ハニー・ビー通信 №１１5 号

２０１8 年 5 月発行
特定非営利活動法人ハニー・ビー

発行者 八木 みどり

皆さん、どんなゴールデンウィークをお過ごしでしたか？
５月になりました。暖かいよりも夏の暑さを思わせる日もありますが、お変わりありませんか？
ハニー・ビーの八木です。年々、紫外線が気になるようになって来ました。皆さんには、なかなか伝
わらないのが残念ですが、わたしも日焼けやシミが気になる良いお年頃ですので。ということで、日
日焼けには気を使っているつもりではいるのですが、宅配をしているスタッフや通所してくる利用者
さんよりも・・日焼けしているのは何故と思うのですが、日焼け止めの甲斐も無く・・残念です。
まだ、花粉も沢山飛んでいて、体調のすぐれない方もいらっしゃると思いますが、ハニー・ビーは
相変わらず元気です。５月３日には、マイっ子たちは合同遠足に行き、ハニー・ビー ジョブのメン
バーと有志は地域の皆さんとのふれあいの場「ふれあい緑地フェスティバル 2018」
に参加しました。
４月から入った可愛い１年生もそれぞれの事業所で、元気に活動しています。今月もどうぞよろし
くお願いいたします。

４月の活動など（5 月の終了分も含む）
①
②
③
④
⑤

マイ児童デイサービスそね・はっとりでの活動 ４月ダイジェスト
ハニー・ビー ジョブの活動 ４月ダイジェスト
スタッフ研修会開催。リスクマネージメント～初級編～学びました。（４/１７）
6 期の就労プログラム始まりました。（4/13、５/11）
ふれあい緑地フェスティバル 2018 に参加しました。（５/３）

今後の予定やお知らせ
①
②
③
④
⑤
⑥

毎年恒例、宿泊体験の申し込み締め切りは、6 月 1 日です。
6 期の就労プログラム６月も、２ヶ所で職場体験活動をします。
（6/9）
毎年恒例！辻 由起子先生の講演会『人間力アップ講座』（５/８）
新企画！保護者交流会は｢アイシングクッキー｣講習会です（5/17）
今年も開催します。親子教室は 5/12～。料理教室は 6 月 23 日～。
いつも、ご協力いただき、有り難うございます。（会員入会のご案内）

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 ４月ダイジェスト
マイ児童デイサービスそね・はっとりともに新入生が入ってきました。そねに４名、
はっとりにも４名を迎え、先ずは｢お互いを知ろう｣ということで、そねではコミュニケ
ーションが大切と、
「お友達を知ろう。自分のことを知ってもらおう。
」と「自己紹介カ
ード」を書いてみんなの前で発表しました。
いつもは、大きな声で話が出来ていても、やはり「恥ずかしい」のと照れもあるの
でしょう、いつもより小さな声になっていました。このプログラムは、みんなの前での
発表だけでなく、
他の人の発表を静かに聞く、
その後拍手をするというのが決まりです。
このお部屋で楽しく過ごすお友達のことを、お互いに「知り合う」ことでもっともっと楽しく充実した時間を過ごせます
ように、と願っています。
また、4 週目には、そねっ子も大好きな｢手足ぴったんこ｣というプログラムで、｢次
は、手！｣｢次は足！｣と指示された手足を、床に置かれたカードの絵に合わせて歓声の
あがる中、楽しく身体を動かしていました。
はっとりでも、あいさつと自己紹介ということでプログラムを進めています。メン
バーのみんなも慣れていて、
「ぼくの名前は、○○○です。
」｢好きなことは・・｣と続け
て発表してくれます。聞き手のメンバーも慣れているので、｢今日は、質問時間はない
の？｣とスタッフに聞いてきます。わたしたちスタッフもメンバーのみんなに負けない
くらい、大きな声で挨拶しようと目標を立て？ました。さぁ、どっちも頑張って切磋琢磨して下さいね。
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先日、卒業生の事業所訪問の際に、事業所の方から、先輩の皆さんは｢しっかりと挨拶をしてくれます。｣また｢色々な
こと体験しているので、支援がしやすいです。｣とお褒めの言葉をいただけるぐらい成長し、日頃からあいさつに関して
は、特に力を入れてきたものだけに、わたしも本当に嬉しかったですし、引き続きしていかなければと思いました。皆さ
ん、元気にあいさつしていますか？！
【お問い合わせ マイ児童デイサービス 電話：06-6152-8991 FAX：06-6152-8992
マイ児童デイサービスはっとり 電話：06-6868-9371 FAX：06-6868-9372】

活動報告②

ハニー・ビー

ジョブでの活動

４月ダイジェスト

４月は、異動の時期ですが、利用者さんは、いつもの月よりも落ち着いて過ご
しています。４月からこちらにも２名の利用者さんが入って賑やかになりました。
４月も変わらず、旭丘の「中央薬局さん」前と本町の「まるとよ数磨さん」前での
野菜販売させていただいております。おお馴染みさんからのお声は、メンバーさ
んにとってはとても励みになっています。有り難うございます。
また、ジョブの１階のフロアについて、｢地域の方々のコミュニティーが担える
様に｣との思いもあり、レイアウトの変更を予定しています。
サロンとまではいかなくても、利用者さんと一緒に作った商品の陳列スペース
を確保し、多肉植物、観葉植物、そしてジョブが選んだ名品りんごジュースとジ
ャムも常時お買い求めいただけるようにと計画をしています。お近くにお越しの際には、是非ともお立ち寄りください。
３０年度は、独立行政法人福祉医療機構から助成金をいただき、｢障害者による買い物弱者お助け宅配事業｣という事業
を展開します。特に、障がいのある方々が働く事業所で扱っている物品について、豊中本町を中心に地域の方々にどのよ
うな形でお役に立てるのか、まだ調整中ですが、色々な方からご意見を拝聴させていただき、出来るだけ皆さまとつなが
ることが出来ればと思っています。
【お問い合わせ ハニー・ビー ジョブ 電話：06-6398-9500 FAX：06-6398-9535】

活動報告③

スタッフ研修「リスクマネジメント講座～初級編～」を開催しました。
（4/18）

本日は、ハニー・ビー社員研修と言うことで、事務局長にリスクマネジメント研
修〜初級編〜として、マイ児童デイサービスそね、はっとり、アプリ、相談に関わ
る職員向け研修を行いました。掴みの部分から緊張しているとおっしゃっていまし
たが、受講しているわたしたちからすると、何時もながらの軽妙なお話。例えや経
験談も、どのスタッフにも理解しやすいというか、イメージしやすかったと受講し
たスタッフからも感想をいただきました。
どんなに頑張ってもリスクはゼロにはな
らない、起きることを前提に、大きな事故や
信用を失墜させる事態にならない様に、どうして回避軽減するか、ここが重要だ
と思いました。 ヒヤリハッとの意味、重要性も理解出来たのではないかと思って
います。お忙しい中、わたしの要望に200％お応え下さった事務局長、有り難う
ございました。
実際に起こるかもしれない、その時に初動でどう動くか、他人事ではなく、自分
の事として改めて考える貴重な時間となりました。
【お問い合わせ ハニー・ビー事務局 電話 06-6152-7389 ＦＡＸ06-6152-7348】

活動報告④

6 期の就労プログラム始まりました。（4/13、５/11）

４月のオリエンテーションで、スタッフから「働くこと」
「挨拶す
る意味」
「お辞儀の仕方」
「身なりを整えること」の大切さを学びました。
すべてのメンバーに「あっ、このことを言っていたのか。
」と、実際に
就労プログラムの中で実感してもらえるよう日々のプログラムの中に
組み入れていきます。すべてのメンバーに「あっ、このことを言ってい
たのか。
」と、実際に就労プログラムの中で実感してもらえるよう、日々
のプログラムの中に組み入れていきます。朝起きて、顔を洗うこと、身
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なりを整えることから、意識できることだと思いますので、是非とも意識付けをお願いいたします。
その後は、５月と６月に職場実習をさせていただく「菜の花デイサービス」と「マリンフードスイミングスタジ
アム」を見学しました。｢僕は、前も来たことある。｣「ここで、鏡をふいてんで。
」と話をしてくれるメンバーもい
ました。いずれの事業所でも「よろしくお願いします。
」と、しっかり挨拶をして帰路に就きました。
【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 FAX：06-6868-9372】

活動報告⑤

ふれあい緑地フェスティバル 2018 に参加しました。（5/3）

毎年５月３日に、ふれあい緑地で開催される豊中市主催の｢ふれあい緑地フェス
ティバル 2018｣に、ハニー・ビーとして初めて参加しました。
ハニー・ビーのスタッフ有志とボランティアさんで｢焼きそば｣のお店を出しまし
た。最初は、皆さん様子見の状況でしたが、11 時半過ぎからは焼きそばのソース
のいいにおいに誘われ（？）
、あっという間に、長い行列が出来ました。その行列は、
一緒に販売していたおにぎりやりんごジュースにも相乗効果を発揮していました。
また、ハニー・ビージョブでは、お馴染みの｢魚つり｣と、利用者さんと一緒に作っ
たマグネットや多肉植物の寄せ植え、観葉植物も出店しました。ちびっ子たちの中
には、
「魚つり」に初めてチャレンジした子もいて、楽しんでいたようです。
最後まで、楽しませていただくことが出来ました。有り難うございました。また来年も参加して、販売活動に
勤しみたいと思っています。めざせ、完売！！本当に有り難うございました。
【お問い合わせ ハニー・ビー事務局 電話06-6152-7389 ＦＡＸ06-6152-7348】

お知らせ①

毎年恒例、宿泊体験の申し込み締め切りは、6 月 1 日です。

今年で、回を重ねて９回目となりました「サポートが必要な子ども達との宿泊体験
in 淡路島 2018」
（開催日：７月２８日（土）～２９日（日）
）について、豊中市と豊
中市教育委員会のご後援をいただき、各小中学校や公民館、図書館等にチラシをお送
りし、現在参加希望者とサポーター希望の皆様からお問い合わせなども来ています。
わたしも、かつてそうだったと反省するのですが、やる前から勝手に｢この子には、
どうせ出来ないだろう。｣｢やったことないし、無理。｣と、言い訳を作って自分の気持
ちにブレーキをかけていたことを思い出します。その反省もあるので、毎年｢お母さ
ん、安心して。一緒にみるから。｣とお声がけをしています。子どもたちの可能性は、
無限大です。いい体験を積み重ねることで、自信が養われます。自己肯定感が揚がり
ます。その気持ちに導かれ、何にでもチャレンジしてみようと思います。相乗効果で
プラスに働くことになるのです。さぁ、まだ悩んでいるお母さん、是非チャレンジし
てみてください。先ずは、エントリーを！締め切りは６月１日（金）です。
【お問い合わせ ハニー・ビー 事務局 電話：06-6152-7389 FAX：06-6152-7348】

お知らせ②

6 期の就労プログラム６月も、２ヶ所で職場体験活動をします。（6/9）

早いもので、６期の就労プログラムも３回目を迎えます。５月に引き続き、菜の花デイサービスと豊中市スポーツ振興
事業団の２か所で職場体験を実施します。前回のプログラムでは、日頃はご高齢の方々とあまり接点のないメンバーたち
も、菜の花デイサービスのご利用者さんの温かい｢頑張ってね。｣「有り難う。
」の言葉に励まされて、慣れないシャベル
を使って土を掘り起こしていくという作業にも、一生懸命額に汗して頑張りました。作業の後、社長さんからお庭をご案
内していただき、｢この木は何だと思いますか？｣｢白い小さな花をつけていますね。｣と、メンバーたちに色々な果樹のこ
とを教えてくださいました。みかんの木、柿の木、栗の木もありました。今回、土を掘り起こしたところに肥料を蒔いて、
サツマイモなどの苗を植えられるそうです。６月には、畑の様子もきっと変わっていると思います。楽しみです。
また、マリンフード豊中スイミングスタジアムでは、多目的室の清掃作業を行います。大きな窓や鏡を拭いたり、床を
掃き掃除した後で雑巾がけをします。｢うちの子は、掃除は嫌いで・・。｣｢雑巾も絞れないんです。｣と保護者の皆さんは
言われますが、ものは試しにおうちでやってもらってみてください。
「意外に。
」と言うと失礼ですが、拭けるようになっ
ていますよ。勿論、出来る様になることも大切かも知れませんが、｢やったことのある体験｣から、自信を持つことが大切
だと思っています。
まだまだ、障がいのある方々のお仕事に対しては、｢出来なくても仕方がない。｣という認識があるようですが、でもわ
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たしたちの思いの中で、
「地域の中で当たり前にお仕事をする。｣「実際に出来るようになる。
」との目標を持ち、より多
くの方々に知ってもらえるために地域の事業所での職場体験を続けています。
マイっ子たち自らが「お仕事をしてみたい。
」と言っても、何よりも保護者の方々が「仕事をさせたい。
」と思えるまで
は至っていませんが、
これからも就労プログラムを通し、
ずっとサポートし続けられる事業所でありたいと願っています。
【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 FAX：06-6868-9372】

お知らせ③

毎年恒例！辻

由起子先生の講演会『人間力アップ講座』（５/８）

毎年恒例の辻 由起子先生の講演会を今年も開催しました。毎年保護者の方々との交流
会の意味合いも担っています。今年も元気がいただける講演会になったと思います。
辻先生の話は、｢人間力｣って何だろう？から入っていき、先ずはおさらい、認知のゆがみ
に気づくことが大事だということ。何より、その自分自身の認知のゆがみを自覚すること
が大事だと。=自己覚知。改めて人間は群れで生きるもの、真似ることから学ぶ、それも自
分よりも少し上ぐらいの届きそうな人の真似をするとのことでした。
辻先生のお話は、いつもハニー・ビーにとってタイムリーな話題を提供してくださいま
す。今回もスキルアップ、人財育成(わたしは材でなく人は財たからだと思っています。)な
どの話の中から「人間力」へと繋がったことに感謝しています。来年も期待しています、辻先生、有り難うございました。
【お問い合わせマイ児童デイサービス 電話：06-6152-8991 FAX：06-6152-8992
マイ児童デイサービスはっとり 電話：06-6868-9371 FAX：06-6868-9372】

お知らせ④

新企画！保護者交流会は｢アイシングクッキー｣講習会です（5/17）

こちらも今年初めての交流会企画、｢アイシングクッキー｣講習会を開催しました。
お母さまたちをお誘いしたのですが、｢子どもたちと一緒に参加したい。｣との声も多
くいただきました。今回は、お母さまへの講習会に10 名が集まり、講師の福本 あ
ゆみ先生からアイシングクッキーの手ほどきを受けました。
｢手の器用さは関係ないですよ。｣と先生はいつも仰いますが・・実際にやってみて
思うのは、結構細かい作業で息をするのを忘れるほど集中してしまうこと、その中で
も満足のいく出来栄えの方は、｢今日は女子力が上がった。｣と。
私が作ったものと先生のお手本とは出来栄えの差が明らかでしたが、自分なりには食べて美味しいアイシングクッキー
に大満足でした。福本先生、今度はまた親子教室、各季節バージョンなどお願いいたします。有り難うございました。
【お問い合わせマイ児童デイサービス 電話：06-6152-8991 FAX：06-6152-8992
マイ児童デイサービスはっとり 電話：06-6868-9371 FAX：06-6868-9372】

お知らせ⑤

今年も開催します。親子教室は 5/12～。料理教室は 6 月 23 日～。

今年もこどもたちだけでなく、就学前や子育てに悩んでおられる保護者の方
にも寄り添う支援が出来ればと親子療育プログラム「リトハニ・クラブ 親子教
室」を開催します。第 1 回の 5 月 12 日は終了しました。
次回は、6 月 9 日(土)となります。昨年度は、ＰＲ不足で参加者が少なかった
との反省を踏まえて、今年度は様々な方々にアプローチをしていきたいと思って
います。どうぞ、皆さまお誘い合わせの上、お申し込み下さい。ハニー・ビーのホ
ームページのお問い合わせからもお申し込み可能です。
また、
「サポートが必要なこどもたちのための料理教室」も、6 月２３日の第４
土曜日から月１回の割合で開催します。
【お問い合わせ ハニー・ビー事務局 電話 06-6152-7389 ＦＡＸ06-6152-7348】

お知らせ⑥ いつも、ご協力いただき、有り難うございます。（会員入会のご案内）
今年も、皆さまに、厚かましくも、賛助会員や正会員としてご賛同いただきたいとお願いにあがります。ご支援いただ
けますよう、よろしくお願いします。ハニー・ビーの保護者様だけでなく、色々な方々に聞いていただけたらと思ってい
ます。また、チラシやホームページでもお知らせします。皆さまには、いつもご賛同いただき、ありがとうございます。
【お問い合わせ：ハニー・ビー事務局 電話 06-6152-7389 ＦＡＸ06-6152-7348】
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