て ほしい ﹂と手
作 りの雑 巾まで
た くさん 頂き︑
感 謝の気 持ちで
い っぱい でした︒
早速︑ 全員で
相 談をし て︑地
域 行事な どで必
要 なテン ト︑ま
た より快 適に野
外 活動な どを行
う ために ︑携帯
発 電機︑ そして
み んなが 楽しく
ふ れあい ︑喜び
を わかち あえる
ゲ ーム﹁ス トラッ
ク アウト ﹂の３
点 購入さ せてい
た だきま した︒

虹をこえて
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躍進会より
ご寄付

ジョイジョイワークたかにし通信

過日︑７月
日に 施設開 所七
周年 という 節目
の日 を迎え る前
日に ︑日頃 より
地域 に根ざ した
活動 をされ てい
る﹁ 躍進会 ﹂様
より ご寄付 をい
た だける と いう
とて も嬉し い知
らせ が届き まし
た︒
８ 月 ４ 日 に は︑
当施 設にお いて
贈 呈 式 が 行 わ れ︑
躍進 会の皆 様か
ら温 かい激 励の
言 葉 ︑ま た ︑
﹁施 設で使 用し

特集号

２００４年９月１日

特集号

ジョイジョイワークたかにし通信

２００４年９月１日

第１７回 〜地域福祉を考える〜
まつながみんなで生きよう考えよう
第１会場では！（体育館）

☆こども福祉フォーラム
電車でＧＯ！《車いす・アイマスク体験》や日頃気になる事
等を通じて、地域福祉についてディスカッションを行います。

☆松永中学校ブラスバンド部

この度 は関係 者
一同大 変感謝 し
ておりま す︒
今後 は積極 的
に地域 交流行 事
や︑野 外活動 に
役立た せて行 き
たいと 考えて い
ます︒

『ＴＯＭＯＲＲＯＷコンサート』
特集号
【発行所】
社会福祉法人
虹の会
ジョイジョイ
ワークたかにし
【編集】
藤原 博文

☆大バザー
第２会場では！（グラウンド）

『ふれあいゲーム』今話題のストラックアウト！
ふれあいをテーマに企画しております。
その他、楽しい企画（車いす・アイマスク体験・全員参加の抽選会）や味
自慢の各種売店を用意してみなさまのお越しを心よりお待ちしておりま
す。

http://www.nizinokai.or.jp
【メール】
joyjoy@nizinokai.or.jp

編集後記

〒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】

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︒ 今回 は行事 等の ご連 絡や ご報
告す る事 が多数 あり まし たの で特
集号 とい う事で 臨時 発行 いた しま
した︒

社会福祉法人 虹の会
ジョイジョイワークたかにし

「まつなが‑みんなで生きよう考えよう ‐」を一緒に盛り上げてくださる方を 募集してお
ります。ボランティアの方には主に会場設営、運営、各種模擬店などのお手伝いをお願い
しています。詳しくは下記の日程に行います説明会にてご説明をさせて頂きます。お気軽
にご参加ください！
【記】とき：９月
３日（金）１９時よ
り。 ところ：松
永公民館

主
共
後

催：社会福祉法人虹の会 ジョイジョイワークたかにし
催：ジョイジョイワーク家族会・ジョイジョイワークたかにし支援ｸﾞﾙｰﾌﾟSKYNET
援：福山市・福山市教育委員会・福山市社会福祉協議会・広島県立松永高等学校ＰＴＡ
松永中学校ＰＴＡ・大成館中学校ＰＴＡ・精華中学校ＰＴＡ・松永小学校ＰＴＡ
今津小学校ＰＴＡ・神村小学校ＰＴＡ・東村小学校ＰＴＡ・本郷小学校ＰＴＡ
柳津小学校ＰＴＡ・金江小学校ＰＴＡ・藤江小学校ＰＴＡ・エフエムふくやま
松永沼隈福祉連絡会「はなお」

特集号

ジョイジョイワークたかにし通信

２００４年９月１日

『第１７回まつながみんなで生きよう考えよう』を開催するにあ
たり、日頃お世話になっているボランティアや地域の方に参加し
て頂き、地域行事企画検討委員会を８月６日に当施設にて行いま
した。『地域行事企画検討委員会』とは、地域との交流や共同の
取り組みを目的とし、１９９８年より始まり、施設と地域が一体
となって行事等の企画を行う委員会です。

ジョイジョイワークたかにし通信

２００４年９月１日

８月７日（土）、毎年恒例となった『電車でＧＯ！』を開催しました。例年に
ない猛暑の中、松永公民館を松永駅へ向けて出発。車いす体験者は普段歩き慣
れている道路もなかなか真っすぐ進めず悪戦苦闘し、アイマスクの体験者は不
安と恐怖の中歩いていました。階段や電車への乗降ではかなり苦戦しながらも
何とか福山駅へ到着。早速、サントーク内を散策し、通路が狭かったりレジま
で届かなかったりと、不便さを感じながら買い物を行いました。
散策後に公民館まで返り、参加者から『とても良い体験をさせてもらった！』
という声をいただきました。

イワ ークたかにしが
無事 ７周年を迎える
事が 出来ましたの は︑
常日 頃より温かいご
支援 ︑ご協力を下さ
いま した︑地域の皆
様や 各関係団体様の
お蔭 と深く感じてい
ます ︒職員一同︑心
より 感謝申し上げま
す︒
今 後は今まで以上
に地 域に根ざした施
設と なるよう︑全力
で頑 張って参ります
ので ︑変わらぬご支
援ご 協力をよろしく
お 願 い いた し ま す ︒

開所７ 周年記 念交流 会

ジ ョ イ ジ ョイ ワ ー
クたかに しは︑２０
０４年８ 月で開所７
周 年 を迎 え ま した ︒
７月 日には︑家
族や日頃 からお世話
にている ボランティ
アの方た ちを当施設
に招待し て開所７周
年記念交 流会を行い
ま し た︒
交流会 では利用者
を代表し て音楽クラ
ブのメン バーがジョ
イジョイ ワークたか
にしのテ ーマソング
やアニメ の曲など４
曲を演奏 しました︒
みんな少 し緊張して
いました が日頃の練
習の成果 を出そうと
一生懸命 頑張りまし
た︒その 他︑カラオ
ケ大会や ビンゴゲー
ムなども 行い︑とて
も盛大に 執り行うが
で き まし た ︒
最後に︑ジョイジョ
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家族会創作品のお問い合わせは、ジョイジョイワークたかにし

℡084‑933‑0927まで

