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６・２１創立２周年記念行事
（
述べ１８０名を超える参加者が
歌と演奏、笑いと涙も！！

69‐47‐7519

デ

当日は心配していた雨も上がり、Ⅰ部は１００名
を超える参加者、Ⅱ部はご家族や親御さん、町内
関係機関の方々、Ｍ＆Ｊファンの方など総勢８０
名を超える参加で楽しい時間を過ごしました。
また記念行事に合わせて音楽シリーズの新しい法人
デザインカットも誕生しました。（右上）

昨年の創立記念行事は、利用者ご家族の方中心で５０名弱の規模でしたが、この２年
間に拡がった、利用者父母を始め町内学校関係者の方、事業所関係、育成会関係者など、
ほがらか企画をご支援頂いている個人や団体の方々が沢山ご参加下さいました。
今回創立２年目の企画として行った意味を、広い参加層や支援者や関係機関の繋がり
からも確信することができました。
ご参加、応援して下さったみなさん、ありがとうございました。
～職員一同～
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ⅰ部は子どもたちと地域の音楽サークルの合同演奏が実現（左上）
今回は、地域の「中高生軽音楽サークルたまてばこ」とびぃーぼスタッフと子ども
たちの合同練習を行い、当日は総勢９名で３曲演奏しました。
数回の練習でしたが、それぞれが当日精一杯力を出すことができたと思います
客席からも沢山の拍手を頂きました。「たまてばこ」とは今年のクリスマス会をと
次なる目標の話も進みました。
Ⅱ部 Mareka & Junji コンサート
・・・楽しみですね・・・

Ⅱ部は普段の生活と少し離れた「時間と空間」
楽器を奏でる音色に癒され、
笑いと涙も、素敵な感動をありがとう！
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6/21 創立記念行事報告①

ほがらかハート展は、一般的な「字」の
書道から、「実用書道」・絵画的な字まで、
子どもの興味にあった「書道」を取り組み、
書道を習う職員や専門家の方からも助言
を頂き準備をしてきました。
前号でご紹介した１月～２月開催した
同展示会を 6/21 当日も会場内フロアーで
開催。来場者の方々に観て頂きました。
第１回ほがらかハート展も今回が最終

創立記念Ⅰ部Ⅱ部に加えて今回会場の
フロアーに「ほがらかハート展」を開催
しました。

回です。来年第２回はどんな作品が展示さ
れるのか楽しみです。

創立記念行事報告②
＊11：30＊■当日の打合せ風景■

■実行委員会で準備した記念行事■

～パン作り研究会（武豊町）

創立２年目の記念行事は、Ⅰ部が子ども
や家族友達が主人公で「楽しむ音楽」。
Ⅱ部は楽器を奏でる「聴く音楽」と二つの
企画と展示会の盛りだくさんでしたが、職
員５名で「実行委員会」を結成し準備を行
ってきました。
実行委員会の内２名が大学生スタッフ
で会議も授業終了後の為、４回行った会議
は毎回手作り夕食を食べながらの準備で

の美味しいパンを食べながら↓～

＊13：00＊■ほがらかハート展準備中■
13：00・・

した。

■当日は２０名のスタッフで
準備・運営を行いました■
■会場づくり■

ほがらか企画のスタッフは現在２１名
残念ながら当日参加できなかったスタッ

←「たまてばこ」

フもいましたが、当日ボランティアも合わ
せて２０名で準備・運営を行いました。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

メンバーも一緒
に会場づくり
をしました。
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■１４時いよいよⅠ部スタート■
♪開場前から並んで待っている親子は
笑顔いっぱい。黄色のＴシャツを着たスタ
ッフから「こんにちは！」の元気な挨拶で
さあいよいよ開場です。「ハレルヤ」の歌
に合わせて参加者全員の歌から始まり、び
ぃーぼで練習してきた「ハメハメハ～」の
曲で元気に盛り上がりました。

■ホール看板付■

プログラム①友情出演
■あんどーさんミニライブ■
＊ドラえもんやトトロ、オリジナル曲＊
プログラム②友情出演
■中高生軽音楽サークルたまてばこ■
・花は咲く・上を向いてあるこう・

プログラム③びぃーぼの子ども出演
＊カホーンのＤ君・ギターＹ＆Ｍさん
その後は会場みんなで大合唱！！

ギターＹ＆Ｍさん

Ⅱ部 Mareka & Junji コンサート
♪遠くは埼玉県からファンの方が駆けつ
カホーンＤ君
け、８０名を超える参加者でした。大人の
参加者にプレゼントした「ギネスビール」 ＊最後はスタッフとＭ＆Ｊで記念写真＊
を早速飲みながら楽しむ人、心に響く音色
に涙する人ｅｔｃ．ご家族での参加、遠方
から、町内関係機関の方など、初めて聴く
楽器の音色に「良かった」の声を沢山いた
だきました。
お二人は翌日無事アイルランド・ツアー
に出掛けました。♬ ♫
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今年のびぃーぼ菜園紹介
昨年はゴーヤ、キュウリ、トマトなどを栽培した「びぃーぼ菜園」でしたが
今年は「もっと楽しく！」とスイカやメロン、枝豆に挑戦しました。
枝豆は７月初旬に収穫し「おやつの付合せ」
にしましたが、豆の色が濃く、味もしっかりと
して子どもやスタッフに大人気でした。
＊豆類大好きな→
Ｋちゃんが収穫中＊

←可愛いスイカ
さてどう分けて
食べようかな？！

法人の事業を
これまでも沢山
のボランティア
が支えて下さい
ましたが、個人

ほがらか水族館物語
びぃーぼには生き物が大好きな子が
沢山います。ダンゴ虫・バッタに蝶々

ほ
が
ら
か
し
島ま
ん
人ち
ゅ

の活動でした。
今回人数も
増え今回正式に
社協に登録し
活動を行う事
になり、名称
をつけることになりました。
「ほがらか島」に集う人と言う
思いを込めました。

そんな子どもたちと一緒に育て始め
た魚たちの報告を前号でしましたが、
残念ながら初回は水槽が３週間目に空
っぽになってしまいました。
専門店に相談をして２ヵ月余、水の改
善から取組、現在ではほがらか水族館で
生まれたプラティー・グッピー・レッド
シュリンプ等３０匹以上が元気に泳いで
います。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
サ
ー
ク
ル

これからもよろしくお願いいたし
ます。
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＊夏企画＊8/12

・15 日ほがらかハート展武豊中央公民館終了
・16 日社労士打合せ

郡上八幡小那比デイキャンプ

・17 日 6.21 創立記念打合
・21 日知多南部デイ事業所連絡会

ほがらか企画会員や利用者対象に
募集し、２２家族総勢８０名超える
大所帯での企画となりました。
天候が一番気になりますが、郡上八
幡の素晴らしい自然と川に囲まれた

愛知県事業者集団指導
・22 日相談事業所ほがらか企画見学
アルバイト面接
・23 日アルバイト面接
・25 日マゴソ企画打合せ

「社会館野外活動センター」
（写真）を
お借りして取り組みます。
今回 6/21 創立記念行事でお世話にな
った「武豊町民会館」の大きな駐車場
をお借りすることができ、大所帯の集

・28 日地元大足民生児童委員ほがらか企画見学
5月
・1 日第１回 6/21 創立記念実行委員会
・3-4 日県外会員事業所見学２名
・5 日豊川 21 日打合せ

合解散も安心して企画することができ
ました。

・8 日武豊町教育支援実務者会議
マゴソ会場申込・税理士打合せ
・11 日びぃーぼ利用者関係機関ケース会議
・13 日職員会議・カリキュラム
・知多南部放課後デイ事業所連絡会
アルバイト面接
・15 日ほがらか企画総会
・19 日 11/8 名義後援申請周り
・21 日自立支援協議会子ども部会
・23 日半田支援学校運動会見学
・27 日社会館バンド応援

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

・28 日 11/8 広報回り
・29 日第２回 6/21 創立記念実行委員会
武豊町社会福祉協議会評議委員会

4-6 月ほがらか活動報告

・30 日 6/21 サークルたまてばこ合同練習
6月

4月

・2 日 8/21 デイキャンプ駐車場借用申請

・1 日新年度準備・会議・車検

社協ボランティア申請

・2 日びぃーぼ開始

・4 日 6/21 会場ゆめプラ打ち合わせ

・3 日ボランティア受入

ホーム社会館行事応援

・5 日県内被災避難者ふれあいまつり（名古屋）

・6 日バリアフリーコラボレーション会議

ほがらかバンド出演

びぃーぼ土曜日お迎え開始

・6 日ほがらかハート展終了（大垣共立銀行）

・9 日びぃーぼ利用者ケース会議

・8 日ほがらかハート展武豊中央公民館準備

・10 日 6.21 企画演奏練習

・14 日税理士経理打合せ

・11 日さぽーと２会議
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■４月１日～６月末までのご支援・

・12 日 6.21 創立記念第 3 回実行委員会

ご協力下さった方々のご芳名を掲載
し、報告・お礼とさせて頂きます。

・14 日 6.21 企画たまてばこ合同練習
・15 日自立支援協議会武豊町部会
・16 日パン研オープニングお祝い

（順不同・敬称略）

社労士打合せ

・出口智康・山田寛・松野繁雄・柴田明男

・17 日県申請書類発送

・伊賀喜則・久野遥雅・松本千津子・

たまてばこ合同練習

・増本広寿・石黒康英・岡野久治・

・18 日 6.21 創立記念第４回実行委員会

・増元治恵美・株式会社スズマン商事

・20 日 6.21 創立記念準備

・アサヒカルピスビバレッジ株式会社

・21 日法人創立２周年記念行事

・6.21 法人創立２周年記念参加者

・23 日知多南部地域放課後デイ事業所連絡会
・24 日下門区・武豊社協と災害対策関係打合

・・・ありがとうございました・・・

税理士打合
・25 日個別支援計画個人懇談開始
・27 日ＮＰＯ法人こども＆ネット理事会

今後の企画予定紹介

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

１．企画名
２．日 時
３．会 場
４．協力券
５．出 演
６．内 容

７．実施概要

８．広報宣伝
９．後
援

10．協
11. 主

賛
催

～音楽は世界をつなぐ～

ケニア・マゴソスクール支援～

トーク＆ライブ 早川千晶・大西匡哉
（仮称）
２０１５年１１月８日（日）
午後１時３０分開場 午後２時開演～４時終了
武豊町中央公民会 講堂
１.０００円（一般） 子ども５００円（小中高生）
早川千晶・大西匡哉
マゴソスクールの取り組みを映像と講演を交えて紹介し
生徒たちが歌っている歌やアフリカの歌を太鼓のリズム
で歌い、参加者も一緒に踊り楽しむ。
①参加対象者：福祉関係団体等及び一般２００名程度
②プログラム：全体約１２０分
・マゴソスクール現地の様子等映像
・悲惨な過去や貧困の中でも希望を持って生きる
子どもたちの姿を語りで紹介
・明るく生きる人々の歌など会場と一緒に踊り歌う
関係機関等にチラシ配布・その他の周知方法。
名義後援承認済（2015.6.1 現在）
・武豊町・武豊町教育委員会・武豊町社会福祉協議会
・日本福祉大学・武豊町手をつなぐ育成会（他依頼中）
関係企業等（予定）
ＮＰＯ法人ほがらか企画音楽は世界をつなぐ実行委員会
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