め 利用 者︑職 員が
一 丸と なって 躍進
し て行 きたい と強
く決意しています︒

４月 １日に ７人
の 新し い仲間 たち
の 歓迎 会を行 いま
し た︒ 最初に 利用

者の代 表が 歓迎 の
言葉を 発表 され ︑
その後 ︑新 入所 者
一人ひ とり が自 己
紹 介 を 行 い ま し た︒
そして 全員 で乾 杯
をした 後︑ ジョ イ
ジョイ ワー クた か
にしの テー マソ ン
グ﹁虹 ﹂を みん な
で合唱 して 歓迎 会
を終えました ︒
今後 は新 入所 者
たちが 一日 も早 く
この場 所に 慣れ 親
しみ︑ ジョ イジ ョ
イワー クた かに し
へ行く 事が 一つ の
この度は『虹をこえて』をお読みくださ
り、ありがとうございました。
昨年度は『虹をこえて』を定期的に発
行する事ができませんでした。今年度こ
そは、より読みやすい虹をこえてを定期
的に皆様にお読み頂ける様、頑張って参
りますのでよろしくお願いいたします。
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社会福祉法人
虹の会
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ホームページＵＲＬ
変更のお知らせ
平素はジョイジョイワークのホームページ
を閲覧して頂きありがとうございます。こ
の度ＵＲＬを変更しましたのでお知らせい
たします。
新ＵＲＬ

http://www.nizinokai.or.jp

社会福祉法人 虹の会
ジョイジョイワークたかにし
〒７２９−０１０６
広島県福山市高西町４丁目３番６９号
ＴＥＬ：０８４−９３３−０９２７
ＦＡＸ：０８４−９３３−０９８５
【ホームページ】

http://www.nizinokai.or.jp
【メール】
joyjoy@nizinokai.or.jp
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ジョイジョイワークたかにし通信

２００４年４月１日

ジョイジョイワークたかにしの毎年恒例のお祭り、『虹まつり』の日程が決まりました。
今年も、各種模擬店やパネル展、ステージ発表など、様々な企画を予定しています。
利用者・職員一同、皆様のご来場を心よりお待ちしておりますので、ご近所お誘い合
わせの上、多数ご来場頂けます様、よろしくお願い申し上げます。

楽し みと なるよ う
全力 で頑 張って い
きます︒

編集後記

虹をこえて

２００４年４月１日

新年度スタート

ジョイジョイワークたかにし通信

ジョイジョイワー
クた かに しで は︑
２０ ０４ 年度 より
新た に７ 人の 仲間
を迎 えて のス ター
トとな りました︒
昨 年は 支援 費制
度の 導入 等︑ 障害
者福 祉の 分野 にお
いて 非常 に大 きな
変換 点と なり ︑戸
惑い や不 安な どが
あり まし たが ︑導
入 か ら 一 年 が 経 ち︑
今年 はこ の新 制度
が持 つ意 味を 職員
全員 がさ らに 理解
を深 め︑ ﹁新 制度
にな って 本当 に良
かっ た﹂ とみ んな
が言 える 様︑ ７人
の新 メン バー を含
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『ふれあい企画』

『各種売店』

☆施設活動紹介写真展
☆ふれあい虹のステージ
☆車いす体験
☆ふれあいバザー
☆ボウリング大会
☆お茶席

☆喫茶コーナー
☆うどん ☆いか焼き
☆あげいも ☆おでん
☆むすび
☆創作品
☆風船つり ☆やきそば

ジョイジョイワークたかにしでは虹まつりのお手伝いをして頂ける、ボランティアの方
を募集しています。お手伝い頂ける方には、各種売店での販売や、店舗の設営など
をお願いしております。少しでも興味を持たれた方は、ぜひご連絡ください。詳しい内
容のご説明をいたします。また、ボランティアの方へのご説明をする為、４月１６日（
金）
１９時より、ジョイジョイワークたかにしにて、『
ボランティア説明会』
の開催を予定して
います。多数の方のご参加をお待ちしております。尚、参加希望の方は事前にメール、
もしくはお電話にてご連絡を頂けます様、よろしくお願いします。

お問い合わせは
電話の方：０８４−９３３−０９２７
メールの方：d-fujihara@nizinokai.or.jp

２００４年４月
１日 より ︑ジ ョイ
ジョ イワ ーク 第２
作業所がジョ イジョ
イワ ーク たか にし
の定 数増 にと もな
い３ 月末 をも って
閉鎖しま した︒
今 後は ︑ジ ョイ
ジョ イワ ーク たか
にし の実 習場 とし
て生 まれ 変わ り︑
名称 は﹃ ふれ あい
広場 ﹄に 決定 しま
した︒
ふれあい広場で
は︑ ジョ イジ ョイ

す。

ジョイジョイワーク第２作業所 所長

メール concert@nizinokai.or.jp
して活動して参りますので、今後ともご支援、ご協力を何卒よろしくお願い申し上げま

６月１４日（月）三次市文化会館
６月１５日（火）福山リーデンローズ
いずれも６時開場、６時３０分開演
協力券 ３，５００円
（障害者および小中学生 ２，０００円）
チケットは、４月１５日より販売いたします。
ジ ョ イジ ョイ ワー
クた かに しでは ︑
４ 月 ２ 日 に 利 用 者︑
家族 ︑職 員の合 同
で毎 年恒 例の花 見
に出 かけ てきま し
た︒ ここ 数年は 天
候に 恵ま れなか っ
た こ の 行 事 で す が︑
今年 はす ばらし い
快晴 とな り今年 度
最 初 の 行 事 と し て︑
とて も良 いスタ ー
トができ ました︒
２ ００ ４年度 も
利用 者︑ 家族︑ 職
員が 一丸 となっ て
活動 や行 事を乗 り
越え られ るそん な
思い でい っぱい に
な っ た 一 日 で し た︒

４月１日からは、社会福祉法人 虹の会 ジョイジョイワークたかにしの作業実習場と

電話 ０８４−９３３−０９２７
に向かって躍進をして行くものであります。

開催日時
的に取 り入 れ︑ 利
用者の 技術 向上 に
努めていきま す︒
また ︑利 用者 が
﹁意欲 ﹂や ﹁や り
がい﹂ を持 って 活
動でき る様 ︑職 員
の手作 りに より 新
たに作 品展 示場 を
建設し ︑そ こで は
木工作 業︑ 調理 実
習︑家 族会 創作 会
などで 製作 され た
創作品 やク ッキ ー
等を定 期的 に展 示
販売を して いき ま
す︒
お近 くに 来ら れ
た際に は︑ ぜひ お
立ち寄 り下 さい ま
すよう ︑お 願い 申
し上げます︒

また、この閉所は単なる閉所ではなく、第２作業所から更なる発展を願い、将来展望

ジョイジョイワークたかにし（
コンサート係）
えて頂いた、みなさまには心より感謝申し上げます。

イルカ・伊勢正三
＆
小室等コンサート
ワ ーク 第２作 業所
の 伝統 である ﹃下
駄 の貯 金箱﹄ など
の 木工 作業を 引き
継 いで 行うと とも
に ︑そ の他に も調
理 実習 などを 積極

２００４年３月３１日をもちまして閉所いたしました。１７年という長い間、第２作業所を支

《
お問い合わせ先》
この度、ジョイジョイワーク第２作業所はジョイジョイワークたかにしの定数増にともない、

２００４年４月１日
ジョイジョイワークたかにし通信
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２００４年４月１日
ジョイジョイワークたかにし通信
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ジョイジョイワーク第２作業所からのお知らせ

