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八木

みどり

GW、どのようにお過ごしでしたか？
こんにちは、皆さま。いつもありがとうございます。ゴールデンウィ
ーク、どのようにお過ごしでしたか？５月に入り、暑かったり寒かった
りもありながら、新しい生活にも慣れかけた頃でしょうか？
わたしも、今年はちょうど３日にふれあい緑地で開催された『ふれあ
いフェスタ』にお邪魔しました。４日には、神戸東灘のだんじり祭りを
見に行きました。何故、東灘？？と思われるでしょう？
実は、わたしは学生時代の１１年間東灘に住んでおり、ここ毎年ミニ
同窓会が地元で開催され、同級生の勇姿を応援しに行っています。
わたしも、今年は例年よりも桜を愛でる時が多かったような気がします。
４月の実行委員会から、今年度開催の事業の全容が、少し明らかになってきました。
『親子療育教
室』や『こどもたちのための料理教室』などなど。
そね、はっとり、そして今年の 4 月からは豊中本町と放課後等デイサービスが 3 ヶ所になりまし
た。それぞれに思いがあり、その時にあった寄り添う支援が出来るようにと、スタッフ一同、力を合
わせて取り組みます。
さぁ、今年度も様々な取り組みをしてまいりたいと思っています。5 月の交流会に始まり、こども
たちは春の遠足、7 月の宿泊体験、10 月のさんあいイベント等など楽しいことが待っています。
今年度も元気いっぱい、ハニー・ビーも頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。
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あとがき 神戸市東灘のだんじりパレードに行ってきました。～同級生との再会～

活動報告①

マイ児童デイサービス曽根・はっとり・豊中本町での活動 4 月ダイジェスト

ご入学ご進級おめでとうございます。入学式よりも早く、マイに来てくれた１年生もお
り、賑やかに 29 年度も始まりました。それぞれ、ひとつずつ学年が上って、そねっ子の
様子も、少し「自覚」からか変化が出てきました。元々、優しいそねっ子たちですが、慣
れていない１年生に、マイでのルール「連絡帳は、ここに入れるねんで。
」と優しく教えい
る微笑ましい光景もこの時期ならでは。わたしたちの心も、ホッコリします。
そねでは、自己紹介カードをそれぞれが書いて掲示をしています。好きなものが、
「すし」
が多いことも解りました。みんな、自分の事を知ってもらえてちょっと嬉しそうです。
はっとりでも、新入生（そねからのメンバー）が、はっとりにやって来ました。
今まで活動場所は畳のお部屋での活動でしたが、はっとりはクッションフロア敷きで「机での活動」
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となります。メンバーも心機一転、先輩方の様子を見ながら、学んでいます。
環境が変わったことを意識しながら、繰り返し行うことで、生活習慣を身につ
け、やがてスキルアップに繋がっていけばと思っています。実際に「机を拭く」
という作業にも、雑巾を絞る、きれいに拭く手順をしっかり踏まえて（？）活動
してくれました。
「出来るかな？出来た、出来る！」が、自信に繋がるようにして
いきたいです。是非ともご自宅でも挑戦してみて下さいね。
豊中本町でも「掃除を学ぼう」と掃除の正しい方法を身につけようと活動しま
した。はっとり同様、
「みんな、お掃除できる？」と聞くと大半
のメンバーが「出来る。」と答えます。机を拭くことも隅々まで
「きれいに拭く。
」ことはなかなか難しいようです。実際に、スタッフがやって見
せることから始めて、次は自分でやってみます。絞り方、拭き方、干し方が全て出
来て、机ふきだということは認識してもらえた様です。また、一緒にやろうね、拭
き掃除、お疲れ様でした。
【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 06-6152-7389
FAX06-6152-7348】

活動報告②

29 年度ハニー・ビー全体会を開催しました。（4/3）

29 年度が、始まりました。毎年、この時期は気が引き
締まり「今年度も、頑張ろう！」と思います。全員とは
行きませんが、曽根のお部屋に集まって、お顔を合わせ
る機会持てたことに喜びを感じています。
今年も、
「ハニー・ビーがめざすもの」というタイトル
で、スタッフに向けてお話をさせていただきました。
「今
年は、出来ないという前に、どうしたら出来るかを考え
て。」とお願いしました。その後、それぞれの事業所の目標を発表してもらって、士気を高めました。
今年２９年度も「選ばれる事業所をめざして」、力を合わせて頑張っていきますので、よろしくお
願いいたします。
【お問い合わせ：事務局 電話 06-6152-7389 ＦＡＸ06-6152-7348】

活動報告③

セキスイハウスマッチングプログラム助成金いただきました（４/17）

マイ児童デイサービスはっとりで、毎月第２土曜日に取り組んで
いる就労プログラムを更に充実させた、社会参加をめざしたことに
特化した「今までにない、放課後等デイサービスが出来ないか？！」
と会議に出たのが半年前。なかなか、働くことが難しいと思われが
ちな、障がいのあるこどもたちが、自信を持って「僕らも、働きた
いねん。」といえる社会をめざして、セキスイハウスさんのマッチ
ングプログラムに申請をし、今回採択していただくことが出来まし
た。４月１７日セキスイハウス本社で畔柳部長から助成金授与に預
かりました。大切に使わせていただきます。ありがとうございました。

活動報告④

中央薬局さん（4/12、26）とマルトヨ数磨さん（4/14、28）での野菜販売

４月も、ハニー・ビー ジョブ（就労移行・B 型）では、中央薬局さんとマ
ルトヨさんの店頭と事業所前で販売活動をしています。今回もおなじみの、吹
田市江坂の平野農園さんの新鮮野菜を販売しました。次回も新鮮で美味しい
お野菜を沢山お持ちしますので、どうぞお楽しみに！！宅配もやっています。
お気軽にお問い合わせ下さい。→今回は、事業所前での野菜販売の様子です。
【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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活動報告⑤

大募集！第８回サポートが必要な子どもたちとの宿泊体験 IN 淡路島 2017（4/25～）

皆さま、お待たせいたしました。第８回サポートが必要な子ども達との宿泊体験 IN
淡路島 2017 のチャレンジャーとサポーターを大募集します。
「昨年、行って楽しかったから、今年も行きたいです。
」という方もいらしたり、
「一
人で泊まったことがないんですが・・」と不安な気持ちをお伝えされる保護者も・・。
保護者と離れての「グループでの活動」
「魚釣り体験」など初めて体験する時こともあ
るでしょうが、初めての活動は体験しなければ、いつまでたっても「初めて」は体験
できません。迷っている方、どうぞご参加ください。
※６月２日が締め切りです。
【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

就労プログラム始まりました。（4/8 続編）

第５期は少し緊張した面持ちのメンバー、１２名でしたが、来月のプ
ログラム体験場所の見学に出かけるときには、すっかりリラックスムー
ドでした。実際に、体験したことのある先輩メンバーは「カラオケした
で。
」とか「土づくりは、シャベルが重かった。」
「掃除した後、ピッカピ
カになった。」など体験談を伝えています。そこで、少しイメージが広が
ったメンバーは、ホッとした表情を覗かせていました。
ここ数年、色々な活動をしながら彼らの成長を見守ってきました。実
習も楽しみにしているようです。ご家庭でも、折に触れその日の成果の話に耳を傾けてみてください。
よろしくお願いします。
※就労プログラムは、将来働きたいと思えるような体験を積み重ね、自信に繫げるためのお手伝い
が出来たらと制作したオリジナルプログラムです。１年間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 ＦＡＸ06-6868-9372】

お知らせ① 中央薬局さん（5/10、24）とマルトヨ数磨さん（5/12、26）の野菜販売

【お問い合わせ

お知らせ②

今月も、中央薬局さんとマルトヨ数磨さんで、野菜の販売をしております。あり
がとうございます。なお、その日の販売状況にもよりますが、多機能型ハニー・
ビー ジョブ（就労移行・B 型）の事業所前でも完売まで販売しております。
いずれの店頭でも、利用者さんたちが販売実習として実践で活動をしながら販
売をしています。何かと、不手際な点もあろうかと思いますが、気付かれた際に
はどうぞご遠慮なくお申し出いただきたいと思っています。お申し出いただける
ことが、彼らの今後に大きな役割を果たすことになると思いますので、よろしく
お願いいたします。
ハニー・ビー ジョブ 電話：06-6398-9500 ＦＡＸ06-6398-9535】

講演会と交流会 幸せになるための人生講座～自分の幸せは自分で切り拓く～（5/11）

２9 年度第１回目の講演会・交流会は、５月１１日（木）午前１０時
～正午まで、豊中市立中央公民館の講座室において、大阪府認定子ども
家庭サポーター 辻 由起子さんを講師に、今回の題目は『幸せになる
ための人生講座～自分の幸せは自分で切り拓く～』を開催しました。
105 号で詳しくご報告したいと思います。
ご講演いただいた、辻 由紀子先生、ご参加くださった保護者の皆さ
ま、並びにスタッフありがとうございました。明日から役立つ、いえ今
から役立つ、人生講座でした。
【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 06-6152-7389
FAX06-6152-7348】
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お知らせ③

第５期 ２９年度

第 2 回就労プログラム

（5/13）

４月号でもお知らせしましたが、５月は職場実習です。４月に見学に行った「マ
リンフード豊中スイミングスタジアム」トレーニング室の清掃と、
「菜の花デイサ
ービス」での畑づくりとみなさんとの交流です。
新しいメンバーは「何をするんだろう」と結構、楽しみにしている様子。なか
なか、日頃は体験できないことを体験することによって、額に汗して働くことの
心地よさ、達成感を感じていただけたら嬉しいです。
【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 ＦＡＸ06-6868-9372】

お知らせ④ みんなでワイワイさんあいイベント ボランティア募集します。
（5/15～）
今年も 10 月 29 日(日)豊中市服部西町のふれあい緑地芝生広場２で
「第
5 回みんなでワイワイさんあいイベント」を開催することになりました。
まだ、夏も始まっていないのに 10 月の話？となりそうですが、昨年同
様に、かなりの大きなイベントにして、
『障がいの有る無しに関わらず、み
んなにやさしい共生社会の実現』をめざして、
『であい・しりあい、わかり
あい＝３あい』をもって地域の方々やまた市民の方々と楽しいイベントに
していきたいと思っています。
その、イベントの出店者さんとステージでのパフォーマーさんとボラン
ティアさんを募集します。内容など詳細は決定次第、お知らせしますが、パフォーマーさん、日ごろの練習
の成果を、さんあいイベントのステージで、発表してみませんか？
申し込みなどは、まだ先になりますがチャレンジしてみて下さい。みんなで、楽しくさんあいイベントを
成功させましょう！！是非ともご参加くださいね。
【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 06-6152-7389 FAX06-6152-7348】

お知らせ⑤ 29 年度 ハニー・ビー会員入会のご案内をします。（5/15～）
今年も、
会員募集のご案内の時期がやってきました。
皆さまには、
いつもご賛同いただき、ありがとうございます。
こどもたちの健やかな育みを、ハニー・ビーとして力いっぱい応
援していく夢や思いは、どこにも負けない大きなものを掲げて、
NPO 活動の充実を図ろる方向性で取り組んでいますが、なかなか
事業に使える潤沢な資金があるわけではありません。
厚かましくも、皆さまに、賛助会員や正会員としてご賛同いただ
きたいとお願いにあがります。ご支援いただけますよう、よろしく
お願いします。ハニー・ビーの保護者様だけでなく、色々な方々に聞いていただけたらと思っています。ま
た、チラシやホームページでもお知らせします。
【お問い合わせ：ハニー・ビー事務局 電話 06-6152-7389 ＦＡＸ06-6152-7348】

あとがき

神戸市東灘のだんじりパレードに行ってきました。～同級生との再会～

昨年は参加できませんでしたが、今年は、皆さんの協力もあって『だん
じりパレード』を見ることが出来ました。学生時代に住んでいたこともあ
って、同級生が地元にいます。そのご縁があって、数年前から、5 月の GW
は、同級生男子の雄姿を見に（といってもかなり年を重ねています）
、また
ミニ同窓会もあってお邪魔しています。
孫がいる同級生もいて、時代の流れを感じつつも同じ時代を過ごした安
心感で、ホッコリした気持ちで昔話に花が咲きました。
今年も、同級生の何人かは、ハニー・ビーのイベントのボランティアに
来てくれます。本当に、改めて再会に感謝する今日この頃です。
（八木 みどり記）
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