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お花見は出来ましたか？
４月に入っても、暖かいを通り越して、夏のような暑さと思ったら寒くなったりとビックリするよ
うな寒暖差が激しい日々が続きますが、いかがお過ごしでしょうか？
今年は、入学式を待たずして桜が満開となり、平年よりも長く楽しめましたね。皆さまはお花見を
されましたか？花粉も沢山飛んでいて、未だにマスクをした人が非常に多くいらっしゃいますが、お
変わりありませんか？ハニー・ビーの八木です。
４月 6 日には、地域の小中学校、支援学校の入学式も執り行われました。いよいよ、4 月からの新
しい生活が始まります。可愛い１年生が、そねに４名、はっとりに３名入りました。何だか、マイっ
子たちも学年も上がってお兄さん、お姉さんになりました。ハニー・ビージョブにもフレッシュなメ
ンバー2 名仲間入りしました。各事業所の先輩方、いっぱいお話してあげてくださいね。今月もどう
ぞよろしくお願いいたします。

3 月の活動など
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②
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④

マイ児童デイサービスそね・はっとり・豊中本町での活動 ３月ダイジェスト
ハニー・ビー ジョブでの活動 ３月ダイジェスト
スタッフ研修会「普通救命講習会」を開催しました。（３/20）
就労プログラム 今期、終了しました。（3/9）

今後の予定やお知らせ
①
②
③
④
⑤

ハニー・ビー ジョブの活動予定（なかまの店、地域交流活動など）
来年度の就労プログラム始まります。（４/13）
スタッフ研修会開催します。リスクマネジメント講座～初級編～（4/17）
ジョブとボランティアスタッフでふれあいフェスタに初参加します。（5/3）
新企画！交流会は｢アイシングクッキー｣講習会です（5/17）

あとがき

「彼らに出来ること」

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 ３月ダイジェスト
マイ児童デイサービス曽根の３月の活動は、｢３月は卒業の季節｣でし
た。毎年恒例の壁面も本当に手馴れたものです。実際に、
「僕は、ちょう
ちょ、作ってん！」
「わたしは、お花！」と得意げに説明してくれます。
今年は、メッセージも風船の形で入っています。この中には、
「さような
ら」だけでなく、
「ありがとう」という感謝の言葉も入っていて、スタッ
フにとっても感無量なのです。
３月末で卒業していく６年生のそねっ子もいますが、東京にお引越し
してマイを卒業していくそねっ子もいます。また今まで、このお部屋で一
緒に色々なことを学びながら、出来ることが増えて卒業のマイっ子もい
ます。
それぞれの思い出があるので、とっても淋しいのですが今後の更なる活躍
を願って、
「元気でね。
」
「また、遊びにおいでね。
」とそれぞれご挨拶をしまし
た。特に仲良くしていたそねっ子は、
「淋しいなぁ」としきりにいっていまし
た。でも出逢いがあれば別れはある。また逢える日をマイのお部屋で心待ちに
しています。今年もイベントをするので、その時に来てくれるかな？！と再会
を心から願っているそねっ子たちのそれぞれの心の成長にも感無量のスタッ
フでした。
こちらも毎年恒例になっていますが、卒業・進級の抱負をスタッフが少し
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お手伝いをしながらも自分の言葉で発表するというものです。最初は、
「よく、
わからへん。
」といっていたそねっ子もいざ発表となると「漢字を頑張ります。
」
と新学年での抱負を力強く発表してくれました。なかなか、自分の事を話すの
が、得意でないそねっ子たち。みんなと一緒に機会を持つことで、
「これ、前
にやったことある。
」と思い出して、開花することがあるのです。今年もみん
な、上手に発表できました。
はっとりでも壁面製作は、メンバーのお仕事です。今年、はっとりと本町を
合わせて、8 名のメンバーが卒業となりました。はっとりではお別れ会（お楽
しみ会）を開催しました。得意な歌やダンスをみんなの前で披露をして、楽し
い時間を共有していました。４月からは、豊中本町と統合することも決まっているため、月の後半はレイアウト変
更や４月を見越したプログラムの調整などで実際に４月からの人数を考慮してエレクトーンや収納棚がお引越し
もありました。今までよりもお部屋が広くなった印象でした。４月が待ち遠しいはっとりのメンバーでした。
豊中本町では、
「お金の理解」をしました。本町は特に卒業生が多く、
1 月の始めから「卒業でみんなと別れるのが淋しい。
」と私の顔を見るな
り言っていました。3 年生にとって、学校を卒業することは、彼らなり
にも「社会に出る」との覚悟なのでしょう。
「１人で起きないといけないよね。
」
「バスと電車で、江坂まで行きま
す。
」
「１人でバスに乗って行きます。
」とそれぞれの４月からの新しい生
活に思いを馳せているようです。
話を聞きながら、わたしたちスタッフも「もう、大人だね。
」と成長を微笑ましく感じています。毎年、卒業し
たマイっ子たちに逢えなくなるのが、少し淋しいのですが、今年は、１８歳以上の方々の余暇の充実も図るべく、
ダンス教室と親子ヨガ教室を開く予定です。そこで再び逢えることを楽しみにしています。
これからも変わらず、成長を見守っていけることに感謝です。
【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

3 月ダイジェスト

３月３日（土）
、豊中市文化芸術センターで開催された第２５回豊中市ボランティアフェ
スティバルと、３月１７日（土）には、とよなか男女共同参画推進センターすてっぷで開
催された第２回ちゃんぷる屋台村に、スタッフ３名、利用者さん４名でオリジナルのクラ
フト製品や多肉植物・観葉植物の寄せ植えを出店販売しました。
いずれも良いお天気で沢山の方で賑わう中、利用者さんの「いらっしゃいませ。
」
「いか
がですか。
」の声が会場内に響いていました。最初は、
「いらっしゃいませ。
」と声を出すこ
とが、なかなか難しかったのですが、お客さんから「元気がいいね。こっちまで元気にな
るよ。
」と声をかけてくださり、利用者さんも更にいい笑顔になりました。
実際、お客様と対面し、何といっても自分たちの商品が売れることは、とても嬉しいこ
とのようで達成感や充実感に繋がります。いつもなら「しんどい。
」と言う時間でもずっと
立っていられるのは、まさに｢やりがい｣なのかもしれませんね。
皆さまのご近所で開催されるイベントにも、ハニー・ビージョブの看板やのぼりが上っ
ているかもしれません。その折は、ぜひお立ち寄りください。お待ちいたしております。
【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

スタッフ研修会「普通救命講習」を開催しました。（3/20）

今年も年に１度の「普及救命講習会」を３月２０日豊中消防局から講師をお招きして受講しました。毎回思うこ
となのですが、とっさの対応は、日頃から意識をしていないといざと言う時には出来ないと思います。今回も実際
に人が倒れていることを想定ながら、AED の正しい使い方、周囲の人たちにも応援を頼んで、手伝ってもらって、
「命を救う」実技を学ばせていただきました。
緊急対応というのは、日々の暮らし中で余り経験したことの無いことに対処することになるので、気持ちも焦
るし、気合も入ります。いざと言う時のための救命対応とその技術を身につけることは本当に大切なことだと思
っています。病気や怪我がないに越したことはありませんが、心停止になった人を救うには、救急車が到着するま
での間に、そばに居合わせた人が心肺蘇生手当を行えることが必要です。スタッフ一人ひとりが今回も真剣な面
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持ちで緊張しながら学ぶことが出来ました。ありがとうございました。
【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】

活動報告④

就労プログラム

今期、終了しました。（3/9）

今年も１年間の就労プログラムが終了しました。今回の卒業生の中
には、中学２年生からこのプログラムに参加していたメンバーもいて、
「進学する。
」という事は明言していましたが、
「何になりたいの？」
と言う質問にも「まだ、判らない。
」との返答にスタッフもヤキモキし
ていましたが、
「決まりました！！」と笑顔で合格通知書を見せてくれ
た時には、ホッとしたことを覚えています。
「ただ、通うだけでなく、なりたいものを見つけて進路を決めよう
ね。
」とアドバイスしていたので、卒業後の進路にコンピューターの専
門学校を選択したことに、スタッフ一同安堵しています。
それぞれの道を歩み出した卒業生たちを見ながら、
「わたしたちも、
いつか・・・」と拍手を送る在校生。ご卒業おめでとうございます。また、遊びにきてくださいね。
【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①

ハニー・ビー

ジョブの活動予定（なかまの店、地域交流活動など）

先月あたりから少しずつ、ジョブのお部屋のレイアウトも変わ
っています。２月から始まっている｢なかまのお店｣や「地域交流
活動」にも力を入れると共に、暖かくなる５月から夏のイベント
へのお誘いなども入っています。
知る人ぞ知る、ハニー・ビージョブの隠れた？？名品のりんご
ジュースとりんごジャムも地域のお店で販売をしていただけるよ
うに開拓中です。また、多肉植物、観葉植物も続々と新しいおう
ちで元気に育ち可愛がられています。
これからも、ジョブの活動で地域の方々とますます交流できるような面白いことが出来れば・・。４月からの
フレッシュなメンバーも２名増えて元気いっぱいです。ハニー・ビー ジョブは、今後もチャレンジし進化して
いきます。どうぞ、ご期待ください。
【お問い合わせ ハニー・ビー ジョブ 電話：06-6398-9500 FAX：06-6398-9535】

お知らせ②

来年度の就労プログラム始まります。（４/13）

申し訳ありません。この時点では今年度最初の就労プログラムは、４月１３日に終了し
ております。第１回目は、
「オリエンテーション」という事で、スタッフから資料を見なが
ら「働くこと」についての話を聞くいうメンバーが一番苦手な事から始まりました。
確かに、退屈だし、何を言っているのか理解が難しいところもあるのですが、なぜあえ
て話をするのか、体験をすることのほうが大事なんじゃないのと言われそうですが、
「理
解をしようと分かろうとして考えること。
」が大切だと思ってい
ます。
「どうせ、判らないだろう。
」と前もって配慮をするのは違うと思うのです。
・・・
確かに１０名のメンバーみんな「？？」と言う顔をしています。このプログラムで毎年
同じ話を聞いているうちに、１つでも判ってもらえるようにわたしたちも頑張ります。
この後は、５月、６月連続して職場体験に行く事業所を見学に行きました。そこで高齢
者施設の菜の花デイサービスさんでは、
利用者さ
んの前で一人づつ自己紹介をし、その後みんなで「ふるさと」を歌うサプ
ライズもありましたが、しっかりと対応することが出来、わたしたちスタ
ッフも大変驚きました。
「当たり前にお仕事をする。｣「実際に出来ること
を知ってもらう。｣ために地域の事業所での職場体験を続けています。
マイっ子たち自身の「仕事をしたい。
」気持ちが育っていくように、何
よりも保護者の方々が「彼らに、仕事をさせたい。
」と思ってもらえるに
ようになるまで、ずっとサポートし続けられる事業所でありたいと強く願っています。
3

【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

スタッフ研修会開催します。リスクマネジメント講座～初級編～（4/17）

こちらも終了しておりますが、今年度というか、初めて「リスクマネジメント」という事で取り上げまし
た。聞いただけでも何だか難しそうと前段階から身構えていた、スタッフもいそうですが・・。
実は、そう難しいものではなく、どんな現場でも大なり小なり事故やトラブルは必ず起きます。そうした
エラーをしたスタッフは、利用者さんのダメージや影響を思い、心が苦しくなります。日ごろから快適な環
境下での危険性を察知し、評価し、管理することで、事故やトラブルを未然に防ぐ、あるいは仮に起こった
場合にダメージや影響を最小限にするためのリスクマネジメントは大変意味のあることだと思っています。
スタッフや組織がリスクを意識した事業活動を行うことによって、事業所としても質の高いサービスを提供
するに繋がる有意義な研修になったと思います。
【お問い合わせ 事務局 電話 06-6152-7389 ＦＡＸ06-6152-7348】

お知らせ④

ジョブとボランティアスタッフでふれあいフェスタに初参加します。（5/３）

こちらは初参加になりますが、5 月のゴールデンウィークにハニー・ビー ジョブとボランティアスタッフで、
豊中市服部西町にあるふれあい緑地で開催される「ふれあいフェスタ」に参加します。秋には恒例行事の「さんあ
いイベント」を開催していますが、春のこちらでの活動は初めてなので、
「どうなるかな。
」と若干の不安はありま
すが、うかがうところによると晴れの得意日だとか・・・
五月晴れのもと、ハニー・ビーのテントでは、美味しい焼きそば、おにぎり、信州りんごの美味しいジュース、
ジャムを提供いたします。また、ジョブは、魚つりと多肉植物、観葉植物の寄せ植えなどをご用意して、皆さんの
ご来店をお待ちしております。
マイ児童デイサービス合同遠足は、万博公園の「国立民族学博物館」通称「みんぱく」に決定しました。先月に
は下見も行い、トイレの場所、休憩場所などを確認してきました。移動支援などで行ったことのあるマイッ子もい
るかもしれませんが、じっくりとみんなで館内見学することで、今までとは違った見方が出来るかもしれません
よ。詳しくはご案内をさせていただきますが、是非ともご予定ください。
【お問い合わせ ハニー・ビー ジョブ 電話：06-6398-9500 FAX：06-6398-9535】
【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

新企画！交流会は｢アイシングクッキー｣講習会です（5/17）【再掲】

新企画の講習会「アイシングクッキー講習会」を開催します。皆さん、アイシン
グクッキーってご存知ですか？とても格調高い？！日本サロネーゼ協会のアイシン
グクッキーマスター認定講師の資格を持ち、豊中市で「18 時からの可愛いお菓子
の教室シーアンドダブリューガトー」を主宰されている福本あゆみ先生を講師にお
招きして、
「アイシングクッキー講座～入門編～」を、5 月 17 日（木）に、豊中本
町の事務局で開催します。
（午前 10 時受付、10 時 30 分開始、１2 時 30 分終了
予定）
皆さん、
可愛いクッキーをご一緒に作りましょう！詳細が決まりましたら、
ＨＰにも 5 月1 日には掲載します。
【お問い合わせ 事務局 電話 06-6152-7389 ＦＡＸ06-6152-7348】

あとがき

「彼らに出来ること」

今年、ハニー・ビー ジョブに新卒生が 2 名入って来てくれました。この間まで、学生だった訳で
すから、本当にまっさらな気持ちで、今のところは「働くこととは」
「やりがいとは」などの話をして
も理解が難しいところがあるかもしれません。しかしながら 2 名を取り巻く環境は、一日一日目に見
えて驚くほど意識が変わってきた気がしています。
と言うのも「〇〇さんに教えてあげてくださいね。」と支援スタッフがお願いすると、「はい」と言
った途端に「○○さん、これはね。
」と説明をしてくれます。また、作業工程の場面でもこちらが感心
するほど親切です。何よりも「仕事」に責任を持てるようになり説明できることで、多分自分自身に
自信がついたのでしょう。
改めて、彼らから学ばせていただく機会を得て、さらに「信じる」ことで、わたし達自身も変われる
よう、日々研鑽して行きたいと思っています。【八木記】
4

