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八木

みどり

明けましておめでとうございます
明けましておめでとうございます。皆さま、昨年は色々とお世話になりありがとうございました。
ハニー・ビーの八木です。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
新しい年を皆さまいかがお過ごしでしたか？ ご家族でお正月らしく初詣をされ、ゆっくりと TV
等を見ておられましたか？昔と違って、今は正月２日から色々なお店も開いていて、早速マイっ子た
ちはお年玉を手に、お目当てのゲームを買いに走りましたか？ いずれにしても４日の日からは、ハ
ニー・ビーも仕事始めとなり、毎年のことですが、
「年末年始が慌しい。」というイメージはなかなか、
変わりません。１月に入っても半端ない寒さが続いています。また、風邪やインフルエンザも大流行
の兆しが、TV などでもニュースになっています。やはり、予防にはうがい、手洗いが有効だそうで
す。どうぞ、お気をつけけください。
昨年１２月は、クリスマス会を中心に活動しました。マイっ子たちも、日頃の学習の成果を存分に
発揮しその姿に感動しました。今月もよろしくお願いいたします。
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ハニー・ビーの進化し続けるための取り組み

活動報告①

～連携～

マイ児童デイサービスそね・はっとり・豊中本町での活動

1２月ダイジェスト

今月は、各事業所とも毎年恒例のクリスマス会の準備がメインとなりました。クリスマス会を心待
ちにするマイっ子たちは、自分たちが関わることによって、少しずつ準備が整っていく様子を実感し
ながら、
「もう少しだね！」
「飾りは大丈夫？」
「ぼく、やってあげる。
」
と、ほぼスタッフの気持ちになり、頼もしい活躍をしてくれています。
そねでは歌の練習もありましたが、はっとり、豊中本町のお兄さん、
お姉さんとのプレゼント交換の「ハリネズミのカード立て」を作りま
した。松ぼっくりを使っているので、力の入れ具合で折れてしまうこ
ともあって、そねっ子は悪戦苦闘している場面もありました。しかし、
スタッフからの「お兄さんやお姉さん、喜んでくれるかな。」の言葉
に奮起して、難しい細かい貼り付けにも挑戦しました。「誰かのため
に、仕事をする」ことは、彼らだけに
限らずワクワクすることだと思います。そんな体験が色々な場面で出
来るよう、スタッフも一緒に考えていきます。
はっとりでは、合同のクリスマス会でみんなの前でご披露した歌も
素晴らしかったのですが、お金の理解のプログラムのエピソードです。
今回は、みんなの前でひとりずつ「自分でお菓子を選んで購入する。」
練習をしました。実際にみんなが見ている中では、いつもよりも緊張
したようですが、無事支払いを済ませると、ホッとした顔で終了後に
は、メンバーみんな自分が選んだおやつを笑顔で食べていました。
豊中本町では、クリスマス会で、マイっ子たちの前で沖縄の楽器を使って歌と演奏をするので、一
生懸命その練習をしているところです。スタッフは、「この短期間で、みんなの前でご披露できるの
か？」と若干の不安はありましたが、歌うことも踊ることも好きなメンバーですので、頑張って本番
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もバッチリでした。
この１年で、新しいことにも、柔軟に取り組めるようになってきて
いる豊中本町のメンバー。その成功体験に、わたし達スタッフの自信
にもなっています。これからも色々なことに挑戦していこうね。
はっとり、土曜デイ第２週目の就労プログラ
ムでは、今年も、ハニー・ビーのみんなのため
にと「クリスマスカード」を作成しました。今
年は、カードの角を丸くカットすることや、雪
を降らせるというところに苦労をしていました。メンバーの中でも何度も体
験しているメンバーが、なれていないメンバーに「こうしたら、いいよ」と優
しく声をかけて、お手伝いをしている姿に、感動しました。
毎年、皆さまにお届けしている１枚のカードにも、それぞれのドラマが、あ
るのです。実際に説明を聞いて、そのルールを守って、手分けをしてシールを
貼る、その他の行程にしても「どう伝えたら、伝わるのか。」
「毎年、同じ伝え
方では伝わらない。」ことが判りました。「どう伝えるか。」を、スタッフの中
で考えたことは、わたし達にとっても学びの場となることを改めて感じることが出来ました。
【お問い合わせ：マイ児童デイサービス 電話 06-6152-8991 ＦＡＸ06-6152-8992】
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

１２月ダイジェスト

多機能型就労支援事業所ハニー・ビー ジョブでは、１２月２２日
にマイっ子たちより一足お先にクリスマス会を開催しました。
自分たちで、仕事の割り振りをして、ケーキを買いにいく係、景品
を買いにいく係、飾り付けをする係など、今までも何をするにも「自
主的に行動しよう。」ということを言われていることもあって、動きに
無駄がありません。ビンゴゲームでは、なかなか自分の思っている番
号が開かずに、ちょっとイラっとしてしまった人もいましたが、結局
はみんな笑顔で乾杯！！となりました。
【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

親子ヨガ教室に行ってきました。（１２/２０）

「えっ、ハニー･ビーでヨガ教室？」と驚かれた人もいるでしょうか？？ 昨年の 11 月から始め
て今回で 2 回目となります。色々なご縁があって、夏にこちらの教室のオーナーさんをご紹介いただ
き、「障害のあるこどもたちの余暇の充実を図るには？？」と考え
た時に、ふと今回の㈱プラスキッズのオーナー松本さんを思い出し
「ヨガ教室、出来ませんか？（笑）」と不躾にオーダーをして、開
催する運びとなりました。
いずれも親子がポイントなのです！！というのも、インストラク
ターを務める池田 由美先生とは久々の再会となりますが、ご自身
でも「親子で、ヨガに拘りたい。」と思って活動を続けてこられま
した。写真は、初回の教室での風景となりますが、隣の人との力の
バランスでもって、このような気持ちを揃えての形となりました。
池田先生も「思いのほか、こどもたちに指示が通るので、ビックリ
しました。」との感想を述べておられました。
2 回目の今回もボールを使ってのバランスや親子で支えあってのポーズなど工夫を凝らしたヨガ教
室となりました。ご参加くださった皆さん、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 ＦＡX：06-6152-7348】

活動報告④

マイ児童デイサービスのクリスマス会を開催しました。（12/25）

「今年のクリスマス会のコンセプト、どうします？」毎年の恒例行事にはなっていますが、マンネ
リ化は避けたいと思って提案したものの、スタッフもなかなかアイディアを捻り出すのに、苦労をし
たようです。わたしには、
「マイっ子たちが自分たちで作るクリスマス会であって欲しい。
」との思い
があり、宿泊体験もさんあいイベントもそうなのですが、準備の段階から、障がい児自身が関われる
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環境を大切にしています。というのも一生懸命スタッフだけが汗をか
いて自分たちは楽しむだけ･･では、なんか違うなと思っているからで
す。歌にせよ、ダンスにせよ、ちょっと難しいものに取り組んでこそ、
彼らにとっての達成感があるのだと思います。
そねっ子がご披露した、
「あわてんぼうのサンタクロース」も 5 番
まであるので、ちょっと振り付けが難しいかなと思っていたようです
が、実際に日頃のプログラムの中で、ダンスが苦手だと思われていた
そねっ子が、周りのお友達を見て真似をしていたとのこと。このよう
な些細だと思われることも「出来た！」という達成感で持って、自信
になっているはずです。
当日は、イオンディライトアカデミーの皆様がボランティアで参加
いただき、マイっ子たちが釘付けになったマジックショーやサンタさ
んからのプレゼントで、マイっ子たちの心の中に楽しい思い出として
残ったことでしょう。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 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

阪神友愛に職場実習に行ってきました。（1２/26・27）

28 年度から実施している、阪神友愛食品様での職場体験実
習、今回も無事に終了することが出来ました。
この度は、今までの水煮の加工食品などの箱詰めの作業では
なく、紙のリサイクルや農産の袋詰めの作業、コープこうべの店
舗で販売の玉ねぎの袋詰め作業をしています。
今回も、ここ鳴尾浜での実習は寒さも身にしみます。しかしな
がら、そんな寒さもものともせず、取り組む姿には頼もしさを感
じました。実習に入る前には説明を聞いて、社員さんの手際よさ
をみながら参加したマイっ子たちも、何か感じるものがあった
ようです。なかなか体験できない、貴重な体験をどうもありがと
うございました。また、高 3 生以外は、来るチャンスもあると思いますので、どうぞお楽しみに！！
阪神友愛食品の皆さま、どうもお世話になりました。
【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 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】

お知らせ①

ハニー・ビー

ジョブの活動

地域活動、始動します。（1/13・20）

先月もご報告をしましたが、ハニー･ビー ジョブでは、利用者会議で
自分の意見を言い合える場を作っています。これからの行事や活動につい
て、それぞれの意見を出し合いながら、決めたことを自分たち主体で実行
していきます。
そんな中、今回は 2 人目の就職が決まった利用者さんが、1 月 16 日
に退所されました。利用者の皆さんにとっては、仲間がいなくなり、淋し
い気持ちもありとても複雑なようです。
それはわたしたちにとっても同じ
ことです。
13 日には、箕面の進学塾で販売活動をしています。また 20 日には、
「新春服部阪急商店街まつり 2018」に、こどもたちの遊びコーナーで
出店させていただきます。
今年も地域で開催されるイベントなどに、ご要望にできるだけお応え
し参加させていただき、
「障がいがあっても社会参加は当たり前」の、地
域社会になればと願っています。お近くの方、是非とものぞいて見てくだ
さいね。好評の魚つりは、今年もやっています。
また、同時に就労移行、B 型とも利用者さん大募集中！！仲間と楽しくお仕事をしたり、色々な体
験をしながら、お仕事のスキルアップを図ります。随時、見学会も開催しています。お気軽にお問い
合わせください。みんなで待っています。
【お問い合わせ：ハニー・ビー ジョブ 電話 06-6398-9500 ＦＡＸ06-6398-9535】
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お知らせ② ANA 様とのコラボイベント「空フェス」を計画しています。ご予定ください。
（2/18）
お待たせしました。 今年最初のビッグイベントとなります、ANA 様とのコラボイベント「空フ
ェス」を、大阪空港近くのＡＮＡ整備場で開催します。
皆さま、エントリーなさいましたか？？こちらは、さんあいンベントが中止になかったことを、非
常に残念に思ってくださった ANA 様から、「代わりにはなりませんが･･よろしければご利用者様に
機内体験などをさせていただきます。
」とお声がけをいただき、
「それでは、ご一緒に。
」と話が盛り上
がり、今回の２月１８日の「空フェ」の開催が実現しました。そね、服部、豊中本町、そしてハニー･
ビー ジョブ。スタッフが役割分担をして、準備を進めております。
残念ながら、送迎便の関係もあり、
「行きたい！」とおっしゃってくださったマイっ子全ての方の参
加をお受けできず、申し訳ございません。ＡＮＡ様のご好意で、当日は「空楽隊」の演奏も楽しんで
いただける段取りで、マイっ子たちだけでなく、わたし達スタッフも、ドキドキ、ワクワクして当日
を心待ちにしています。
いずれにしても、豊中市で障害のあるなしに関係なく、
「であい、しりあい、わかりあい」のさんあ
いイベントの趣旨が、企業さんに届いたことがとても嬉しく思っています。今後もこのご縁がずっと
続いていくように、また当日、お天気にも恵まれて皆さまにとっても、メモリアルな１日になるよう
にと願っています。
【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 06-6152-7935 ＦＡＸ06-6152-7348】

あとがき

ハニー・ビーの進化し続けるための取り組み

～連携～

いつもあとがきまでご拝読いただきありがとうございます。
わたしたち特定非営利活動法人ハニー・ビーは、今年８月で特定非営利活動
法人となって９年となります。皆さまからは、いつも「八木さん、よく頑張っ
てるね。」
「応援してるよ。」と励ましてくださいます。
「本当に頑張ってるのか
な。」とちょっと気恥ずかしい気持ちになるのは否めないところですが・・。
今年始めて、大阪府庁の障害のある方々の職場体験を実施しておられる庁舎
管理課にお邪魔してきました。今回そこでは、AED を使った救命救急の実習
が行われていました。
「すみません、人が倒れてい
ます！」と、大きな声を出して一般の人たちに助け
を求めること、
「そんなん、直ぐに出来るやん。
」と
思われるかもしれませんが、いざとなったら、本当
にわたしに出来るか、大きな声を出して、見ず知らずの人に助けを求めら
れるか。実習生の方も真剣そのものなのですが、教える職員さんも真剣そ
のものです。
いつも、ここで気持ちを新たにさせられるのは、職員さんたちの向き合
う姿であったり、この真剣さであったりです。職員さんたちと知り合って
もう何年になるでしょうか。数年前に、「こちらで今度支援学校のこども
たちの実習を受け入れます。
」と伺い、
「えっ？？本当に？」と思いました
が、すごいです、まさに有言実行です。ここで、こどもたちも変わってい
きましたが、職員さんたちも変わっていきました。
なかなか、ここ数年は、ハニー・ビーから実習のエントリーする機会がなく、淋しい思いをしてい
ますが、気持ちも新たにこの府庁管理課のお力を借りて、一人でも多くのこ
どもたちが、自分の力に気付いて欲しいし、その力を信じられる私たちスタ
ッフでいたいと思っています。人は愛されるために生まれてきたのです。愛
されることで、自信にもなるし、自分も人を愛することができるでしょう。
そんなことを思いながら、今回府庁公館でもずやんのお正月バージョン
を見学させていただき幸せな時間を共有し事務局に帰りました。
という事で、この１週間は以前からお世話になっている方々とお逢いす
る機会が多く、改めてハニー・ビーがこれからも邁進し、進化し続けるため
に連携を進めて行けるようにと努力をしていきます。皆さま、今年もよろし
くお願いいたします。 （八木 みどり記）
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