協 力を頂きました 地
域 の皆様へ感謝と お
礼 の気持ちを込め て︑
﹃ 夏祭り﹄を開催 し
ました︒
この夏祭りでは 利
用 者を始め︑ご来 場
い ただいた︑皆様 に
少 しでも楽しいひ と
時 を過ごしてもら い︑

虹をこえて

２００５年９月１日

施設開所８周年記念交流行事

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 しは︑今年
８月で施 設開所８年
目を迎え ました︒そ
こで︑こ れまでジョ
イジョイ ワークたか
にしを支 えて下さっ
た︑たく さんのボラ
ンティア の方をはじ
め︑様々 なご支援ご
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良い想い出に なれば
と思い︑何ヶ 月も前
から全職員で 企画を
行い準備を進 めてき
まし た ︒
当日は︑た くさん
の方から激励 やお礼
の言葉を頂き ︑職員
一同本当にう れしく
思い︑とても 大きな
勇気をもらっ たよう
に思 い ま す ︒
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【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

８月 ８日 ︵月 ︶当
施設にて ︑手打ちう
どん教室 を行いまし
た︒講師 には駅家町
から加藤 清子さんを
お招きし てご指導を
頂きまし た︒初めて
体験され る方が多く︑
かなり悪 戦苦闘しな
がら頑張 っていまし
た︒
経験の ある方はお
分かりだ と思います
が︑手打 ちうどんっ
てかなり 力仕事なん
ですよね ！今回体験
された方 の中には翌
日に筋肉 痛になった
方がいる そうです⁝︒

〒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
【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】http://www.nizinokai.or.jp
【メール】 joyjoy@nizinokai.or.jp

《趣旨・目的》
近年、障害者福祉制度は支援費制度の導入など大幅な見直しや変更が行われ、障害者をとりまく環境
は著しく様変わりしています。また、さらなる障害者福祉制度の抜本的な改革として障害者自立支援法
案が国会等において審議されておりましたが8月には廃案が決定的となり、在宅福祉サービス等の財源
不足は必至と言われるなど今後の見通しは全くの不透明となりました。この状況下、障害者本人、家族
は非常に大きな不安を抱えているのが現状です。本行事では地域の人達とふれあい、共に行動すること
で、当事者達が抱える不安を少しでも自分たちが暮らす街の人達に理解して頂き、共に支えあえる環境
の構築を目指し、また障害者と地域の子どもたちがふれあう事で、その子どもたちに将来、障害者に対
し真の理解ある街づくりを行ってほしいという願いが込められています。これまでは会場を２箇所に分
けて開催していましたが、第１８回では会場をグラウンドの１箇所にすることで、より一層障害者と来
場者がふれあう機会が増えればと考えております。

２００５年９月１日

車いす＆アイマスク体験

ジョイジョイワークたかにし通信

﹃電車でＧＯ！﹄

８月 日︵土︶︑
車いす＆ アイマスク
体験﹃電車でＧＯ！﹄
を 開 催し ま し た ︒
体 験 コー ス は ︑
松永公民 館↓ＪＲ松
永駅↓Ｊ Ｒ福山駅↓
サントー ク内散策↓
帰路︒
当日は 地元の小中
学生８名 と家族︑先
生︑職員 総勢２０名
が参加し ︑車イス︑
アイマス クを使用し
ての電車 の乗降車や
階段︑エスカレーター
など様々 な体験をし
て頂きま した︒体験
者からは ︑﹁障がい
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者 の視線で街を見 る
と まだまだ不便な と
こ ろがいっぱいで す
ね ︒﹂などの声が 出
る など︑みなさん そ
れぞれ何かを感じ取っ
て おられるようで し
た︒
月２日に松永 中
学 校で開催する﹃ 第
回まつながみん な
で生きよう考えよう﹄
にて子ども福祉フォー
ラ ムを行い︑この 体
験 を通じて感じた こ
と ︑疑問に思った こ
と など詳細をご紹 介
を したいと考えて い
ます︒
18

10

６月 日︵火 ︶に
福山リーデン ローズ
において︑辛 島美登
里さん＆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︒た くさん
の方からのご 支援ご
協力をいただ き︑と
てもすばらし いコン
サートを行う ことが
できました︒ 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︒
28

『障害者自立支援法案の行方についての研修会』
この度、社会福祉法人虹の会は開所８周年
目を迎えました。これまでたくさんの方にご
支援ご協力を頂きました事、心よりお礼申し
上げます。今回８周年を記念してバッジを製
作販売することとなりました。収益金はジョ
イジョイワークたかにしの将来展望に向けて
の活動資金として利用させて頂きたいと考え
ています。何卒、趣旨をご理解頂き、ご協力
を頂けますようお願い申し上げます。
（ネクタイピンとして使用できます。）

ジョイジョイワークたかにしでは、今後の
福祉制度について家族も含めてしっかり学
習をし、知識向上に努めるため、講師をお
招きして合同研修会を開催します。
講師：財団法人 日本知的障害者福祉協会
常任理事 大島 謙 様
日時：２００５年９月２５日（日）
午前９時３０分から１１時５０分
場所：ジョイジョイワークたかにし
主催：社会福祉法人 虹の会
ジョイジョイワークたかにし
※参加者は原則関係者のみとなっていますが、ご
希望の方は事前にお問い合わせください。

編集後記
今月は行事報告と予定を中心
に掲載しています。行事等に
ついてのご意見・お問い合わ
せをお寄せください。

青年ボランティアグループ『ＺＥＲＯ』が
結成１２周年を記念してアルバム
（ＣＤ）を製作しました。１枚￥1,000で販
売していますので是非一度聴いてみてくだ
さい(^^♪
今迄、地域行事や団体の行事に出演してい
ました。機会があれば声を掛けてください。

第２０号

ジョイジョイワークたかにし通信

２００５年９月１日

『第１８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、お手伝い頂け
るボランティア、また、企画運営にご協力くださる方を募集しています。
ご協力頂ける方につきましては下記日程でボランティア主旨説明会を行いますので、
どうぞお気軽にご参加くださいますようお願いいたします。
☆『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。

【行事主旨説明とボランティア説明会及び地域行事企画検討委員会】

日時：９月１４日（水）１９時から
場所：福山市松永公民館
お問い合わせは、ジョイジョイワークたかにしまで！
お電話の方 ９３３−０９２７
メールの方 joyjoy@nizinokai.or.jp

ご家庭にねむっている遊休品がありませんか？ご提供頂ける用品な
どがございましたらジョイジョイワークたかにしまでご連絡をお願い
します。用品の受け取りに関しましては当施設の職員がお宅まで直接
お伺いしますのでお気軽にご連絡ください。
※地域によってはお伺いできない場合があります。

