され ︑地域の方か ら
﹁いい車が来てよかっ
たね ﹂など︑とて も
温か い声をかけて 頂
き ま し た︒
今 までは野外活 動
等に よる全員での 外
出が 車両の不足に よ
り非 常に困難であ り︑
外出はいつも各グルー
プ単 位で行ってき ま

虹をこえて
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２００４年７月１２日

待望のリフト付車両

ジョイジョイワークたかにし通信

２００４年 ６月 日
日本郵政 公社より待
望のリフ ト付きワゴ
ン車が当 施設に寄贈
さ れ まし た ︒
当日は ︑松永郵便
局より品 川国彦局長
が来所さ れ贈呈式が
行 わ れま し た ︒
また︑こ の様子はＮ
ＨＫにて テレビ放送

第１７号

先日の６月 日︵火︶
に福山リー デンロー
ズにおいて ︑イルカ
＆伊勢正三 ＆小室等
さんによるチャリティー
コンサート が開催さ
れました︒ 当日はた
くさんの方 にご来場
いただき︑ 大盛況に
終える事が 出来まし
た︒本当に ありがと
うございま した︒ま
た当日︑前 日を含め︑
お手伝い頂 いたボラ
ンティアの 皆様に付
きましては 多大なる
ご尽力を頂 いた事︑
心よりお礼 申し上げ
ま す︒

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

コンサート

した ︒
この度︑新 たに車
両を寄贈して 頂いた
事により全員 での外
出も可能とな り野外
活動等への取 り組み
にも多様化が 期待で
き利用者︑職員 一同︑
とてもうれし く思っ
ています︒早 速︑こ
の車両を使用 しての
野外活動をみ んなで
計画 し て お りま す ︒
どこに行こうかなぁ・・

〒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】

ジョイジョイワークたかにし通信

２００４年７月１２日

イベント情報コーナー
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藤原 博文
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ジョイジョイワークたかにし

第１７号

「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れるボラ
ンティアを募集しています。ボランティアの方には主に会場設営、各種模
擬店（かき氷、焼きそば、その他）などのお手伝いをお願いしています。
参加には個人、グループのどちでも構いませんので、ご興味のある方は
お気軽にお問い合わせください。また、内容を詳しく知っていただくため
ボランティア説明会を下記日程で行いますので少しでも興味のある方はぜ
ひご参加くださいます様、よろしくお願いいたします。

《ボランティア説明会》
日時：９月３日（金）１９時〜
場所：福山市松永公民館１階中会議室
※参加希望の方は事前にご連絡をお願いします。

☆お問い合わせは☆
電話 ０８４−９３３−０９２７
Mail joyjoy@nizinokai.or.jp

２００４年７月１２日

☆体験者大募集☆
ジョイジョイワークたかにしでは、実際に車イスやアイマスクを使って、松
永駅から福山駅までの電車の乗り降りや駅周辺の探索を体験して頂き、街での
暮らしやすい所、暮らしにくい所を障がいを持たれた方の視点で見つめてもら
い、それをきっかけに街を見直していく仲間を募集しております。皆様のご参
加をお待ちしております。ご協力よろしくお願いします。

２０ ０４年７月７日︑
ジョ イジョイワーク
たか にしにて七夕会︑
そう めん流しを行い
ました︒
毎 年この時期が来
ると ︑﹁もうすぐ︑
そう めん流しだね﹂
と誰 かが言いはじめ
るほ どの恒例行事に
なっ てきました︒山
に竹 をとりに行った
り︑ そうめんの流し
台を 作ったりと準備
はと ても大変ですが︑
その 分食べた時のお
いし さも倍になりま
す︒
ま たこの日に合わ
せ︑ 栄養士さんと調
理員さんが腕に より
をかけて七夕弁 当を
作って下さり︑ みん
なでおいしく頂 きま
した ︒

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。今回はボ
ランティア等の募集を複数掲載しており
ます。少しでも多くの方に参加して頂き
たいと思っておりますので、興味をお持
ちの方はお気軽にお問い合わせください。

２００４年７月１２日

《下駄の貯金箱》
１個 ￥６５０
《お問い合わせ》

お申し込み、お問い合わせは
ジョイジョイワークたかにしまで！

編集後記

ジョイジョイワークたかにし通信

きま し た ︒
今後は︑ジョイジョ
イワークたか にしが
伝統を受け継 ぎ︑製
作を続けて参 ります
頂き ︑我々職員も な のでご支援︑ ご協力
んと か復活させた い の程よろしく お願い
と 思 い ︑ 生 産 に 必 要 申し 上 げ ま す︒
な材 料や作業工程 な
どの 学習を行い︑ つ
いに 今年度より製 作
を開 始することが で

参 加費 無 料

第１７号

下駄の貯金箱

ジョイジョイワークたかにし通信

﹁下駄の 貯金箱﹂は︑
１９８７年ジョイジョ
イワーク 第二作業所
の開所当 初から︑松
永は下駄 の町にちな
んで生産 が開始され︑
企 業や 各団 体 から
﹁松永を 代表するお
土産品﹂ としてと大
好評を頂 いて参りま
した︒
その後 ︑生産は一
旦中止さ れていたの
ですが様 々な団体の
方から下 駄の貯金箱
をもう一 度復活させ
て欲しい という声を

第１７号

ジョイジョイワークたかにし

電話 084‑933‑0927
またはＨＰから！

昨年の３月より一年間、「スーパーバイザー」の講習を受けました。多種に
わたる福祉施設職員が参加し、講師の指導の下、ディスカッションを行いまし
た。内容は福祉、施設サービスの質の向上に向けてどう組織力を高めるか、様々
な問題をどう対応していくか等、その核となる職員養成といったものでありま
した。
講習を受ける過程と、終了後では心境に大きく変化があり仕事に対する意欲
や意識が高まった。本当に受講してよかったと感じる。この研修で強く感じた
のは、「とにかくチームワークが大切だという事！」。支え支えあうこと、職
員全体で一つ一つの問題に取り組み喜びやしんどさを共感しあうこと、そうす
れば明るい透明性のある施設におのずとなり、利用者さんも安心して施設での
生活ができると思う。今後、この講習を受けて学んだ事を施設活動、業務に十
分活かせるよう努力して行きたい。
生活支援員

藤原 志保

