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暑い夏! 頑張ろう、熊本！！ 大雨も気になります。

７７

このたびの熊本県をはじめとする九州地方における地震により、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。一日も早
い復興をお祈り申し上げます。
こんにちは、ハニー･ビーの八木です。今年も台風の影響でフェーン現象や大雨など地震で大きな被害が及んでいる熊本県の様
子が気になります。時間が経過していく中でもまだまだ復興が進んでいないところがあるようです。また報道が少なくなってい
くことでもまだまだ、ボランティアによる被災された方々が日常の生活に戻るためのサポート体制は必要だとうかがいます。今
後も家屋の倒壊、土砂災害が起きる恐れはあろうかと思いますので、様々なご不便は感じられるかと思いますが、余震や降雨、ま
た熱中症にも十分お気をつけください。引き続き、わたしに出来ることはないかを考えて、出来ることを実行していきます。
7 月 23 日、24 日には、第 7 回宿泊体験も無事に終了しました。初めてこの宿泊体験に参加した子どもたちにもいい体験に
なったようです。また、はっとりでは職場実習を行いました。それぞれに目標を持って参加してきました。マイっ子たちも自信に
繋がったようです。マイ児童デイサービスでも長い夏休みにしかできない取り組みをしていきたいと思います。8 月終盤では、
今年も各事業所で、
「夏祭り」も開催されるようです。今月も元気に活動していきます。どうぞよろしくお願いいたします。

：これまでの活動
① ハニー・ビー ジョブ 中央薬局（7/6・２0）マルトヨ数磨（7/8・22）の店頭販売しました。
② 土曜日の児童デイサービス ２８年度第 4 回～就労プログラム～（7/16）
③ 就労移行支援、見学会・実習受付中です。
（7/19～）
④ 地域のイベントに参加しました。豊中駅前七夕まつり 2016（7/10）、
庄内西小学校（7/17）
⑤ 第７回宿泊体験終了しました。
（7/23、24）
⑥ 阪神友愛食品での職場実習終了しました。
（7/26,27）（7/28,29）2 日間ずつ
⑦ 大阪府庁 公館職場実習Ｂコース（8/1～5）、コープこうべ 蛍池店の実習終了しまし
た（8/1～3）
⑧ 豊中まつり初参加しました。
（8/6、7）
：今後のお知らせ
① ハニー・ビー ジョブからのお願い 見学会、実習受け入れ随時開催します。
（8/22～）
② 『八木屋 9 月宅配』承ります。
（8/18～）
：あとがき あの悲しい事件を受けて
活動報告①

中央薬局（7/6・20）マルトヨ数磨（7/12・26）の店頭販売と個別宅配先のお願い
「いらっしゃいませ、お野菜いかがですか？」
「おいしいですよ！」とＦさんの元気な声が響き
ます。ここは、豊中市旭丘にある、中央薬局の店頭です。こちらで、わたしがいつも健康のことを
相談していたことがご縁で、その当時、
「お野菜の販売先、どっかないですかね？！」と話をした
ところ、増田社長から「うちでやれば？」と場所を提供してくださったことに始まります。そんな
ご縁で、今月も変わらず店頭販売は続けています。
７月は 6 日、20 日に開催させていただきました。やはり、皆さんよくご存知で売れ筋商品から
売れていったと聞いています。また来月もよろしくお願いいたします。
←こちらの画像は、昨年 8 月の夏のガラガラ抽選会実施時の中央薬局の増田社長と店員さんきれ
いどころです。
（他にも、きれいな方、いらっしゃいます。
）
増田社長は、アイディアマンでいらして、様々な企画をお客さまに提供されます。今回もゆかた
でお出迎えです。モットーは、
『自分たちも楽しくなきゃ、お客さんも楽しいはずがない！！』
今年は 8/18～2０の 3 日間ということで残念ながら、抽選会開催時に野菜の店頭販売はあり

ません。
マルトヨさん店頭前でも野菜の店頭販売をさせていただきました。少しずつですが、お馴染みさんも出来たようで、明るい声が
聞こえてきます。
「今日は、何が入ってるの？」
「これは、どうやって食べるの？」など、お客さんとの会話が楽しいです。暑い日
もあれば、雨の日もあります。これからも、頑張っていきます。
個人宅への宅配もさせていただいています。特に、夏休みは学校への宅配業務が激減するので、個人のお宅への宅配に力を入れ
て、頑張ります。
【お問い合わせ・お申込み ハニー・ビージョブ 電話・06-6398-9500ＦＡＸ・06-6398-9535 迄】
活動報告②

土曜日の児童デイサービス 28 年度第４回～就労プログラム（7/16）
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７月の就労プログラムは、みんなのために働こうということで、毎年恒例の『第 7 回宿泊
体験』準備作業となりました。いつもの第 2 週は豊中支援学校のサマーカーニバルに参加の
ため第 3 週での実施となりました。
今月もいつもの挨拶、挨拶ことば、自己紹介と続いて、いよいよ。今回のメインプログラム
は、じゃのひれの準備です。まずは、
『今日のお仕事内容』を担当の方からお話を聞きます。そ
れから、各グループに分かれて作業開始。数を数える、袋に入れる、書くなど、それぞれに協
力しながら仕事をこなしていきます。開始時には、あんなにあったダンボールが見事に全て開
封され、予定よりも 1 時間近く早く終了しました。
スタッフからは、
『良く、働いてくれました』という意味も込めて、いつもよりもリッチ
なおやつに、
みんな感動！！していました。
『このおやつやったら、
いつでもするで、
なぁ！！』
とは、前向きな発言が、出てきました（笑）担当者からは、
『みんなが、手伝ってくれたお陰
で、仕事がすごく 軽減されました。ありがとうございました。
』とお礼の言葉をちょうだ
いしました。さぁ、来週は宿泊体験の本番です。準備は出来ました。
どうぞ、怪我無く、楽しんできてくださいね。
【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 迄】
活動報告③ 就労移行支援、見学・実習受け入れ中です。
（7/19～）
みなさん、夏休みをどのようにおすごしでしょうか？就労移行支援事業所ハニー・ビージョブ
では、充実した夏休みになればと、見学、実習会を開催しました。
今回は、宝塚市の事業所さん、ハローワークからもエントリーしてくださり、実際に見学、実
習を通して、
『働く為の準備の必要性』
『実際の仕事』を体験する機会がありました。
感想をうかがってみると『働く事って、しんどい。
』
『楽しかった。
』
『実習してみてイメージが
ついた。
』など、全般的には、前向きなご感想がちょうだ
いできました。
将来、障がいがあっても働ける社会になるには、働きたいと願い、実際に働く障がい者
さんがいないと実現されないと思うのです。人のために働くこと、夢の実現をめざし、ご
一緒に考えましょう。
『どのような形で就労に向けての支援を行っているのか。
』
『どんな思いで、働き続ける
ための就労へと繋げていこうとしているのか。
』知りたいことがたくさんあると思います。
実際に見学や実習を体験してみませんか? 現在、秋に向けての高 3 生の実習を受付けて
います。←この本物そっくりなパンで作業を体験してもらいました。
※社会人の方には、見学や実習体験を、ご要望にあわせ随時開催します。気軽にお電話でお問い合わせ下さい。
【お問い合わせ・お申込み ハニー・ビー ジョブ 電話 06-6398-9500 ＦＡＸ06-6398-9535 迄】
活動報告④

地域のイベントに参加しました。豊中駅前七夕まつり 2016（7/10）
、
庄内西小学校（7/17）

今年の夏もハニー・ビー ジョブでは、地域のお祭りに参加させていただきました。毎
年このような形で参加させていただいているのは、ちょっと堅苦しくなりますが、ハニー・
ビーの理念である“
『障がいがあっても社会参加は当たり前』～みんなにやさしい共生社
会の実現をめざして～”多くの方々と実際に知りあうきっかけになればと思って、お邪魔
しているのです。
今回も、豊中駅前七夕まつり 2016（７/10）そして庄内西小学校サマーイベント
（7/17）と、楽しく、地域の皆さんと関わりさせていただくことができたと思います。
豊中駅前七夕まつりでは、初登場だった『さかなつり』
も、最初は、
『えっ、何が入ってるの？！』と遠目に見ていた方も、少しずつチャレンジするこ
どもたちが増えて、ギャラリーもちょっとずつ、寄ってきてくれました。実際に、この面白さは
やってみなくちゃ判らない！！釣る楽しさ、何が当たるのかのドキドキ感、自分の思っていたも
のだったときの達成感！！
ハニー・ビー ジョブのスタッフも盛り上げる、盛り上げる！！ありがたいことに、どちらも
完売となり、ホッとしています。次回は、豊中まつり。この面白さが、みんなに伝わりますよう
に・・。一生懸命さかなを作ります。
ご来店いただきました皆さま、本当にありがとうございました。http://www.honeybe.jp/
【お問い合わせ ハニー・ビー 事務局 電話 06-6152-7389 ＦＡＸ06-6152-7348 迄】
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活動報告⑤ 第７回宿泊体験終了しました。
（7/23、24）
毎年恒例の夏のイベント、第 7 回宿泊体験ＩＮ淡路島じゃのひれ、無事に終えることがで
きました。
説明会、お顔合わせ会の時には「初めてのことで、不安なんです・・」とおっしゃっていた
保護者さんも、日焼けした、お子さんを見られてホッとしたのと、
「なんか、少しばかりたく
ましくなり、しっかりした感じ。
」と、2 日間保護者さんの知らない時間をサポーターと一緒
に過ごしたからでしょうか。
魚釣り体験も、いるかウォッチング（ほんとに見るだけ）
、バーべキュー体験など楽しく活
動してくれました。今年も、感想、アンケートをみなさんにお願いいたしますが、来年度の企
画に活かしていきたいと思っています。皆さん、どうぞ率直なご意見をお聞かせください。
こうして、小学校４年生から１８歳までの子どもたちがご参加いただけるこの宿泊
体験の７回目も、無事に終えることができましたが、慣れてきた頃に事故が起こりや
すいのも事実です。毎年、どのような形でサポートをお願いするか、どこまでチャレ
ンジャーにやってもらうか、一つ一つを点検し、改善していくことが大切だと思って
います。
毎年、無事に終了しているからこそ、続けることができることを戒めとして、今一
度、宿泊体験を実施する意味や目標をみんなで協議し、団体行動のあり方を保護者さ
んとも共有し、事前にお子さんの状態を聞き取り、十分把握しておきたいと思います。
楽しく宿泊することは大事なのですが、団体行動の中でのルールやマナーを守るこ
とを、小さいうちから身につけることは、これからの彼らにとっても大切なことと考
えています。来年もみんなの笑顔に会えますように・・。チャレンジャー、サポーターの皆さん、そしてお手伝いしてくれたスタ
ッフの皆さん。本当に、ありがとうございました。
【お問い合わせ ハニー・ビー 事務局 電話 06-6152-7389 ＦＡＸ06-6152-7348 迄】
活動報告⑥ 阪神友愛食品での職場実習終了しました。
（7/26,27）
（7/28,29）2 日間ずつ
今年も夏休みを利用して、各企業さんへ職場実習をさせていただきました。そのトッ
プとして、兵庫県西宮市にあるコープこうべさんなどが作られている特例子会社の「阪
神友愛食品株式会社」さんで実習をさせていただきました。
今回初めて実習に参加する人、実習経験のある人、それぞれですが、参加したみなさん
は、担当者の方の説明を真剣な表情で聞いていました。実際に商品を扱うにあたっては、
細心の注意を払わなくてはいけません。手洗い、帽子の着用はもとより、気持ちも引き締
めていかなくてはという意識が、いつもと違う顔つきから分かります。
リアルに仕事をさせていただいたことで、これからの活動にも繋がるのではないかと
期待をしている私たちです。早朝からから送り出してくださった保護者の皆さん、ありがとうございました。
私たちも、みんなの頑張りに接し、夏休みのはじめに嬉しい活動となりました。
【お問い合わせ・お申込み ハニー・ビー ジョブ 電話 06-6398-9500 ＦＡＸ06-6398-9535 迄】
活動報告⑦

コープこうべ 蛍池店の実習（8/1～3）、大阪府庁公館職場実習Ｂコース
（8/1～5）
、終了しました

昨年度からお願いしているコープこうべ蛍池店での実習も、8/1～8/3 まで行わせていただきました。バックヤードの作業は
出来ても、お客さんに声をかけられたり、色々な思いがけない予期せぬ出来事があったと聞きます。常にスタッフと一緒でフォロ
ーされる環境とは異なる環境のもとで、仕事を体験できたことは今後の働き方にも大きく自信となっていくことでしょう。
快く受け入れてくださった渡部店長、スタッフの皆さま、本当にありがとうございました。今度はお客さんとしてお邪魔したい
と思っています。
「人が倒れています、助けてください！あなたは、救急車を呼んでください。あ
なたは、ＡＥＤを持ってきてください」大きな声で助けを呼ぼう！！こちらは、人
命救助におけるＡＥＤを使っての講習の様子です。
【左の写真】
支援学校等の生徒さんを中心に多くの生徒さんを受け入れておられる大阪府庁
庁舎管理課での、職場実習のＢコース 5 日間（8/1～8/5）
。
ハニー・ビーから実習生 2 名プラス八木を
受け入れていただき貴重な体験をしてきまし
た。剪定コースでは、仕事の大変さを実を持っ
て体験できるよう、実際に府庁公館の植栽や剪定作業を、1 年の中でも最も暑いこの時期に
あえて実習させておられました。
【右の写真】
消火栓を使っての消火訓練を、支援学校の生徒全員と八木プラスインターンシップ生３名
のすべて実習生に、体験させていただきました。
「ほんまに？」のビックリの連続でした。わ
たし自身、消防署での防火管理講習も受けた経験はありましたが、水消火器を使っての初期
消火器、けむり体験だけでなく、消火栓を使っての放水訓練は、
「生徒たちのために、ここまでやるか？」と感激したことは言う
までもありません。
【下の写真】
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日頃は、守衛業務をしている皆さんの、生徒たち一人ひとりに対する愛情を感じました。何よりもこ
の実習体験が始まってから「是非とも体験させていただきたい。
」と思いながら、やっと私自身体験する
ことができました。わたしにとってもいい経験になりました。
この実習を体感することによって、生徒たちはみんな成長していました。この貴重な実習を思い出し
てくれると思います。わたしは、更にステップアップできる（自信に繋がる）方々に届けていけたらと
思いました。多くの方々に、暑い中、生徒たちのために関わりくださり、ありがとうございました。冷
房の効いたお部屋はご褒美、格別でした。
【お問い合わせ・お申込み ハニー・ビー ジョブ 電話 06-6398-9500 ＦＡＸ06-6398-

9535 迄】
活動報告⑧ 豊中まつり初参加しました（8/6・7 2 日間）
「おめでとうございます、お菓子が当たりました。おっ、こちらもおめでとうござい
ます。くまモングッズ、大当たりです。
」と、あちらこちらで威勢のいい声が響きます。
初参加の豊中まつりでの、さかなつりゲームとオリジナルパン「はちみつパン」を販売
しました。店員は、ハニー・ビー ジョブの面々。
今回は、ハニー・ビー各事業所からの応援もあって、みんなで頑張りました。マイっ
子たちもお店に来てくれて、とても嬉しかったです。この活動が、ひとりでも多くの方
が「障がいをもつ人たちの理解」に繋がってくだされば、また活動自体が、将来的には
障がい者のみなさんのお仕事に繋がり、
「地域を結ぶ役割」を果たすことにも繋がればと
日々活動しています。次につなげればと思っています。ジョブの皆さん、ボランティアの皆さまも遅くまで、本当にお疲れ様でし
た。
【お問い合わせ・お申込み ハニー・ビー ジョブ 電話 06-6398-9500 ＦＡＸ06-6398-9535 迄】
お知らせ① ハニー・ビー ジョブからお知らせ 見学会、実習受入開始します（8/22～）
今月も「就労移行支援見学、実習会」を行います。先ずは、実際にハニー・ビー ジョブを見て、話を聞いて、チャレンジし
てみませんか？働き続けることが大切、人の中で生きていくことが大切なのです。
お問い合わせを、心よりお待ちしております。就労移行支援事業所ハニー・ビー ジョブでは、今月は随時受付をしています。
9 月初旬から見学、実習を実施します。見学時間は各日①１０時～１２時②１３時～１５時で、ご希望をうかがいしたうえで、
実習します。どうぞ保護者の方・実習希望の方は、気軽にお電話ください。お待ちしています。
【お問い合わせ・お申込み ハニー・ビー ジョブ 電話 06-6398-9500 ＦＡＸ06-6398-9535 迄】
お知らせ② 『八木屋 9 月宅配』承ります（8/18～）
いよいよ、長かった夏休みも終わります。お母さま方、お疲れ様でした。9 月の学校が始まる初旬はまだまだ暑い日が続くと、
長期天気予報では言っています。運動会の練習が始まる小学校もあるのではないでしょうか？そんな暑さが残るこの時期から、
八木屋の宅配 9 月号の配布を開始します。また是非ともご支援をちょうだいできれば幸いです。重いお米や新鮮なお野菜は、ど
ちらかで購入されると思いますが、出来ましたらそのうちの 1 回を是非「八木屋の宅配」をお使いください。よろしくお願いい
たします。
【お問い合わせ・お申込み ハニー・ビー ジョブ 電話 06-6398-9500 ＦＡＸ06-6398-9535 迄】

あとがき 悲しい事件を受けて
長い夏休みも、終わろうとしています。毎年暑くなると感じるのはわたしだけでしょうか？マイっ子たちの元気に、パワ－をも
らっている今日この頃です。
7 月には、悲しい事件が起こりました。障がいのある方々をサポートする事業所で起きた事に改めて、色々と働き方、仕事のや
りがいつくりなど人の管理について深く考えることとなりました。
うちにも重度な障害者がいます。いるけれど、社会に不要だと思っていませんし、誰かの役に立てるようにと日々、チャレンジ
をしています。言葉を持たないので、自分の気持ちが上手く伝えられないので、皆さんに迷惑をかけることもしばしば・・。でも
だからと言って人の価値がないと思っていません。何かを伝えるために生まれてきてくれたのだと思います。
色々な思いはありますが、彼らが当たり前に受け入れられる社会こそが、共生社会です。まだまだ、その社会の到来には彼らに
頑張ってチャレンジをして貰わなくてはいけないようです。小さな障がいのあるお子さんを抱えて、しんどい思いをされている
お母さん方。来月は、難しいと思いますが、今年中には、交流会を開催したいと思っています。一緒に子育てを楽しみましょう。
今が一番しんどい時かもしれません。明日は必ず来ます。そう信じて・・曽根、はっとりそれぞれのご見学、ありがとうござい
ます。全ての方を受け入れることは、難しい状況にあり、ご迷惑をおかけしております。まずは、受け入れが叶わなくてもご相談
は可能です。
利用される事業所は、長時間の預かりの便利さより、将来のお子さんのことを一番に考えて選んでくださいね。またお逢いでき
ますように。ありがとうございました。
【八木記】
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