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　子育て中の親子が気軽に集い、交流を通じて情報交換を行うとともに、育児相談や専門の相談員による発達に
関する相談、子育て支援の講習会を行っています。
　東・西・南・北福祉センターは高齢者の憩いの場として親しまれていますので、高齢者の皆様とのふれあいの
機会も多く、異世代間交流にも積極的に取り組んでいます。

子育てスポットすくすく広場
対象：0歳から概ね 3歳までの乳幼児とその親、子育てに関心のある人
日時：火曜日から土曜日の午前 10時～午後 3時　利用料：無料　申込：不要

社協では東・西・南・北福祉センターで開設しています。

北福祉センター内　奈良市右京一丁目1－4北部会館2階　Tel 0742－71－3501 

複合施設（北部図書館・北部出張所・市民文化ホール）内にあり、助産師・歯科衛生士による
講習会や絵本の読み聞かせ、コンサート等を開催してい
ます。まんまる

奈良市南福祉センター
　南福祉センターでは、地域の一人暮らしの高齢者等に対して、閉じこもり防止を図るため、地域
交流サロンを実施しています。近隣の民生委員の方にご協力いただき、事業の周知を行なってい
ます。近隣には農家の方がたくさんいらっしゃるので、アドバイスをいただきながらセンター敷地
内にサツマイモの苗を植えました。11月には収穫祭を予定しています。
　その他にも、七夕飾りを作ったりクリスマスコンサートなど、高齢者と子育て親子がふれあう事
のできる行事を実施しています。
開館時間：午前９時～午後５時　
浴室時間：正午～午後４時（火・水・金・土曜日）
設置施設：娯楽室・談話ホール（無料）、交流室・講座室・会議室（有料）

イクメンパパ
近鉄高の原駅すぐ
〈交通アクセス〉

西福祉センター内　奈良市百楽園1丁目9－13　Tel 0742－41－3151 　

緑豊かで閑静な住宅街の中にあります。
職員が行う折り紙遊びや体操などのイベントもあります。こ あ ら

大家族そろって参加

0歳からのコンサート

季節のあそび

乳幼児の歯の手入れ

絵本とわらべ歌の広場
近鉄学園前駅から奈良交通バス
「百楽園二丁目」バス停下車

〈交通アクセス〉

東福祉センター内　奈良市法蓮町1702－1　Tel 0742－24－3151

ベビーマッサージ、タッチセラピーなど親子のふれあいを大切に開催しています。
また、各種講座や育児経験を活かした見守りボランティア等
を通じて、高齢者との交流を図っています。ぷーさん

ベビーマッサージ ぷーさんの様子 高齢者との折り紙あそび
近鉄奈良駅から奈良交通バス
「鴻ノ池」バス停下車

〈交通アクセス〉

南福祉センター内　奈良市南永井町45－1　Tel 0742－62－3730

明るく広々とした部屋でのびのび遊び、
高齢者と一緒に菜園づくりも行っています。ぽ っ ぽ

近所の農園でいちご採り ぽっぽの様子 センターの芝生で水遊び
近鉄･JR奈良駅から奈良交通バス
「南福祉センター」バス停下車

〈交通アクセス〉
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障がい者福祉サービス
（591,850）
高齢者福祉サービス
（503,599）
法人運営
（254,946）
地域福祉活動
（128,205）
子育て支援
（35,734）
福祉サービス支援
（12,514）
収益
（1,228）
その他
（141,973）

（単位：千円）

○一般会計 （単位：円）

（単位：円）

会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
助成金収入
受託金収入
指定管理料収入
事業収入
共同募金配分金収入
介護保険収入
自立支援費等収入
会計単位間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
その他の収入
前期末支払資金残高
　　　　　計

収　　　入 支　　　出
2,323,685
9,563,299

225,881,513
1,915,910
80,154,559
495,262,789
7,999,228
8,429,738

102,424,823
145,344,269
119,405,883
96,917,371
19,040,678
235,778,029
1,550,441,774

人件費支出
事務費支出
事業費支出
助成金支出
経理区分間繰入金支出
固定資産取得支出
及び繰入支出
積立預金積立支出
その他の支出
当期末支払資金残高

　　　　　計

784,550,366
44,127,537
263,178,642
23,253,879
97,017,371

505,640

62,278
681,390

337,064,671

　
1,550,441,774

○授産施設特別会計

前期末支払資金残高

　　　　  計

収　　　入 支　　　出
118,380,228

118,380,228

会計単位間繰入金支出
当期末支払資金残高
　　　　  計

118,380,228
0

118,380,228

（単位：円）○収益事業特別会計

事業収入
その他の収入
　　　　  計

収　　　入 支　　　出
1,227,947

41
1,227,988

事務費支出
会計単位間繰入金支出
　　　　  計

202,333
1,025,655
1,227,988

平成24年度  事業報告と決算
【事業報告】
　平成２４年度は、住民の皆様との協働を強化し、「地域にお
いて安心して暮らせる仕組みづくり」を推進するべく、５項目
の重点目標（１．組織基盤の充実・強化　２．相談・支援の充実　
３．地域福祉活動の推進　４.介護認定調査の受託、５．在宅福祉
の充実）に沿って、行政、保健・医療機関、福祉団体・施設、その
他幅広い組織との連携により積極的な事業展開を図りまし
た。中でも、介護保険制度における重要な業務である要介護
認定調査及び旧鳥見幼稚園舎において地域との連携を目指
した新たなデイサービスセンター「ふらっと」を開設するなど
介護保険関連事業を中心とした事業の拡充を図りました。
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決算（勘定科目別）

平成24年度決算（事業分野別）

0.7% 8.5%
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椿井地区　社会福祉協議会椿井地区　社会福祉協議会

椿井地区

　椿井地区社協の方々は自分たちの住む地域を良くしたいという強い思いを持って、様々

な活動を展開されており、「赤い羽根共同募金」はこれらの活動を支える大切な財源として

位置づけられています。

　募金活動にあたっては、戸別募金のほか地域に数多い商店や企業へも何度も足を運び、

募金の協力を伝え続けられました。こうした努力が実り、募金はもとより、商店・企業の

方々も采女祭の前に行われる猿沢池周辺の清掃活動などの地域活動に積極的に参加され

るようになりました。このことを振り返って佐原さんは、募金運動を通じて地域ぐるみの活

動が拡がったと話してくださいました。

　そして地区社協の皆さんの努力と住民・商店・企業が一体

となって集められた募金は市社協を通じて、地域への助成

金として活かされています。

　椿井地区では地区社協を中心として世代間交流や福祉活

動に力を入れられており、その活動費として共同募金が役

立っています。

　たとえば「折り紙教室」で高齢者から小学生に伝えられた折り紙の技術が、長寿祝いの訪問で届けられる鶴亀の折り紙

づくりに生かされたり、「子どもたちにふるさとの思い出を」との思いから、椿井小学校の創立１４０周年に合わせて、椿井

地区自治連合会や諸団体・地区社協・商店・企業からなる地域住民の総力により「つばいまつり」を開催されるなど、世代

間での温かい交流、思いやりの心が生きる活動を展開されています。

　取材を通じて、椿井地区の皆さんの自分たちの地域を良くしようとの熱い思いが、共同募金運動への熱心な取り組みと

なり、さらに新たなマンパワーを引き寄せ、地域を支え次代を育む大きな力となっていくのだと感じました。

　「共同募金」は、数ある募金活動の中で唯一、社会福祉法に明記されている募金運動です。厚生
労働大臣の告示により毎年１０月１日から１２月３１日の期間中、都道府県単位に組織された共同募
金会が主体となり、全国各地で行われています。
　戦後、社会福祉事業法（旧法）が制定されたとき、社協と共同募金会は一体となり民間の社会福
祉活動を進めると示されました。さらに、平成１２年の社会福祉法への改正では、共同募金の目的
に「地域福祉の推進」が明記されています。
　以上のことから、多くの市町村社会福祉協議会に都道府県共同募金会の支会・分会がおかれ、
募金運動の窓口となっています。
　奈良市社協でも県共同募金会の奈良市支会の業務として、共同募金運動や災害義援金の受付、
支会理事会の開催等に取り組んでいます。

　共同募金会は「全国災害たすけあい」として、共同募金の仕組みを利用して被災者の方々
の生活支援をするための義援金の募集を行っています。
　中央共同募金会に集まった「東日本大震災義援金」の金額は平成25年8月23日現在
41,156,404,428円で、その内40,917,557,792円が既に被災県に送金され、被災地行政に
よって被災状況に応じて一定の金額が配分され、その全額が被災者の生活支援に使われて
います（中央共同募金会が手数料等を取ることは一切ありません）。

子どもたちを育む思いやりの心、
次代に伝える地域への愛

地域で集めた赤い羽根共同募金が、
地域の福祉活動などの財源に役立っています！

　椿井地区社会福祉協議会は、旧市街地に位置し、昭和41年に市で３番目に設立された
歴史のある地区社会福祉協議会です。椿井地区社協では古くから共同募金運動に力を
入れ、助成金を効果的に社協事業に役立ててこられました。
　今回はその取り組みについて、末廣会長と常任理事の佐原さんにお話を伺いました。

赤い羽根共同募金

赤 い 羽 根 募 金：21,342,103円
歳末たすけあい募金：  1,581,738円  平成24年度募金額（奈良市）

今年も共同募金へのご協力お願いします。
　　　　　奈良県共同募金会奈良市支会　電話 ０７４２－９３－３２９４問合せ先

奈良市内では、どれくらい集まって、どんな活動に活かされているの？

平成24年度　対象者分類内訳（奈良市）

義援金は被災者にちゃんと届いているの？

社協と共同募金の関係は？

高齢者にむけて
45％

住民全般にむけて
41％

児童･青少年にむけて
10％

障がい児・者にむけて  3％

例：子育て支援活動など

　今年も１０月１日から全国一斉に「赤い羽根共同募金運動」が始まります。
共同募金は「じぶんの町を良くするしくみ」として、地域にある「さまざまな
困りごと」を解決するための住民活動の支援のために使われています。
　今回は、共同募金のＱ＆Ａを取り上げるとともに、共同募金の配分をさまざ
まな地域福祉活動に活かされている椿井地区社会福祉協議会の取り組みをご
紹介します。

～特集　共同募金運動～

▲ 椿井地区社協の末廣会長（左）と佐原さん（右）

▲ 元気に踊る子どもたちと全員参加の盆踊りの様子（つばいまつり）

例：地域のふれあい活動

例：防災非難訓練 例：ふれあい給食会

例：市内の地区社会福祉協議会等が
　　行うふれあいサロン活動など

例：障がい者の就労支援事業、地
　　域で孤立しがちな障がい者・
　　児との地域のつながり事業

赤い羽根共同募金 検索

はねっと 検索

もっと詳しく知りたいという方は
こちら↓

第18号　平成25年10月1日発行04 第18号平成25年10月1日発行 05



椿井地区　社会福祉協議会椿井地区　社会福祉協議会

椿井地区

　椿井地区社協の方々は自分たちの住む地域を良くしたいという強い思いを持って、様々

な活動を展開されており、「赤い羽根共同募金」はこれらの活動を支える大切な財源として

位置づけられています。

　募金活動にあたっては、戸別募金のほか地域に数多い商店や企業へも何度も足を運び、

募金の協力を伝え続けられました。こうした努力が実り、募金はもとより、商店・企業の

方々も采女祭の前に行われる猿沢池周辺の清掃活動などの地域活動に積極的に参加され

るようになりました。このことを振り返って佐原さんは、募金運動を通じて地域ぐるみの活

動が拡がったと話してくださいました。

　そして地区社協の皆さんの努力と住民・商店・企業が一体

となって集められた募金は市社協を通じて、地域への助成

金として活かされています。

　椿井地区では地区社協を中心として世代間交流や福祉活

動に力を入れられており、その活動費として共同募金が役

立っています。

　たとえば「折り紙教室」で高齢者から小学生に伝えられた折り紙の技術が、長寿祝いの訪問で届けられる鶴亀の折り紙

づくりに生かされたり、「子どもたちにふるさとの思い出を」との思いから、椿井小学校の創立１４０周年に合わせて、椿井

地区自治連合会や諸団体・地区社協・商店・企業からなる地域住民の総力により「つばいまつり」を開催されるなど、世代

間での温かい交流、思いやりの心が生きる活動を展開されています。

　取材を通じて、椿井地区の皆さんの自分たちの地域を良くしようとの熱い思いが、共同募金運動への熱心な取り組みと

なり、さらに新たなマンパワーを引き寄せ、地域を支え次代を育む大きな力となっていくのだと感じました。

　「共同募金」は、数ある募金活動の中で唯一、社会福祉法に明記されている募金運動です。厚生
労働大臣の告示により毎年１０月１日から１２月３１日の期間中、都道府県単位に組織された共同募
金会が主体となり、全国各地で行われています。
　戦後、社会福祉事業法（旧法）が制定されたとき、社協と共同募金会は一体となり民間の社会福
祉活動を進めると示されました。さらに、平成１２年の社会福祉法への改正では、共同募金の目的
に「地域福祉の推進」が明記されています。
　以上のことから、多くの市町村社会福祉協議会に都道府県共同募金会の支会・分会がおかれ、
募金運動の窓口となっています。
　奈良市社協でも県共同募金会の奈良市支会の業務として、共同募金運動や災害義援金の受付、
支会理事会の開催等に取り組んでいます。

　共同募金会は「全国災害たすけあい」として、共同募金の仕組みを利用して被災者の方々
の生活支援をするための義援金の募集を行っています。
　中央共同募金会に集まった「東日本大震災義援金」の金額は平成25年8月23日現在
41,156,404,428円で、その内40,917,557,792円が既に被災県に送金され、被災地行政に
よって被災状況に応じて一定の金額が配分され、その全額が被災者の生活支援に使われて
います（中央共同募金会が手数料等を取ることは一切ありません）。

子どもたちを育む思いやりの心、
次代に伝える地域への愛

地域で集めた赤い羽根共同募金が、
地域の福祉活動などの財源に役立っています！

　椿井地区社会福祉協議会は、旧市街地に位置し、昭和41年に市で３番目に設立された
歴史のある地区社会福祉協議会です。椿井地区社協では古くから共同募金運動に力を
入れ、助成金を効果的に社協事業に役立ててこられました。
　今回はその取り組みについて、末廣会長と常任理事の佐原さんにお話を伺いました。

赤い羽根共同募金

赤 い 羽 根 募 金：21,342,103円
歳末たすけあい募金：  1,581,738円  平成24年度募金額（奈良市）

今年も共同募金へのご協力お願いします。
　　　　　奈良県共同募金会奈良市支会　電話 ０７４２－９３－３２９４問合せ先

奈良市内では、どれくらい集まって、どんな活動に活かされているの？

平成24年度　対象者分類内訳（奈良市）

義援金は被災者にちゃんと届いているの？

社協と共同募金の関係は？

高齢者にむけて
45％

住民全般にむけて
41％

児童･青少年にむけて
10％

障がい児・者にむけて  3％

例：子育て支援活動など

　今年も１０月１日から全国一斉に「赤い羽根共同募金運動」が始まります。
共同募金は「じぶんの町を良くするしくみ」として、地域にある「さまざまな
困りごと」を解決するための住民活動の支援のために使われています。
　今回は、共同募金のＱ＆Ａを取り上げるとともに、共同募金の配分をさまざ
まな地域福祉活動に活かされている椿井地区社会福祉協議会の取り組みをご
紹介します。

～特集　共同募金運動～

▲ 椿井地区社協の末廣会長（左）と佐原さん（右）

▲ 元気に踊る子どもたちと全員参加の盆踊りの様子（つばいまつり）

例：地域のふれあい活動

例：防災非難訓練 例：ふれあい給食会

例：市内の地区社会福祉協議会等が
　　行うふれあいサロン活動など

例：障がい者の就労支援事業、地
　　域で孤立しがちな障がい者・
　　児との地域のつながり事業

赤い羽根共同募金 検索

はねっと 検索

もっと詳しく知りたいという方は
こちら↓

第18号　平成25年10月1日発行04 第18号平成25年10月1日発行 05



第18号　平成25年10月1日発行06 第18号平成25年10月1日発行 07

らくじ会グループ

介護のことなら何でもお気軽にご相談下さい。
奈良市を中心に、医療、ケアハウス、特別養護老人ホーム、介護付有料老人ホーム、

在宅サービス等を展開する社会福祉法人です。

らくじ会グループ一覧

社会福祉法人 楽慈会　ＴＥＬ 0742-25-3550
株式会社 楽慈会　　　ＴＥＬ 0742-24-4165

http://s-rakuji.com

●らくじクリニック　奈良市南新町19-1　ＴＥＬ 0742-26-4165
●特別養護老人ホームらくじ苑　奈良市八条5丁目437-11　TEL 0742-30-1800
●ケアハウスらくじ苑　奈良市南京終町13-4　TEL 0742-25-3550
●介護付有料老人ホームなら白寿苑　奈良市法蓮佐保山1丁目8-30　TEL 0742-24-4165
●介護付有料老人ホームらくじ苑大和西大寺　奈良市西大寺南町2371-1　TEL 0742-49-4165

平成25年12月 グループホーム開設予定

らくじ 検索

ら

く

じ

か

い

内科（消化器・循環器・呼吸器）、外科、整形外科、神経内科
リハビリテーション科、肛門科、脳神経外科、皮膚科、放射線科、麻酔科
【その他】人間ドック、特定健診、特定保健指導、一般健診、予防接種

救急労災指定

奈良西部病院
理事長　櫻井　立良

診察時間：午前９時～１２時まで　　午後１時～４時まで
備　　考：皮膚科・脳神経外科については診療日が限られています

土曜日は午前中のみです
日・祝日の外来診察は休診です　但し、急患はこの限りにあらず

医療法人   拓生会

奈良市三碓町２１４３－１（帝塚山大学  東生駒キャンパス向かい）
ＴＥＬ  ０７４２－５１－８７００　http://www1.kcn.ne.jp/̃nk-c-hp/

福祉ホットライン福祉ホットライン
このコーナーでは、奈良を住みよいまちにするために
日々活動する団体等を紹介しています。
今回は、自閉症の子どもを育てる母親達で結成された
「奈良ＨＡＨＡＨＡキャラバン隊」を紹介します。

奈良ＨＡＨＡＨＡキャラバン隊とは？
 13名の母親達で構成された「奈良ＨＡＨＡＨＡキャラバン隊」は、毎回４～５名のユニットを組んで奈良県内で発達障が
いに関する講演活動を行なっています。これまで、学校での講演をはじめとして教職員研修や民生委員研修、人権セ
ミナーなど奈良市内での実績も多く、約90分の講演では、話を聞くだけでなく障がいの疑似体験を多く盛り込み、“イ
ヤーマフ”や“タイムタイマー”などの支援グッズの紹介・展示なども行なっています。
　周囲から障がいへの理解が得にくく、その言動などが誤解されやすい「自閉症」や「アスペルガー症候群」の人たち
のことを「困った人ではなく、困っている人だ」との認識
のもと、その人の出来ること、出来ないことを理解して
もらえるよう講演内容が工夫されています。

メンバーへのインタビュー

・“母の気持ち”という公演メニューは、学校の先生からの
リクエストが多いです。特に普通学級の先生が、保護者
の気持ちを理解したいと興味を持たれることが多いよう
です。
・幼稚園などの講演では、障がいの有無に関係なく普段の
子どもへの接し方の見直しになったという保護者の声が
多く聞かれます。
・この講演を聞いて、自閉症、発達障がいの子どもの見方
や接し方を変えてもらい、一番の味方になってもらえた
らと思っています。
・もしキャラバンの活動がなければ、自分が子育てでへこ
たれていたと思います。今まで反応のなかった講演は一
つもなく、逆に元気をもらってきました。自閉症の子ど
もたちが社会で生きていくための理解者をもっともっと
増やしていきたいと思っています。

FAX：０７４４－３３－４７５５
Ｍａｉｌ：asj_nara_oomiya@yahoo.co.jp

誰でも参加できるイベントのご案内です。皆様のご参加をお待ちしております。

　 今年で30回目を迎える『ふれあい大会』。［あいでつながる わたしたちのまち奈良 ～来て 見て 知って
　 私たちのこと～］をテーマに、障がい理解を深めるためのイベントを企画しています。
日　時：平成25年11月 9日（土）　10時～15時
場　所：奈良市総合福祉センター
内　容：ステージ、模擬店、障がい疑似体験、田原地区伝統芸能保存会による「おかげ踊り」「千本づき」、
　　　　スタンプラリー他
問合せ：総合福祉センター　℡.0742－71－0770

ふ れ あ い 大 会

　 「子育て」をテーマに住民が集い、様々な世代が楽しんで交流できるイベントです。　
日　時：平成２５年11月30日（土）　10時～13時
場　所：都祁福祉センター
内　容：子育て用品のリユースバザーやフリーマーケット、模擬店、おもちゃ病院の開院、軽食の移動販売など
問合せ：都祁福祉センター　℡.0743－82－2624

つげこどもまつり

　 月 1回（11月を除く）、様々なテーマで学習会を行っています。
　 お茶やお菓子を楽しみながら、気楽に交流しましょう！
日　時：平成25年10月 12日・12月 14日の各土曜日10時～12時
場　所：奈良市ボランティアセンター　1階　談話ホール
内　容：10月12日…「手作り遊具」や「さわる絵本」（以降の内容は「ならしみんだより」をご覧下さい。）
問合せ：ボランティアセンター　℡.0742－26－2270

ボランティアサロン

　 月 1回いろんなボランティアグループによるコンサートを行っています。
　 普段、見たり聴いたりする機会の少ない楽器の演奏もあり、きっと楽しんでいただけることでしょう！
日　時：10月24日・11月 28日・12月 26日の第4木曜日　13時30分～14時 15分
場　所：鳥見ふらっと　1階　地域交流室
内　容：10月…CHIGU♪HUG（歌＆ピアノ）、11月…ハンドベル合奏グループ“さくら荘”、
　　　　12月…帝塚山学園ギターマンドリンクラブ
問合せ：鳥見“ふらっと”　音楽・地域支援係　℡.0742－93－3741

ふらっとミニコンサート

　　～知ってほしいな　自閉症・発達障がいのこと～

奈良　自閉症　きずな 検索

日本自閉症協会 検索

≪見え方体験≫
ペットボトルの筒を通してみた画像
が何かを当てるクイズ。自閉症の人
たちの特殊な見え方や一部しか見え
ない限定的な視野を体験。

≪聞こえ方体験≫
４人のキャラバン隊が同時に話し、
それぞれ異なる言葉を聞き取る体
験。遠くや近くの音を聞き分けて
フィルターをかける脳の働きが上手
くいかない状態を説明。

≪コイン入れ体験≫
利き手ではない手に軍手を二重には
めて、指先でコインをつかみボトル
に入れる体験。周囲から制限時間を
せかし立てることで、不器用な子ど
もたちの気持ちを体験。

もっと詳しく
知りたいという方は
こちら

福祉車両のレンタカー
お気軽にご用命ください

奈良市北之庄西町 1丁目 11-3TEL : 0742-61-5662（すずき）

ハイエース　2台
ノア　1台
ワゴンＲ　1台

http://www.294mirai.com/

奈良HAHAHAキャラバン隊

湯 浅 さん光 野 さん

上 島 さん田 中 さん

ご案内
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ミナーなど奈良市内での実績も多く、約90分の講演では、話を聞くだけでなく障がいの疑似体験を多く盛り込み、“イ
ヤーマフ”や“タイムタイマー”などの支援グッズの紹介・展示なども行なっています。
　周囲から障がいへの理解が得にくく、その言動などが誤解されやすい「自閉症」や「アスペルガー症候群」の人たち
のことを「困った人ではなく、困っている人だ」との認識
のもと、その人の出来ること、出来ないことを理解して
もらえるよう講演内容が工夫されています。

メンバーへのインタビュー

・“母の気持ち”という公演メニューは、学校の先生からの
リクエストが多いです。特に普通学級の先生が、保護者
の気持ちを理解したいと興味を持たれることが多いよう
です。
・幼稚園などの講演では、障がいの有無に関係なく普段の
子どもへの接し方の見直しになったという保護者の声が
多く聞かれます。
・この講演を聞いて、自閉症、発達障がいの子どもの見方
や接し方を変えてもらい、一番の味方になってもらえた
らと思っています。
・もしキャラバンの活動がなければ、自分が子育てでへこ
たれていたと思います。今まで反応のなかった講演は一
つもなく、逆に元気をもらってきました。自閉症の子ど
もたちが社会で生きていくための理解者をもっともっと
増やしていきたいと思っています。

FAX：０７４４－３３－４７５５
Ｍａｉｌ：asj_nara_oomiya@yahoo.co.jp

誰でも参加できるイベントのご案内です。皆様のご参加をお待ちしております。

　 今年で30回目を迎える『ふれあい大会』。［あいでつながる わたしたちのまち奈良 ～来て 見て 知って
　 私たちのこと～］をテーマに、障がい理解を深めるためのイベントを企画しています。
日　時：平成25年11月 9日（土）　10時～15時
場　所：奈良市総合福祉センター
内　容：ステージ、模擬店、障がい疑似体験、田原地区伝統芸能保存会による「おかげ踊り」「千本づき」、
　　　　スタンプラリー他
問合せ：総合福祉センター　℡.0742－71－0770

ふ れ あ い 大 会

　 「子育て」をテーマに住民が集い、様々な世代が楽しんで交流できるイベントです。　
日　時：平成２５年11月30日（土）　10時～13時
場　所：都祁福祉センター
内　容：子育て用品のリユースバザーやフリーマーケット、模擬店、おもちゃ病院の開院、軽食の移動販売など
問合せ：都祁福祉センター　℡.0743－82－2624

つげこどもまつり

　 月 1回（11月を除く）、様々なテーマで学習会を行っています。
　 お茶やお菓子を楽しみながら、気楽に交流しましょう！
日　時：平成25年10月 12日・12月 14日の各土曜日10時～12時
場　所：奈良市ボランティアセンター　1階　談話ホール
内　容：10月12日…「手作り遊具」や「さわる絵本」（以降の内容は「ならしみんだより」をご覧下さい。）
問合せ：ボランティアセンター　℡.0742－26－2270

ボランティアサロン

　 月 1回いろんなボランティアグループによるコンサートを行っています。
　 普段、見たり聴いたりする機会の少ない楽器の演奏もあり、きっと楽しんでいただけることでしょう！
日　時：10月24日・11月 28日・12月 26日の第4木曜日　13時30分～14時 15分
場　所：鳥見ふらっと　1階　地域交流室
内　容：10月…CHIGU♪HUG（歌＆ピアノ）、11月…ハンドベル合奏グループ“さくら荘”、
　　　　12月…帝塚山学園ギターマンドリンクラブ
問合せ：鳥見“ふらっと”　音楽・地域支援係　℡.0742－93－3741

ふらっとミニコンサート

　　～知ってほしいな　自閉症・発達障がいのこと～

奈良　自閉症　きずな 検索

日本自閉症協会 検索

≪見え方体験≫
ペットボトルの筒を通してみた画像
が何かを当てるクイズ。自閉症の人
たちの特殊な見え方や一部しか見え
ない限定的な視野を体験。

≪聞こえ方体験≫
４人のキャラバン隊が同時に話し、
それぞれ異なる言葉を聞き取る体
験。遠くや近くの音を聞き分けて
フィルターをかける脳の働きが上手
くいかない状態を説明。

≪コイン入れ体験≫
利き手ではない手に軍手を二重には
めて、指先でコインをつかみボトル
に入れる体験。周囲から制限時間を
せかし立てることで、不器用な子ど
もたちの気持ちを体験。

もっと詳しく
知りたいという方は
こちら

福祉車両のレンタカー
お気軽にご用命ください

奈良市北之庄西町 1丁目 11-3TEL : 0742-61-5662（すずき）

ハイエース　2台
ノア　1台
ワゴンＲ　1台

http://www.294mirai.com/

奈良HAHAHAキャラバン隊

湯 浅 さん光 野 さん

上 島 さん田 中 さん

ご案内
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脳疾患の後遺症が
あるのですが、病状もよく
わかってくれる先生で、
話もよく聞いて
もらっています。

～今お持ちの健康保険証が使える～

糖尿病で人工透析を
受けていますが、

訪問マッサージは便利です。
透析のスケジュールに
合わせてもらいながら、
毎週３回お願いしています。

1回340円～580円
程度です。

ゆうとぴあグループでは１年間延べ2万人の施術実績

「親思う心に勝る親心」という言葉はご存知でしょうか。子が親を思
う心よりも、子を思いやる親の気持ちのほうがはるかに深いという
ことです。今回、奈良 HAHAHA キャラバン隊の取材の中で、子を
思うお母さんの気持ちを感じることができましたが、子は親を思え
ているのかと自分なりに振り返る機会となりました。   （編集委員M）

　本会では住民相互の支え合い活動
の支援をはじめ、住民個々の生活上
の悩みや相談への対応、介護保険・
障がい福祉サービスの提供など、奈
良市にお住まいの方々の福祉の増進
に取り組んでおります。本会の取り
組みに一人でも多くの方にご賛同い
ただき会員拡充につながればと思っ
ています。よろしくお願い致します。

総務課 0742-93-3100

問合わせ先

社協会員募集

①個人会員
　　　年間 1口　　  1,000 円
②施設・団体会員
　　　年間 1口　　  5,000 円
③賛助会員（企業等）
　　　年間 1口　　10,000 円

　夏休み、地域の子どもたちと高齢者がふれあえる機会
をもとうと、センターで活動される将棋サークル「棋友会」
の皆さんの協力を得て、地域の青和小学校５年生との「将
棋交流対局」を開催しました。当日は６名の小学生が対局を通じ様々なアドバイスを受
けながら、将棋の礼儀作法や知識を教えていただきました。棋友会の他のメンバーの方
も次々と様子を見に来てくださり、にぎやかな一日になりました。
　対局を終えて、棋友会の方からは「孫と接しているみたいで楽しかった」など子ども
たちとの交流を喜ぶ声が聞かれました。また、小学生からは「（将棋のルールを）はじめ
て知った」「全然勝てなかった」など驚きの声とともに、棋友会の方々への尊敬の念が伝
わってきました。これからも、小さな活動を積み重ねながら世代間交流や地域交流の輪
を広げていきたいと思います。

社協事業報告

夏休み将棋交流対局夏休み将棋交流対局
in 西福祉セン

ター

検索奈良市社協
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