日に第４回目

に開催され 、芦屋 市保健

のイベント は、毎 年７月

ェアを開催 しまし た。こ

しや保 健福 祉フ ェア と併 せて 行い

ートを 行っ てい ます が、 今回 はあ

第４日 曜日 にエ ント ラン スコ ンサ

芦屋市保健福祉センターで毎月

エントランスコンサート

第４回あしや保健福祉フェア開催
７月

福祉センタ ーや木 口記念
ました。
今 回 は「 春待 ち ファ ミリ ーＢＡ

ＡＮＤ さん は、 身近 な物 は何 でも

の方に知っ てもら い、身

今年は約 ５００ ０名の

楽器に して しま い、 コン ビニ のビ

ＮＤ」 など ４団 体に 出演 して いた

方にお越し いただ けまし

ニール 袋ま でも 楽器 にし てし まい

近に感じて いただ くため

た。天気が 良かっ たおか

ます。 当日 はク シを 楽器 代わ りに

だきま した 。春 待ち ファ ミリ ーＢ

げもあり、 館外で も館内

して演奏されていました。

きます。

団体が参加し、

つかご紹介 させて いただ

内で行われ た企画 をいく

あしや保 健福祉 フェア

企画が行われました。

ムシフェス タなど 様々な

スタンプラ リーや カブト

など約

芦屋市内の 障がい 者施設

やボランテ ィア連 絡会、

芦屋市社 会福祉 協議会

で賑わっていました。

でも皆様の 楽しそ うな声

に行っています。

会館、あし や温泉 を地域

となるあし や保健 福祉フ

２７
２０
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他にも、フラダンスやかもめの
水兵さんの手話歌、夏は来ぬとい

思っております。

最 後 にご 協 力い ただ い た団 体の

かし、 少し でも 人が 来て くれ るよ

うに人 目に つき やす い場 所で 映像

を流し たり 、案 内表 示を 多く する

など様 々な 工夫 を凝 らし 、昨 年よ

皆様、ありがとうございました。

を行い、小さなお子様から大人の

りも多くの方で賑わっていまし

った童謡など様々なコンサート

方まで、大変盛り上がっていまし

た。

ＤＶＤなど様々な物を上映いたし

スでは 、芦 屋の 施設 を中 心に 福祉

木 口 記念 会館 ２ 階フ リー スペー

まって 、色 々な 施設 の話 を直 接聞

晴らしい作品ばっかりでした。

顔がと ても キラ キラ して いて 、素

ど の 作品 もお 子 さん の満 面の笑

ていただきました。

イアウ トま でし ても らい 展示 させ

画は応 募し てい ただ いた 皆様 にレ

笑顔展 」を 開催 しま した 。こ の企

し、展 示さ せて いた だく 「子 供の

近くで は、 子供 の写 真を 一般 公募

福祉 サー ビス 合同 説明 会の すぐ

子供の笑顔展

た。出演いただいた皆様、ありが
とうございました。

ＤＶＤ上映会
今回当財団は、木口記念会館１
階多目的ホールでＤＶＤの上映会
を行いました。上映させていただ
いたのは、今までに当財団の助成
金で作られた障害福祉関係のＤＶ
Ｄを上映いたしました。
施設の紹介、身体障害者野球の
ドキュメンタリー、精神障害者の

ました。中には、何故このＤＶＤ

サービ ス合 同説 明会 を行 って いま

福祉サービス合同説明会

を作ったのか、上映前に説明を行

した。

地域移行支援のためのガイダンス

ってくれた団体の方もいらっしゃ

身体に障がいを抱えながら野球

けるの で、 聞き に来 られ た方 にと

近 隣 の障 害者 施 設が １カ 所に集

に打ち込む姿や社会や制度と必死

っては とて も便 利だ った かと 思い

いました。

に戦った障がい者の方を今回の上

昨 年 はな かな か 人が 集ま らなか

ます。
き、少しでも障害福祉関係の事を

ったようで、今年はその反省を生

映を通じて大勢の方に見ていただ

知っていただけたのではないかと

今回、あしや保健福祉フェアで
行われた企画をいくつか紹介させ
ていただきましたが、認知症や成
年後見制度についての講演会やス
トレス度チェック、ビーズネック
レスなどのカンタン手作りコーナ
ーといった紹介できてない楽しい
企画がまだまだあります。
すべて回れば一日遊ぶ事もでき、

夏のさをり織り

バザー＆カフェ

情報閲覧コーナー 設置

イベント案内

関係のたくさんの団体の方から機関紙

当財団では、障害福祉関係や地域福祉 〈第６回障がい児・者作品展〉

目的ホールにて、芦屋メンタルサポート

をいただいております。今までは２階の 品展」を、芦屋市福祉センター１階エン

８月８日、９日の二日間、当会館の多

センターによる「夏のさをり織りバザー

フリースペースに置かせていただいて トランスホールと当会館１階交流ホー

月８日（金）から

日（木）

今年で６回目となる「障がい児・者作

＆カフェ」を開催しました。

いましたが、より多くの方に見ていただ ルにて、

けるように、９月からは１階の交流ホー まで開催いたします。

さをり織りの体験、筆箱や小銭入れと
い っ た 小物 か ら手 さ げカ バ ンな ど の 大
ルに「ボランティア活動

の機関紙

で、是非お越し下さい。

品を展示していただけると思いますの

ました。今年も昨年に負けず、色々な作

生徒さんの作品を展示させていただき

昨年、当会館では芦屋特別支援学校の

すので、皆様是非お越しください。

芦屋市の障がい児・者の絵画や写真、

きい物まで色々ありました。また、芦屋

んでも情報コーナー」を新たに設置し、 手 芸 な ど 様 々 な 作 品 を 展 示 す る 予 定 で

な

市保健福祉センター１階で「カシュカシ

そちらに掲示させていただきました。

現在で

市民活動

ュ」というカフェがあるのですが、その
出張店をやっていて、イベント用のメニ
ューなどもあり、どちらも多くの方で賑

他 の 団体 の 方も 「 こん な 企画 が し た

を置かせ

団体ほど

い！」という事がございましたら、当会

ていただ

わっていました。

館までお問い合わせください。

いており、
色々な情
報を提供
させてい
ただいて
おります。
「うちの機関紙も置いて欲しい！」と

〈個々から展〉

回ＮＨＫ杯全国高校放

日（土）
、

『ここから』上映

月

時

日（日）

送コンテスト入選作品

第

内容 重度失語症者による作品展

日時

時～

無料

主催 淡路自立サポートセンター

入場料

〈さをりバザー〉

月

日（火）
、

日（水）

製作のさをり製品のバザーなど

内容 芦屋メンタルサポートセンター

日時

時間は未定です。

クリスマス会 仮
de
( 〉
)

主催 芦屋メンタルサポートセンター

〈芦屋

月

時

日（土）

分～

分

設の授産品販売など

本コーナー、障がい者施

プラレールコーナーや絵

内容 発達障がい児の啓発交流会

日時

時

無料

主催 あっとオーティズム

参加費

年

月

日

発行 公益財団法人 木口福祉財団

発行日 平成

お問い合わせ先

木口記念会館

号

番

１

ＦＡＸ ０７９７ ３
-５ ５
-２６１

ＴＥＬ ０７９７ ３
-５ ５
-２６２

芦屋市呉川町

１０

ご家族で来られてもお友達と来ら

また、障がい児・者作品展以外にも木
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30
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いう団体の方がございましたら、お気軽
に当会館までご連絡下さい。また、地域
福祉関係のイベントでしたら、チラシの
掲示等ご協力させていただいておりま
すので、是非ご連絡下さい。

14

１４

れても楽しめると思います。
来年も色々な企画をご用意し
て、皆様にお越しいただけるよう
なイベントにして行こうと思って
いますので、よろしくお願いいた
します。

口記念会館で行われるイベントがござ

いますので、ご案内いたします。
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