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７月９日梅雨明けが発表されましたが・・・。
こんにちは、いつもありがとうございます。皆さま。いかがお過ごしでしょうか？
6 月 18 日は大阪府北部を震源とする震度６弱の予期せぬ地震があり、また、７月に入り、西日本各地では１
１府県で「大雨特別警報」が出るなど、記録的な豪雨が続き大きな被害が出ています。被害に遭われた方々に
は心からお見舞いを申し上げます。一日も早い日常が取り戻せますようにお祈りしております。
７月に入ってとても暑い日が続いています。雨が降ったら降ったで記録的な豪雨となり、大きな災害をもた
し、雨が降らなければ水不足になるし・・・丁度良いという都合のいいことにはならないのでしょうか・・。
こんな時、自然の前では人間は小さいなぁと改めて感じています。
マイッ子たちの大好きなプールも始まりました。プールが好きな子は多いですが、水に入ることは結構体力
を使うようで、送迎車の中で「うつらうつらする」子のいるようです。6 月は、音楽に触れるボランティアさ
んにもお越しいただき、梅雨の鬱陶しさを払拭するような活動もありました。
また今年も、6 月 28 日には無事に定期総会も終了し、29 年度の報告と 30 年度の法人全体の活動計画も
信任されました。今年度も、｢地域に愛される法人｣をめざして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。

6 月の活動(7 月で既に終了しているものも含みます)
① マイ児童デイサービスそね・はっとりでの活動 6 月ダイジェスト
② 料理教室が始まりました。
（6/23）
③ 宿泊体験、説明会・お顔合わせ会が開催されました。
（6/30）
④ ハニー・ビーのお店がオープンしました。(７/2、３)
⑤ ７月の社員研修会｢尊厳あるコミュニケーション｣について学びました。
（７/５）
⑥ 感謝！！ご賛同いただき、有り難うございます。

今後の予定やお知らせ
①
②
③
④
⑤
⑥

ハニー・ビージョブの支援学校向けの見学会を開催します。
（7/4、7/１８）
大雨のため中止。豊中支援学校のサマーフェスタ（7/7）
親子療育プログラム「リトハニクラブ」を開催します。（7/14）
今月の社員研修会｢児童虐待の現状について｣学びます。（7/17）
第４回 就労プログラム （7/21）
第 9 回宿泊体験が実施されます。（7/28,29）

あとがき
活動報告①

寄り添うこと、繋がること
マイ児童デイサービスそね・はっとりでの活動

6 月ダイジェスト

皆さん、６月１８日の地震の被害はありませんでしたか？マイッ子たちに
聞いてみると｢すごく揺れた。｣｢地震って怖いよね。｣｢お茶碗が割れた。｣｢エ
レベーターが止まってん。｣と口々に様子を話してくれました。怪我をされた
方がいなかったことで少しホッとしたところです。
地震当日の18日はそね、
はっとりどちらの事業所もお休みさせていただき、スタッフも電車の混雑が
予想されたので、早めに帰宅させていただきました。
６月もマイ児童デイサービスそねではいつものように賑やかに活動して
います。この週は机に向かって七夕飾りを作り
ました。毎年の恒例行事で｢七夕｣を体験してい
るのですが、それぞれ思い思いの飾りを作っています。はさみを使って織姫、
彦星のお顔を丸く切るという作業では、上手にはさみを使い切っていました。
｢きれいに丸く切れたね。｣とスタッフから褒められて、まんざらでもない
様子のそねっ子たちでした。次週は短冊に願い事を書くことと、地域の方にい
ただいた本物の笹に飾りつけること。七夕の日は晴れて、織姫と彦星が天の川
で逢えますように・・。また、みんなの願いが叶うように・・。
（残念ながら、当日は大雨でした・・・）
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今回、保護者さんからの情報で｢ハープの演奏をしてくださるボランティアさ
んがいる。｣とうかがい、早速ご連絡を取り、そねは 6 月 12 日、はっとりは 6
月 29 日にそれぞれの事業所で演奏をお願いしました。先ずは曽根での様子で
す。ピアノを習っているそねっ子は数名いますが、｢ハープ｣は初めてだったよう
です。実際に音色を聴いているうちに、｢さわってみたい。｣「音を身体で感じて
みたい。
」となり、ここから興味が広がり、クラシック音楽に目覚めるそねっ子
もいるかもしれません。これからもいっぱい、色々なことを体験してもらいたい
と思っています。
はっとりでは、｢実際の音を感じてもらいた
い。｣という事で机を片付けて、目の前でハー
プの音色を鑑賞し、ハープにも触れて、実際に
身体で音を感じる体験をして音楽を楽しむこ
とが出来ました。緊張しながらもハープを弾
くメンバーと間近で音を感じたいと思うメンバー・・。何だかとてもいい
感じです。指示をされなくても自分の気持ちを表出して、それぞれの選択
が出来る、信頼して寄り添える関係性をこれからも大切にしていけたらと
思っています。また、是非ともボランティアさん来てくださいね。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】

活動報告② 料理教室が始まりました。
（6/23）
昨年度に引き続き、今年度も実施します「サポートが必要な子ども達との料
理教室」が、中央公民館をおもな活動場所として始まりました。コンセプトは、
「昼食を自分たちで作れるようになる。
」ということでメニューを決めました。
第１回は、チャーハンと中華スープ。子ども達は、身支度を整え料理ボラン
ティアさんと一緒に、余り包丁を使い慣れていないことから、緊張しながら材
料を切るところからです。しかし、ボランティアさんの予想に反して、自分の
目の前の野菜を、さっさと自分の思いで切ってしまったグループもあり、｢ネ
ギはみじん切りにする｣の指示は後の祭り、再度一生懸命細かく切ることにな
りました。
（ちゃんと説明を聞いてから切ろうね。
）
野菜を炒めたり、卵をご飯に絡めたり・・一つひとつの手順をボランティアさんと一緒に取り組みました。
その中でも今回の「鍋を持って野菜を炒める」ことにはちょっと怖さがあったようで、表面だけを触るように
混ぜていたグループもあり、結果野菜がいい色に仕上っていました。出来上がったチャーハンを前に嬉しそう
なこの笑顔！！やっぱり食べ物は人を元気にしますね。勿論、ボランティアも食べて元気になりました。
次回のメニューと具材は、みんなで考えたリクエスト？？ 餃子、ご飯、味噌汁です。どうぞ、お楽しみに！
【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③

宿泊体験、説明会・お顔合わせ会が開催されました。
（6/30）

今年も夏休みが近づいてきました、と同時にハニー・ビーの宿泊体験の時
期でもあります。6 月 1 日までに多くのエントリーをいただき、有り難う
ございました。チャレンジャーさんには、
｢サポートブック｣の作成をお願いしており
ました。サポーターさんの皆さんがチャレ
ンジャー自身のことを知り、より良い支援
が出来るツールとして参考資料とさせていただき、当日に備えます。
説明会・お顔合わせ会では、｢どんなところ？｣「ここですよ！」と見
ていただいたほうがイメージしやすいのではと考え、今年もパワーポ
イントを使って説明させていただきました。説明会にはチャレンジャ
ーの方々にも参加いただき、サポーターさんとの顔合わせもしました。
体調を整えて、宿泊体験を楽しみましょうね。サポーターの皆さんもよろしくお願いします。
【お問い合わせ ハニー・ビー事務局 電話 06-6152-7389 ＦＡＸ06-6152-7348】

活動報告④

ハニー・ビーのお店がオープンしました。（7/2,3）

レイアウトの一部に手を加えていました本町のハニー・ビージョブ 1 階のフロアを６月末までにリニューア
ルし、名前は｢ぱーく de ジョブ｣と名付けてオープンしました。今まで外から中が見えにくかったこともあり、
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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、これ
からは地域の方々のコミュニケーションスペースになるように、また「ハニー・ビ
ーのお店｣として身近に可愛がっていただけるよう、
。｢ぱーく de ジョブ｣の発展を
目指します。
７月２日３日は、ハニー・ビージョブのメンバーさんたちが、スタッフと一緒に
日頃の成果をお見せしようと、お越しいただいた方々に販売しているりんごジュスとりんごジャムそして水出しコーヒーで接
客をしました。実際の接客に緊張したようです
が｢きちんと説明をしてくれた。｣｢とても感じ
よかったわ。｣と嬉しい感想を沢山頂きました。
当日は、お店の前に七夕の笹を飾り、
「願い
事」を皆さんに書いていただけるよう短冊も用
意しました。梅花学園の学生さんも立ち寄って、短冊に｢願い事｣を書いて
いただきました。７月３日には、お忙しい中、豊中市の長内繁樹新市長に
もお立ち寄りいただき、ジョブのメンバーさんも大張り切りでした。これ
からの展開も楽しみです。よろしくお願いします。
【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⑤

７月の社員研修会｢尊厳あるコミュニケーション｣について学びました。（７/５）

７月の研修会は、昨年に引き続き株式会社介護教育研究会の代表の石川立美子
先生にお越しいただき、｢尊厳あるコミュニケーション｣についてご講義をいただ
きました。石川先生は、介護福祉の現場や地域社会を元気にする方で、｢支えあう｣
ことが当たり前の地域社会をめざして活動されています。
研修内容は、ハニー・ビーの寄り添う支援に関してのお話から始まり、職員と
して利用者さんと信頼関係を構築していくために出来ること、仕組みづくりなど
の支援への対応についても丁寧にご教示いただきました。具体的なコミュニケー
ションの取り方についても、スタッフに対して実際に安心できる方法をお話しい
ただき、
「ひとりの人」としての関わる視点が大切であることを改めて学ぶことが
出来ました。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】

活動報告⑥

感謝！！ご賛同いただき、有り難うございます。

先日、ハニー・ビーの総会も終わりました。今年度も元気に障がいのある方々の社会参加に向けて
の支援が出来ればと思っています。そんな中で、今年も皆さまには厚かましくも｢賛助会員、正会員
のお願い｣のご案内をさせていただきました。多くの方々にご賛同いただきました。本当に有り難う
ございます。皆さまの思いを形にするために頑張ってまいります。年間を通じて会員を募集しており
ます。今年度もどうぞ、よろしくお願いいたします。
【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①

ハニー・ビージョブの支援学校向けの見学会を開催します。（7/4、7/18）

７月４日の吹田支援学校の見学・説明会はあいにくの雨模様でし
たが、１０名の保護者さんが参加いただき、｢どんなことをしてい
るの？｣｢今後はどんなサポート体制を？｣など、卒業後のお子さん
を思い描きながら熱心に聞いていただきました。
説明の終了後は、実際の販売風景、接客態度などもみていただき、
そこで働くメンバーに、｢働きやすい？｣と質問をされていました。
７月１８日は、豊中支援学校の保護者向けの見学・説明会を実施
します。今年の４月から豊中支援学校からの初めての利用者さん
が来られおり、卒業してからの成長振りを見てもらえることをわ
たしたちスタッフもすごく楽しみにしております。
小さい時からずっと思いを持って一貫して支援を続けていくことで、これから就学を終え、実際に働
くスキルを身につけて、
「地域社会の中で暮らしていくこと」を一緒にめざしましょう。とお伝えでき
ればと思っています。
彼らにとって、親亡き後も｢人の中で幸せに暮らしていける｣そんな社会でありますようにと願って
います。どちらの学校の実習も受け入れています。どうぞ、お気軽に進路の先生、又はハニー・ビージ
ョブにお問い合わせ下さい。｢出来ない｣と決め付けないで、一緒に頑張りましょう。
【お問い合わせ ハニー・ビー ジョブ 電話：06-6398-9500 FAX：06-6398-9535】
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お知らせ②

大雨のため中止。豊中支援学校のサマーフェスタ（7/7）

今年も豊中支援学校のサマーフェスタにマイ児童デイサービスから有志スタッフが参加させていただき、こ
どもたちと楽しく過ごす予定でしたが、前日からの大雨もあって中止となりました。
ゲームコーナー恒例の｢ハニー・ビー特製パチンコ｣を出店する予定だったので、残念です。来年こそはリベ
ンジするぞ！と意気込んでいます。楽しみにしていた方々、ごめんなさい！！
ハニー・ビーは、この夏色々なところに出店します。是非お立ち寄りください。ちなみにハニー・ビーパチ
ンコは、サマーイベントだけの出店予定でしたので、他では魚つりなどになりますので、ご容赦下さい。
【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③ 親子療育プログラム｢リトハニクラブ｣開催します。
（７/14）
今回で３回目となります。こどもたちが大好きなしゃぼん玉。どんなこ
とになるかは、お楽しみに。出来ればベランダで行うので、晴れますよう
にと願うばかりです。
色々な年齢の違う子どもたち同士で関わり遊ぶのを微笑ましくみなが
ら、そのお母さん方が元気になればいいなぁと思って、今月もわたしたち
が少しでも｢しんどさ｣の緩和のお手伝いが出来、
（気持ちが楽になる程度
ですが・・）一緒に笑いあえれば嬉しいです。
８月はお休みとなります。これからの予定は、９月８日、１０月１３日、
１１月１０日です。これからも沢山来て下さい。先輩のお母さん達とスタ
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】

お知らせ④

今月の社員研修会｢児童虐待の現状について｣学びます。（7/17）

６月１８日の地震発生のため延期になっていた研修を行います。今月２回目の社員研修になりますが
｢児童虐待の現状について｣研修をします。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】
実際にこどもたちと接しているわたしたちは、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。学びあいましょう。
【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⑤

第４回

就労プログラム

（7/21）

今月は、宿泊体験の関係で、変則となり、第３土曜日の開催は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。みんなで「宿泊体験に行く人たちのために」お皿や割り箸を数える仕事、
準備品の紙と見比べて確認作業をする仕事、それぞれのチェックをして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の準備で紙を切る仕事、様々な作業も得意な事を見つけて取り組みます。集中が
難しいメンバーにはしんどい場面もありますが、気持ちを切り替えてスタッフの説明を聞いて丁寧に取り組む
姿に、成長を感じています。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⑥ 第 9 回宿泊体験が開催されます。
（7/28,29）
待ちに待った、第９回宿泊体験も間近に迫ってきました。参加が決まったチャレンジャーさん、サ
ポーターさん準備は進んでいますか？？今年も、淡路島での一泊宿泊体験一緒に楽しみましょう。
出来るだけプログラムのご様子は、お知らせするように心がけますが、どうぞ、保護者の皆さんも
子どもたちが居ない寂しさはあろうかと思いますが、少し日焼けしてたくましくなった彼らのお帰り
を楽しみにお待ち下さい。
【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

寄り添うこと、繋がること

今年も、宿泊体験に沢山の方々がエントリーくださいました。今年は、特に初めての参加の方が多くおられ、
主催者側としては嬉しい限りです。
｢ハニー・ビーさんって、子どものことをしている法人さん？｣と言われますが、それだけではなく小さい頃
から寄り添いながら大人になってもずっと寄り添える支援がしたいと願っています。大人になっても寄り添い
続ける繋がり続ける法人となるように地域社会とも一緒に関わっていけるようにと願っています。
【八木記】
4

