12/5）
今年度、こどもゆめ基金の助成を受けて、７月の辻 由起子先生の
「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」という
テーマのご講演から始まった親子教室も、１１月の２回の親子教室と
好評をいただいている辻 由起子先生の締めのご講演で今年度は終了
となります。
初年度は、広報の仕方や色々な課題も見えてきました。本当に就学前
のこどもさんをお持ちのお母さま方に、どのような形でアプローチす
ることによって、わたしたちが、障がいのあるなしに関係なく「何でう
ちの子、泣き止まないの？」
「他の子となんか、違う気がする。」と、誰
しも子育てに悩むこの時期に自分たちが経験してきたことで(年代の違
いはありますが)誰かのお役に立ちたい！！そのためのちょっと子育て
のヒント、お母さまの気の休まる場所になればと始めた事業です。
その思いを持って、辻 由起子先生に再度ご登壇いただき締めのご
講演いただきます。場所は、いつも親子教室をしているマイ児童デイサ
ービス（そね）のお部屋で、講演時間は１０時から１２時までです。
チラシは、ＮＰＯ法人ハニー･ビーのＨＰをご覧ください。
【お問い合わせ：マイ児童デイサービス 電話 06-6152-8991 ＦＡＸ06-6152-8992】
お知らせ④

今年のマイのクリスマス会は１２月２５日月曜日に開催します。（12/25）

こちらも毎年恒例の行事となりましたハニー･ビーのクリスマス会は、１２月２５日 月曜日豊中
市立福祉会館の３階で開催します。毎年、マイっ子が楽しみにしてくれているイベントです。
今年のコンセプトは？？ どんなお楽しみがあるかは、当日までの秘密です。ボランティアには、
｢イオンディライト｣の方がお越しくださり、３事業所合同で、きっと盛り上がることでしょう！！
お申し込みは、毎月の利用申込書に○印を入れてくださいね。どうぞ、よろしくお願いします。
わたしにもサンタさん、来てくれるかな？！楽しみに待っています。
【お問い合わせ：事務局 電話 06-6152-7389 ＦＡＸ06-6152-7348】

お知らせ⑤ 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、マイ児童デイサービスの就労プログラムとハニー･ビー ジョブの希望者で、阪神友
愛さんのご好意で、職場実習をさせていただいています。今年は、１２月２６日、２７日の２日間。
夏の暑い時期の実習も、チャレンジした就労プログラムのメンバー、今回は何人、チャレンジして
くれるでしょうか？学校やデイの中での活動とは違う、実際の職場での｢お仕事｣は、本当に厳しさも
あると思います。なかなか、この様なチャンスが少ないのではないでしょうか？年の瀬の慌しい時期
ではありますが、どうぞ、体験値を積み上げて、彼らの自信につなげてもらいたいと思っております。
奮ってご参加ください。やったことがないから出来ないのは当たり前です。やらずに出来ないと思
ってやらないと積み上げることは出来ません。
【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】
あとがき

地域と共に～さんあいイベントから、学んだもの～

わたしたち特定非営利活動法人ハニー・ビーでは、家庭・学校・地域との繋がりが大切だと思い、
設立当初から良好な関係性が保てるように、イベント開催を含め地域、学校との連携をめざしてきま
した。そんな中でこの度の第６回さんあいイベントの中止は、色々な方面の方々にご協力いただいて
企画立案をしていただけに本当に残念でした。
だからこそ、学んだものがあります。地域の方々との繋がりが、回を重ねることによって構築され
てくるものだと実感できたことです。ここ数年は、ふれあい緑地をお借りしてさんあいイベントをし
ております関係もあって、近隣の方々に前もって「ご挨拶」にお邪魔するのです。その際に、｢頑張っ
てや。｣｢掲示板に貼ってあったから今年も行くつもりにしているで。｣｢毎年、盛大になるね。｣など
様々な方にお声をかけていただける、本当にふれあいの機会になっていると感じています。本当にあ
りがたいと思っています。
「障がいのあるなしに関係なく、出会える場」が、このイベントに留まらず
に幅広く繋がっていけるように、来年のさんあいイベントでの更なる進化をめざしていけたらと思っ
ています。
いつも願っている『みんなにやさしい共生社会の実現』がここから始まりますように。これからも
どうぞ皆さまと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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