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梅雨に入りました。
こんにちは、皆さま。いかがお過ごしでしょうか？
いつもありがとうございます。５月 6 月は、幾つかの地域の小学校、豊中支援学校で運動会が開催されまし
た。残念ながら、今年(6 月 2 日)は運動会の見学に行くことは出来ませんでした。
毎年のことながら、子どもたちの中には走ることは好きだけど、｢決められた場所を走るのが嫌い。｣｢みんな
と一緒に揃って体操するのがいや。｣「授業を変更して練習をすること自体がちょっとしんどい。
」など様々な
ケースがあります。当日は申し分ない快晴の下、卒業生も沢山来ていたようです。来年は参加しようと今から
考えています。
今年度も豊中市スポーツ振興事業団（通称：とよすぽ）さんからのお声かけをいただき、秋の収穫をめざし
て、
『サツマイモの苗植え』を 5 月 23 日に予定していましたが、残念ながらの雨との予報もあって中止とな
りました。(別の日に事業団で苗は植えてくださったそうです)。ちなみに前段階での『スタッフによる畝作り』
は、万全！！『今年も、大きなおいもが沢山取れますように』との願いも込めて、スタッフ一丸となって？一
生懸命マイっ子たちのために、頑張ってくれました。
そろそろ、入梅の季節と言っているうちに、先週には関西地方も梅雨入りしました。
そんな中、マイっ子の大好きなプールが始まります。
また今年も、6 月末には定期総会があり、法人全体の活動として、新規また既存事業を含めて様々な活動計
画が出ます。今年度も、皆さんと一緒に力一杯活動をしてまいります。今月もよろしくお願いいたします。

５月の活動(6 月で既に終了しているものも含みます)
①
②
③
④
⑤
⑥

マイ児童デイサービスそね・はっとりでの活動 ５月ダイジェスト
就労プログラム 職場体験をしました。（5/12、6/9）
ハニー・ビー ジョブの活動 5 月ダイジェスト
ボランティア活動で苗植えしてきました。（5/19）
親子療育プログラム「リトハニクラブ」始まりました。
（5/12、6/9）
宿泊体験、沢山のエントリーありがとうございました。
（6/１締め切り）

今後の予定やお知らせ
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

今月の社員研修会｢児童虐待の現状について｣学びます。（6/18）
「サポートが必要なこどもたちとの料理教室」を開催します。（6/23～）
宿泊体験の説明会・お顔合わせ会を開催します。（6/30）
ハニー・ビーのお店が豊中本町にオープンします（7/2）
豊中支援学校のサマーフェスタに参加します（7/7）
第４回 就労プログラム （7/14）
親子療育プログラム「リトハニクラブ」を開催します。（7/14）

あとがき
活動報告①

地域と繋がり、愛されるハニー・ビーをめざして～第 9 回総会目前に思うこと～

マイ児童デイサービスそね・はっとりでの活動

5 月ダイジェスト

マイ児童デイサービスそね・はっとりのいずれの 1 年生も落ち着いてき
ました。いつもと変わらない生活の中で成功体験を積み重ねることを大切
にしています。そねでは昨年も取り組んでいた、
「あいうえお体操」の進化
編です。そねっ子が自分たちで考えを出し合い、｢それぞれの言葉のポーズ｣
を決めていきます。そねっ子それぞれに、思いがあって「そこはなぁ、腕を
曲げてな」と主張をして、一方｢自分の決めた音の動き」について大事にし
ています。｢自分がどうしたいか、主張できること｣も大事です。でも意見が
分かれた時に「どう、折り合いをつけることが出来るか」大事なことだと思
っています。普通に生活をする中で、他者を介してどう関わっていくか、一
緒に考え、体験していけたらと思っています。思い通りにならなくても対応していけるようなコミュニケー
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ション力を養っていけたらと思っています。
はっとりでは、今月からプログラムを更に充実したものにしたいと思い、おや
つの時間などを変更、調整を図っています。実際に今までは集中力を養いたいと
思って自立課題 ＋ プログラムをしたいと思っても、実際は 20 分してから途中
に｢おやつタイム｣が入れるので、中断せざるおれない状況がありました。
「中断
されることって・・」はたして良いことなのかと振り返り、その結果を踏まえて
時間調整を含めプログラム重視の変更となっています。
メンバーの様子を見ながら、｢どの形が良いのか｣考えていきます。変更するこ
とが苦手なメンバーもいるのですが、スタッフ間でも話し合いを重ねて、いい方向にしたいとと思っています。
メンバーも大好きな調理体験は、長期休暇中に取り組むことになりそうです。こちらもお楽しみに！！
【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 就労プログラム職場体験をしました。
今年も毎年恒例の職場体験実習をさせていただきました。｢菜の花デイサービス｣と｢マリ
ンフード豊中スイミングスタジアム｣に行ってきました。
「挨拶ことば」と｢自己紹介｣の練習をした後、それぞれの準備品を持って、
「いざ出発！」
。
5 月 6 月とそれぞれ違う事業所に行きます。
菜の花では、5 月は秋に収穫するさつまいも等を植えるための土作り作業、6 月は草抜
き作業をしています。土作りでは、シャベルの使い方が意外に上手に出来ており驚きもあ
りました。6 月は、菜の花の社長さんが、デイサービスの利用者の方々とふれあいの場を
設けてくださり、皆さんと｢握手｣をし、メンバーも「パワー、貰った。
」と喜んで、中には
｢泣きそうやった。｣と感想を漏らしたメンバーもいました。
マリンフードでは、多目的室の清掃作業でした。｢こうやって拭きます。｣と拭き方を説明しても、まだ慣れないメ
ンバーは、なかなか言う通りにはしてはもらえませんが、2 回目、3 回目のメンバーは思い出しながら、作業に取り
掛かるのもスムーズです。それぞれのメンバーに、しっかりと伝えられるように工夫をしながら、10 月の実習時に
は出来るようにと思っています。いずれの場所でも、それぞれのメンバーに、出逢い、ふれあいの場を設けていただ
けたことに、感謝の職場体験となりました。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はっとり 電話：06-6868-9371 FAX：06-6868-9372】

活動報告③

ハニー・ビー

ジョブでの活動

５月ダイジェスト

5 月末現在、本町のハニー・ビージョブ 1 階のフロアは、一部改修を行
いレイアウト変更をしています。
今まで外から中が見えにくかったこともあ
りましたが、
ご近所の方からも｢何をしているところ？｣と言われることもあ
りましたが、少しは解消されるものと期待しています。スペースには、テー
ブルと椅子を設置しサロンとまではいかないですが、
コミュニケーションス
ペースになればと思っています。
自主製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。是非ともお立ち寄りください。
５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」前での野菜販売とこだわりのり
んごジャムとりんごジュースも販売させていただきました。中央薬局さんでは、常時りんごジャムとりんごジ
ュースを置いていただける話も出ており、少しでも早く実現できるようにと願っております。(中央薬局増田社
長、いつもアドバイス、有り難うございます！！)
先月もご案内しましたが、独立行政法人福祉医療機構から助成金をいただいて、｢障害者による買い物弱者お
助け宅配事業｣という事業を行い、来年度以降には自主事業として発展していければと思っています。実際に動
きながら、｢どれがベストか｣を模索することになろうかと思うのですが、地域で愛されるハニー・ビーをめざ
して、一生懸命活動しようと思っています。
【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④

ボランティア活動で苗植えしてきました。（５/19）

今年は、残念ながら「とよすぽ いもプロジェクト」のイモの苗植えは中止となりましたが、今回はＮＰＯ法
人花とみどりのネットワークとよなかの高島さんから「秋のお祭り用のさつまいもの苗を 400 本植えるお手
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伝いをお願い！」との呼びかけをいただき、飛行機が間近に見える｢とよっぴー農園｣で、
ハニー・ビーを代表して 2 名で？ボランティアをしてきました。とよっぴー(肥料)も見
られたし、お餅もいただき、お得な 1 日になりました。有り難うございました。
秋の収穫祭にも是非とも行ってみたいです。
【お問い合わせ ハニー・ビー事務局 電話 06-6152-7389 ＦＡＸ066152-7348】

活動報告⑤

親子療育プログラム「リトハニクラブ」始まりました。（5/12、6/9）

昨年度から始まった、親子療育プログラム「リトハニクラブ」
（小さなハニー・ビー
の意)が今年も始まりました。昨年度は、ハニー・ビーのスタッフの思いがなかなか伝
わらず、参加者の動員には繋がりませんでした。(泣)
今年度は、1 回目から 8 名(7 組)、2 回目は 11 名(9 組)の参加があり、急遽ボラ
ンティアもお願いするという嬉しい悲鳴です。1 回目はご挨拶、ふれあい遊び、導入
遊び、身体を使ってのパラバルーン遊び、母の日にちなんで｢お母さん、いつも有り難
う｣の気持ちを込めてクッキーつくり。お母さんは先輩お母さんとのお茶会。
2 回目は、絵本での導入からいろいろな積み木で
遊ぼうとのことで、それぞれ、大作を作っての発表の場もありました。2 日
ともなかなかお部屋に入れなかったお子さんもスタッフたちの声かけで、い
つの間にか、遊んでいました。(笑)わたしも経験があるのですが「自分の子
だけが、ちゃんと出来ていない。
」と、周囲の人はそんなに気にしていない
のですが、自分勝手に思い込むのです。
その気持ちを受容し、お母さんが元気に子育て出来ることを願って、月 1
回ですが活動を続けていきます。まだまだ、沢山来て下さい。先輩のお母さ
ん達、スタッフ共々、心よりお待ちしています。
【お問い合わせ ハニー・ビー事務局 電話 06-6152-7389 ＦＡＸ06-6152-7348】

活動報告⑥

宿泊体験、沢山のエントリーありがとうございました。（6/１締め切り）

皆さま、｢第 9 回サポートが必要なこどもたちとの宿泊多体験ＩＮ淡路島
2018｣にエントリーくださり、有り難うございました。沢山のご応募があり、
｢ひとりでも多くの方々に参加を｣との思いから、参加枠を 2 名増やして、急
遽対応しました。当選された方、おめでとうございます。
もし｢行けなくなった｣場合には、お待ちの方がいらっしゃるので、ぜひ｢ご
辞退｣のご連絡をお願いします。
【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①

今月の社員研修会｢児童虐待の現状について｣学びます。（6/18）

今月も社員研修会を実施します。今月は｢児童虐待の現状について｣です。児童虐待は、こどもの健全な成
長を妨げる重大な人権侵害です。多くは、こどもの心と体に深い傷あとを残し、人格形成に大きな影響を与
え、時には生命までもおびやかします。
【豊中市ＨＰより】
児童虐待の現状を踏まえて講師の方の体験をうかがいし、更に事業所として何が必要か、日頃障がいのあ
る方々と関わっているわたし達だからこそ、学びから実践に繋げていくことが大切だと認識しています。
【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

「サポートが必要なこどもたちとの料理教室」を開催します。（6/23～）

昨年度好評をいただきました「料理教室」を今年も開催します。今年の目標は、｢自分でお昼ご飯を作ろう｣
ということで、メニューも 6 月はチャーハンと中華スープを作ります。
｢余りお買い物にも行ったことがない｣という方が多かったので、今年度は何人かの参加者の皆さんと事前
に必要なものを買い物に行く体験から始めたいと思っています。今回は、1５名でスタートします。ボラン
ティアさんも募集しています。是非ともこちらのご応募もお願いします。
【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③

宿泊体験の説明会・お顔合わせ会を開催します。（6/30）

お母様からチャレンジャーのご様子を直接うかがうことの出来る機会となっています。6 月 30 日（土）
、
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宿泊体験の説明会・お顔合わせ会を開催します。初めて参加のチャレンジャーの方は必ずご参加をお願いし
ます。サポーターの方も出来るだけ参加をお願いします。なお、説明会・お顔合わせ会の出欠のご返事を、
６月２２日（金）までにお願いいたします。
【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④

ハニー・ビージョブのお店が豊中本町にオープンします。（7/2）

ＷＡＭ助成事業によるリニューアルも終わり、7 月 2 日（月）に、豊中本町の金岡ビル１階フロアに、地域
の皆さんのコミュニケーションコーナーをオープンします。今までこの様な形での福祉事業所のアプローチの
かけ方は、豊中市ではなかったであろうと思います。
今までのものが正解とは限りません。Ｂ型事業所として、地域の方々のお役に立ちたい、また彼らの工賃ア
ップも図っていきたい。まだ手探りの状態ではありますが、
「誰かのお役に立ちたい！！」と願うことから、
道は開けると思います。どのようなものを提供できるか、利用者さんと一緒に、スタッフも一生懸命考えてい
きます。７月２日（月）には、地域の方々と一緒にオープンのお祝いをし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 FAX：06-6398-9535】

お知らせ⑤

豊中支援学校のサマーフェスタに参加します（7/7）

今年も豊中支援学校からお誘いがあり、マイ児童デイサービスのスタッフで「サマーフェスタ」のゲームコ
ーナーを出店します。景品は準備していますが、もしかしたら、直ぐに無くなってしまうかも・・。
（笑）ハニ
ー・ビーパチンコをする予定です。是非、お立ち寄りください。
【お問い合わせマイ児童デイサービス 電話：06-6152-8991 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⑥

第４回

就労プログラム

（7/14）

次回は変則となりますが、第３土曜日の開催となり７月２１日です。ご注意ください。この日は、例年通り、
宿泊体験の準備をします。参加するメンバーもしないメンバーも「宿泊体験に行く人たちのために」お皿や割
り箸を数え、準備品の確認作業をして、それぞれのダンボールに格納していきます。またはさみを使って名札
を切ったりと、様々な作業があります。集中が難しいメンバーにはしんどいこともありますが、スタッフの説
明を聞いて丁寧に取り組む姿に毎度感動させられます。そのメンバーたちによって支えられている宿泊体験。
メンバーのみんな、よろしくお願いします。
【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⑦ 親子療育プログラム「リトハニクラブ」を開催します。
（7/14）
次回の親子療育プログラムは、７月１４日（土）午前１０時からの受付。１０時１５分から１１時３０分ま
でです。メインプログラムは、
「シャボン玉で遊ぼう」です。他にも手先を使ったり、本を読み聞かせたり、ま
たお母さんたちには、少しでも気持ちが楽しくなるような機会をご用意しています。
どうぞ、お誘い合わせの上、皆さまご参加ください。
【お問い合わせ：ハニー・ビー事務局 電話 06-6152-7389 ＦＡＸ06-6152-7348】

あとがき

地域と繋がり、愛されるハニー・ビーをめざして～第 9 回総会目前に思うこと～

今年も、皆さまのお陰で、総会を迎えることが出来ました。有り難うございます。正会員、賛助会員の皆様
には、厚かましいお願いにも快くご賛同いただき、浄銭をお預かりしました。感謝の気持ちをハニー・ビーの
活動に変えて、
「みんなにやさしい共生社会」に近づけるよう事業を展開して、お返しに繋げられたらと思って
います。
今年は、試験的に「今まで豊中市ではやっていない、障がいのある方々が買い物弱者の方々をお助けする立
場」で事業を展開していきます。さんあいイベントでのコンセプトでもある、
「であい・ふれあい、わかりあい」
で地域の方々と繋がり、スタッフ一丸となって、取り組みたいと思っています。わたし自身も実際に、利用者
さんと店頭や宅配にも取り組み、現場のスタッフの仕事の在り方についても理解を深めたいと思っています。
障がいのある方々の働き方も変化を求められています。待っていても何も変わりません。
「スクラップ＆ビルド」と豊中市の長内新市長もおっしゃってっていましたが、
「豊中の福祉を変えたい」と
の思いで、その先を見据えてアクションを起こしていきます。人は人と繋がる、北摂全体で協働して新しいも
のを「作って」いきます。ひとりの力は小さいですが、ふたり三人と寄れば大きな力となります。
ハニー・ビーから発信して、１０周年には大きな花ではないかもしれませんが、花を咲かせたいと思います。
「念ずれば花開く」わたしの座右の銘です。第９回の総会を前に・・。
【八木記】
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