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はねっと先生 ナラコちゃん

奈良県共同募金会

共同募金運動とは・・・
　共同募金運動は、都道府県を単位にして行われています。各都道府県内で共同募金としてお寄せいただいた
募金は、同じ都道府県内で、子どもたち、高齢者、障がい者などを支援するさまざまな福祉活動や、災害時支
援に役立てられます。 共同募金運動の期間は10月１日から翌年３月31日までの６か月間で、全国一斉に行わ
れます。

共同募金のしくみ
　共同募金は、地域の福祉団体等からの助成申請により助成計画を作成し、その計画に基づき、助成事業に必
要とされる目標額を毎年定めています。つまり、地域ごとに課題解決に必要な使いみちの額を事前に決めてか
ら募金活動を行う「計画募金」です。
　募金による助成には、市町村での活動を応援する地域助成と、市町村を越えた広域での活動や新たな活動を
応援する広域助成があります。

地域配分金（地域助成）
　各市町村共同募金委員会に配分されるお金です。奈良市では次のような事業に使われています。
　〇地域福祉推進事業助成　〇地区社協事業助成　〇在宅福祉サービス事業助成 など

広域配分金（広域助成）
　県内で活動する団体や施設、民間の社会福祉活動等に配分されるお金です。例えば・・・
　〇社会福祉団体助成　〇社会福祉施設助成　〇住みよい地域づくり支援事業助成
　〇子ども・青少年育成支援事業助成　〇奈良県ぴ～すぺ～すプロジェクト事業助成 など

災害等準備金
　各都道府県共同募金会では、災害発生後、すぐに災害支援を行えるように、災害等準備金とし
て積み立てています。被災地に設置される災害ボランティアセンター支援等に役立てられます。

各市町村での募金が集めら

れ、使いみちが決められます。

地域配分金は市町村募金委員

会でさらに使いみちが決めら

れます。
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奈良県で集められ
た募金は、災害等
準備金を除き、全
てが奈良県内で活
用されるんだよ。

地域配分金 広域配分金 災害等準備金

使いみちの詳しい内容
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共同募金基礎知識・用語の説明共同募金基礎知識・用語の説明
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　東里地区の人口は約700人。地区では、高齢化・過疎化が進む中、住み慣れ
た地域でいきいきと暮らし続けられるよう住民同士のつながりや声かけなどを
大切にされています。
　以前、近隣の高齢者夫婦宅で、旦那さんがデイサービスに行っている間に、
いつもは元気な奥さんが体調を崩し倒れていたという出来事があり、東浦会長
は「近所にいながら気付くことが出来なかった」と、何か起きた時への備えの
必要性を強く感じられました。そこで地区社協として、訪問による見守りだけ
ではなく、異変が起きた時に自ら『助けて』と発信し周囲に気付いてもらえる
ように、70歳以上の高齢者を対象に防犯ブザーを配付されました。今後さらに、民生委員・自治会長・地区社協が
防犯ブザーの電池交換に伺う等、定期的に家庭訪問を行い、継続的な見守りにつなげようとされています。
　日々の見守り活動は様々な形で行われています。東里地区では、新聞が数軒毎にまとめて集合ポストに配達され
ますが、そこへ各家庭から取りに行く仕組みになっている町では、もしも新聞が残っていると、お互いが自宅を訪
問し様子を伺うようにしています。また、地区内にある南庄町では、毎月15日に女性がおしゃべりをする『南庄町
サロン』と、月末の土曜日に町内の方が誰でも参加できる『南庄町カラオケサロン』が開催されており、参加者同
士の交流や欠席者を気にかける見守りの場にもなっています。

　地区社協では現在、「エゴマ」で地域を元気にしようと取り組んでおら
れます。きっかけは、民生委員でもある東副会長が、家族が病気で体調を
崩した際に「何か改善に役立つ食べ物はないか」と探した結果、エゴマの
効能を知ったことで、家族だけでなく「地域の高齢者を元気に！」とエゴ
マの栽培をはじめられました。
　エゴマ油には動脈硬化予防や認知症予防などに良い効果があるそうで、
敬老会でプレゼントし、その良さを知っていただくことで、エゴマの栽培
が広がって、生産者と栽培面積が増えると地域の活性化にもつながると考
えておられます。

　幼少期を共に過ごした同級生でもある東浦会長と東副会長。最後に
「自分たちが暮らしてきた地域は自分たちで守っていくことが大切。
見守り以外にも通院や買い物支援など課題はありますが、地域活動を
通じてつながりを大切にし、地域づくりを進めていきたい。」と語っ
てくださいました。

東里流“みまもり”のあれこれ

エゴマで「地域の高齢者を元気に！」

今後に向けて

東里地区社会福祉協議会
　東里地区は市の東部に位置し、標高200～500ｍのなだらかな
山々が広がる大和高原の北部にあります。昼夜の寒暖差を活かした
品質の高いお米が作られており、日本の原風景ともいえる美しい棚
田が多く見られる地域です。高齢化率が46.8％で、人口の減少・
高齢化が一層進むことが予想されるため、地域の生活環境の整備が
大きな課題となっています。
　今回は、住み慣れた地域でいきいきと暮らし続けるために行われ
ている「見守り活動」の現状や、「地域活性化」を図る取り組みな
どについて、東浦会長と東副会長にお話をお伺いしました。

東里地区

▲配布される防犯ブザー

▲東浦会長と東副会長（左）

▲エゴマ油とエゴマの葉

　去る６月29日、奈良市地区社会福祉協議会会長会が開催され、市内
7ブロックの幹事が新たに選出されました。幹事の中から、会長、副
会長も互選され、新体制がスタート。吉岡前会長は相談役として引き
続き関わっていただくことになりました。
　今年度は、「安心・安全に暮らせる福祉のまちづくりにむけて」をテー
マに、「地域でのみまもり」や「地区別福祉活動計画の策定促進」、「活
動に必要な人材・財源・拠点の確保」等についての検討を行います。

●地区社協会長会●
平成27年度に市内46地区の地区社協を組織
化。地区社協間での情報交換、課題共有の円
滑化や本会および行政との連携強化により活
動の充実を図り、地域福祉の推進に取り組む。

奈良市地区社会福祉協議会会長会

　平成30年度第１回会長会の様子

会長会会長　高橋 克己 氏　会長会副会長　森田 春海 氏　大形 楠紀 氏
ブロック名／幹事名

中　央／高橋克己 氏

南　部／桝谷　紘 氏
中西部／森田春海 氏
西部北／大形楠紀 氏
西部南／森本徹也 氏
東　部／荻田精吾 氏
北　部／作間　泉 氏

新体制スタート　！

　倉敷市真備町での支援活動から感じたこと

地区名（◎印は幹事選出地区）
佐保、大宮、椿井、済美、鼓阪、◎大安寺西、飛鳥、
佐保川、済美南
帯解、◎大安寺、精華、東市、辰市、明治
伏見、西大寺北、あやめ池、都跡、平城、六条、◎伏見南
登美ヶ丘、青和、二名、◎平城西、東登美ヶ丘、鶴舞
奈良 帝塚山、◎学園南、鳥見、富雄南、富雄、学園三碓
田原、東里、大柳生、◎柳生、狭川、月ヶ瀬、都祁
右京、神功、◎朱雀、左京、佐保台

育西食育アイデア弁当

寄付贈呈式

　６月13日（水）育英西中学校・
高等学校にて、育西食育アイデ
ア弁当の寄付贈呈式が行われま
した。
　お弁当の売上金から贈呈され
た寄付金は、本会が行う〝いい
ばしょプロジェクト″の活動資
金として大切に活用させていた
だきます。
　ありがとうございました。

災害ボランティアセンター立ち上げ支援
 7月の西日本豪雨災害発生４日後からの４日間、甚大な被害を受けた倉敷市真備町等
において、被災された方とボランティア支援を繋ぐために開設された倉敷市災害ボラ
ンティアセンターの応援スタッフとして従事しました。
 ボランティアは10人程度で１つのチームをつくり、被災世帯の支援を行っていまし
たが、被害は広範囲にわたり、1軒1軒の調整では必要なボランティアを繋げられな
い状況でした。その週末からは全国からより多くのボランティアが来ることが予想さ
れており、被災世帯に必要な支援を届けるため、自治会の方々のご協力で、支援が必
要な世帯を取りまとめてもらい、そのエリア一帯にバスで大人数のボランティアをお
送りし、泥だしや家財の運び出し等の活動を行っていただきました。

現場で感じたこと
　支援調整を行って感じたことは、自治会での付き合い等、普段から地域での繋がりが
ある方は、災害時でも困りごとが発信でき、支援にも繋がりやすいということです。
 また、依頼の中には「シングルマザーで障がいのある子が二人いて、とても自分一
人ではできない」、「うつ病で一人暮らし。周囲は片付いていくのに自分の家だけは
片付かないことが不安でたまらない」などの声があり、災害時の困りごとから、福祉
的な支援に繋げていくことの大切さを感じました。
　今回の被災地は、事前にハザードマップで浸水が想定されていた地域でもあったと
いうことです。奈良市でも、ハザードマップをよく確認し、事前の備えや地域のつな
がりを再構築していくことの重要性を改めて感じました。　（本会職員　後藤文造）

本会の支援状況
（８月21日現在）

・災害ボランティアセンター
　運営支援（倉敷市）　
　　８名　延べ27日間　

・特例貸付窓口応援業務　
１名　　　５日間　

・義援金　※各所属窓口で
　　　　　　 受付中です。
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　去る６月29日、奈良市地区社会福祉協議会会長会が開催され、市内
7ブロックの幹事が新たに選出されました。幹事の中から、会長、副
会長も互選され、新体制がスタート。吉岡前会長は相談役として引き
続き関わっていただくことになりました。
　今年度は、「安心・安全に暮らせる福祉のまちづくりにむけて」をテー
マに、「地域でのみまもり」や「地区別福祉活動計画の策定促進」、「活
動に必要な人材・財源・拠点の確保」等についての検討を行います。

●地区社協会長会●
平成27年度に市内46地区の地区社協を組織
化。地区社協間での情報交換、課題共有の円
滑化や本会および行政との連携強化により活
動の充実を図り、地域福祉の推進に取り組む。

奈良市地区社会福祉協議会会長会

　平成30年度第１回会長会の様子

会長会会長　高橋 克己 氏　会長会副会長　森田 春海 氏　大形 楠紀 氏
ブロック名／幹事名

中　央／高橋克己 氏

南　部／桝谷　紘 氏
中西部／森田春海 氏
西部北／大形楠紀 氏
西部南／森本徹也 氏
東　部／荻田精吾 氏
北　部／作間　泉 氏

新体制スタート　！

　倉敷市真備町での支援活動から感じたこと

地区名（◎印は幹事選出地区）
佐保、大宮、椿井、済美、鼓阪、◎大安寺西、飛鳥、
佐保川、済美南
帯解、◎大安寺、精華、東市、辰市、明治
伏見、西大寺北、あやめ池、都跡、平城、六条、◎伏見南
登美ヶ丘、青和、二名、◎平城西、東登美ヶ丘、鶴舞
奈良 帝塚山、◎学園南、鳥見、富雄南、富雄、学園三碓
田原、東里、大柳生、◎柳生、狭川、月ヶ瀬、都祁
右京、神功、◎朱雀、左京、佐保台

育西食育アイデア弁当

寄付贈呈式

　６月13日（水）育英西中学校・
高等学校にて、育西食育アイデ
ア弁当の寄付贈呈式が行われま
した。
　お弁当の売上金から贈呈され
た寄付金は、本会が行う〝いい
ばしょプロジェクト″の活動資
金として大切に活用させていた
だきます。
　ありがとうございました。

災害ボランティアセンター立ち上げ支援
 7月の西日本豪雨災害発生４日後からの４日間、甚大な被害を受けた倉敷市真備町等
において、被災された方とボランティア支援を繋ぐために開設された倉敷市災害ボラ
ンティアセンターの応援スタッフとして従事しました。
 ボランティアは10人程度で１つのチームをつくり、被災世帯の支援を行っていまし
たが、被害は広範囲にわたり、1軒1軒の調整では必要なボランティアを繋げられな
い状況でした。その週末からは全国からより多くのボランティアが来ることが予想さ
れており、被災世帯に必要な支援を届けるため、自治会の方々のご協力で、支援が必
要な世帯を取りまとめてもらい、そのエリア一帯にバスで大人数のボランティアをお
送りし、泥だしや家財の運び出し等の活動を行っていただきました。

現場で感じたこと
　支援調整を行って感じたことは、自治会での付き合い等、普段から地域での繋がりが
ある方は、災害時でも困りごとが発信でき、支援にも繋がりやすいということです。
 また、依頼の中には「シングルマザーで障がいのある子が二人いて、とても自分一
人ではできない」、「うつ病で一人暮らし。周囲は片付いていくのに自分の家だけは
片付かないことが不安でたまらない」などの声があり、災害時の困りごとから、福祉
的な支援に繋げていくことの大切さを感じました。
　今回の被災地は、事前にハザードマップで浸水が想定されていた地域でもあったと
いうことです。奈良市でも、ハザードマップをよく確認し、事前の備えや地域のつな
がりを再構築していくことの重要性を改めて感じました。　（本会職員　後藤文造）

本会の支援状況
（８月21日現在）

・災害ボランティアセンター
　運営支援（倉敷市）　
　　８名　延べ27日間　

・特例貸付窓口応援業務　
１名　　　５日間　

・義援金　※各所属窓口で
　　　　　　 受付中です。

第38号平成30年10月１日発行第38号　平成30年10月１日発行



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

わわたたししたたちちににででききるるこことと そそれれはは、、

快快適適なな生生活活をを提提供供すするるこことと

保険のことならわたしたちにご相談ください

ＭＳ奈良株式会社
三井住友海上新特級ランク代理店

：０７４２－３５－６０９０
〒 奈良市大宮町 大宮西田ビル

前田総合事務所司法書士

オータム・アミーゴ・フィエスタ ２０１８

多彩な音楽ステージ、体験コーナー、キッチン
カー、授産品販売、障がい者団体模擬店 ほか
平成30年11月11日（日）  11：00～ 15：00
総合福祉センター　TEL 0742－71－0770
　　　　　　　　　FAX 0742－71－0773

ボランティアフェスティバル

各種模擬店、手作り品バザー、ボランティア登録
団体による音楽等の発表、昔遊び体験 ほか
平成30年11月17日（土）10：30～ 14：00
ボランティアセンター　TEL 0742－26－2270
　　　　　　　　　　　FAX 0742－26－2003

月ヶ瀬 ちびっこランド

地区社協・地元企業との共催で、親子の遊びと
体験の機会づくり ほか
平成30年11月中旬 10：30～ 15：00
月ヶ瀬福祉センター　TEL 0743－92－0204
　　　　　　　　　　FAX 0743－92－0967

つげ こどもまつり

子育てグッズ等のバザー、おもちつき、おもちゃ
病院、ぜんざいの振る舞い、フラダンス ほか
平成30年11月25日（日）10：00～ 14：00
都祁福祉センター　TEL 0743－82－2624
　　　　　　　　　FAX 0743－82－2625

１．資金収支決算総額

２．収入決算額の内訳

項目別決算額

決算書の項目 金　　額

収

　入

支

　出

事業活動収入計
施設整備等収入計
その他収入計

1,081,293,541
0

2,614,681
1,083,908,222
277,479,938

1,361,388,160

小　　　　　計
前期末支払資金残高
合　　　　　計

決算書の項目 金　　額
事業活動支出計
施設整備等支出計
その他支出計
小　　　　　計
当期末支払資金残高
合　　　　　計

指定管理料収入
経常経費補助金収入

障害福祉サービス等事業収入

介護保険事業収入

受託金収入

事業収入
会費収入
負担金収入
貸付事業収入
その他の収入

460,760,578

179,220,967

135,124,660

115,128,914
112,425,695
52,420,996
15,993,072
3,276,000
1,529,000
861,000
7,167,340

（単位：円）

4.8%
1.5%

0.7%
0.1%

0.1%0.3%

３．支出決算額の内訳

人件費支出

事業費支出

事務費支出

助成金支出

貸付事業支出

その他の支出

　平成29年度は「見守り」をキーワードに、身近な地域で困りごとを受け止めつないでいく体制づくり、多様な協働による
地域福祉への参画と資源開発に努めました。具体的には、地域みまもりサポート制度の試行、相談支援機能強化と、災害対
応マニュアルの策定、権利擁護支援の強化、いいばしょプロジェクトの拡充等に取り組みました。
　また、法人設立50周年をむかえ、10年・20年先の法人のあり方を検討し、特に運営・財政基盤を強化し活動計画を推進
していくために、考課を含む人事管理制度の制定、自主事業の経営改善を図るための組織体制の整備や事業所運営の検討
を行いました。

1,089,741,065
427,680
91,792

1,090,260,537
271,127,623

1,361,388,160

809,934,367

159,172,751

102,597,450

15,947,656

740,000

1,868,313

奈良市社会福祉協議会　平成29年度事業・決算報告

秋の催し秋の催し秋の催し秋の催し秋の催し秋の催し

～参加して 広げよ
う 地域の輪～

みなみ ふれあいフェスティバル

子どもの遊びコーナー、多世代が楽しめるファ
ミリーコンサート、健康体操 ほか
平成30年10月27日（土）10：00～ 15：00
南福祉センター　TEL 0742－62－3730
　　　　　　　　 FAX 0742－62－3780

寄附金収入42.5%

16.5%

12.5%

10.6%

10.4%

収入決算額
1,083,908,222

74.3%

14.6%

9.4%

1.5%

0.2%
0.1%

支出決算額
1,090,260,537

（単位：円） （単位：円）

※詳細は、WAMNET

奈良県北葛城郡王寺町畠田 1-221-1

TEL0745-72-8848 FAX0745-72-8860

すべてはお客さまの笑顔のために～

三井住友海上火災保険㈱
三井住友海上あいおい生命保険㈱

株式会社　保険ワールド

総合保険代理店
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★みどり園ってどんなところ？

　発達の様子が違うなぁ、発達がゆっくりだ
なぁと思われる就学前までの子どもが、保護
者と一緒に療育に励む通園室です。
　親は子どもの特性を理解し、子は親に対し
て安心して甘えることができるような関係づく
りをめざしています。

奈良市総合福祉センター

障がい児親子通園室みどり園障がい児親子通園室みどり園
★活動内容（ある日の一日）

１０：００
１０：５０
　

１１：４０
１２：０５

１２：３０
１３：４０
１５：３０
１５：４５

★ボランティア
　砂場、虫、葉っぱ、人形など、子どもたちの興味関心は様々ですが、どの子の目もキラキラ輝いています。前
はこうだったからという思い込みではなくいつも新しい気持ちで接するように心がけています。だからこそ「みど
り園」は、うれしさ、楽しさに何度も出会え、子どもたちがますます大好きになる心地良い空間です。

★卒園児の母　（１年半通園　小３Ａ君）
　私の傍から離れず泣いてばかりの息子も、今は地域の小学
校で勉強も友達づきあいも頑張っています。親子通園なので、
一緒に色々な経験ができ、息子の感じている不安や困難を知
ることができました。他の子の楽しみや喜びが時には息子に
とっては不安要素だったことがわかったり、また良い所もたく
さん見えるようになりました。経験・知識の豊富な先生が、心
が折れそうになっている親をすぐに察知し、ケアをしてくださ
るので安心して素の自分を出すことができ、正直楽ではなかっ
た子育ても乗り越えられたのだと思います。通園した人が共通
に感じているのは親子の絆が深まったということではないで
しょうか。

　本会では、東・西・南・北福祉センター及び総合福祉センターにおいて子育てに悩
んでいる方への支援を行っています。とりわけ、このみどり園においては、子ども
の発達に不安を抱えておられる親子の支援を行っています。是非一度ご相談くだ
さい。一緒に考えていきましょう。
 ＜問い合わせ先＞　奈良市総合福祉センター内　みどり園　７１－０７７０

★卒園児の母　（２年５ヶ月通園　19歳Ｂ君）
　通園時に抱っこしてくすぐり遊びを喜んでいたころが懐かしいです。褒めて励まして、
息子の喜ぶ姿を見ながら一緒に遊び、親子の大事な時間を過ごしました。かけがえ
のない時を先生方に見守られ本当に心が安らぐ場所でした。動きが活発で目が離せ
ない時期が長く続き、行方を探し回ったこともありました。そんな息子も徐々に成長
し、自分の部屋で一人で寝るようになり、自分の時間を楽しむことができるようにな
りました。19歳の今、お留守番やお手伝いをして助けてくれるようになっています。

自由遊び
集団遊び
体操・お名前よび・手遊び（親子遊び）
サーキット遊び
（マット・跳び箱・トンネルくぐり）
絵本（読み聞かせ）・製作・体操
トイレ
おやつ　　　　　
おかえりの活動　　
シール張り
お名前呼び
終了
保護者勉強会
おかえりの活動
終了育ちの基本は“楽しい！”です。親が楽しめると子どもも楽しくなるよ！

インタビュー
しました
インタビュー
しました

子どもの行動や
気持ちを捉えて
関わり方のコツ
を学びましょう。

いろんなことをやって
みよう！
まねっこできるかな？
難しかったらお母さん
に助けてもらってね。

自由に思いっきり遊ぶこと
で次の活動に入りやすいよ。
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すべてはお客さまの笑顔のために～

三井住友海上火災保険㈱
三井住友海上あいおい生命保険㈱

株式会社　保険ワールド

総合保険代理店
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★みどり園ってどんなところ？

　発達の様子が違うなぁ、発達がゆっくりだ
なぁと思われる就学前までの子どもが、保護
者と一緒に療育に励む通園室です。
　親は子どもの特性を理解し、子は親に対し
て安心して甘えることができるような関係づく
りをめざしています。

奈良市総合福祉センター

障がい児親子通園室みどり園障がい児親子通園室みどり園
★活動内容（ある日の一日）

１０：００
１０：５０
　

１１：４０
１２：０５

１２：３０
１３：４０
１５：３０
１５：４５

★ボランティア
　砂場、虫、葉っぱ、人形など、子どもたちの興味関心は様々ですが、どの子の目もキラキラ輝いています。前
はこうだったからという思い込みではなくいつも新しい気持ちで接するように心がけています。だからこそ「みど
り園」は、うれしさ、楽しさに何度も出会え、子どもたちがますます大好きになる心地良い空間です。

★卒園児の母　（１年半通園　小３Ａ君）
　私の傍から離れず泣いてばかりの息子も、今は地域の小学
校で勉強も友達づきあいも頑張っています。親子通園なので、
一緒に色々な経験ができ、息子の感じている不安や困難を知
ることができました。他の子の楽しみや喜びが時には息子に
とっては不安要素だったことがわかったり、また良い所もたく
さん見えるようになりました。経験・知識の豊富な先生が、心
が折れそうになっている親をすぐに察知し、ケアをしてくださ
るので安心して素の自分を出すことができ、正直楽ではなかっ
た子育ても乗り越えられたのだと思います。通園した人が共通
に感じているのは親子の絆が深まったということではないで
しょうか。

　本会では、東・西・南・北福祉センター及び総合福祉センターにおいて子育てに悩
んでいる方への支援を行っています。とりわけ、このみどり園においては、子ども
の発達に不安を抱えておられる親子の支援を行っています。是非一度ご相談くだ
さい。一緒に考えていきましょう。
 ＜問い合わせ先＞　奈良市総合福祉センター内　みどり園　７１－０７７０

★卒園児の母　（２年５ヶ月通園　19歳Ｂ君）
　通園時に抱っこしてくすぐり遊びを喜んでいたころが懐かしいです。褒めて励まして、
息子の喜ぶ姿を見ながら一緒に遊び、親子の大事な時間を過ごしました。かけがえ
のない時を先生方に見守られ本当に心が安らぐ場所でした。動きが活発で目が離せ
ない時期が長く続き、行方を探し回ったこともありました。そんな息子も徐々に成長
し、自分の部屋で一人で寝るようになり、自分の時間を楽しむことができるようにな
りました。19歳の今、お留守番やお手伝いをして助けてくれるようになっています。

自由遊び
集団遊び
体操・お名前よび・手遊び（親子遊び）
サーキット遊び
（マット・跳び箱・トンネルくぐり）
絵本（読み聞かせ）・製作・体操
トイレ
おやつ　　　　　
おかえりの活動　　
シール張り
お名前呼び
終了
保護者勉強会
おかえりの活動
終了育ちの基本は“楽しい！”です。親が楽しめると子どもも楽しくなるよ！

インタビュー
しました
インタビュー
しました

子どもの行動や
気持ちを捉えて
関わり方のコツ
を学びましょう。

いろんなことをやって
みよう！
まねっこできるかな？
難しかったらお母さん
に助けてもらってね。

自由に思いっきり遊ぶこと
で次の活動に入りやすいよ。



～今お持ちの健康保険証が使える～

ゆうとぴあグループでは１年間延べ2万人の施術実績

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。

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390円～440円
程度です。

土曜日午後・日・祝・お盆・年末年始土曜日午後・日・祝・お盆・年末年始

トライ・コーポレーション

　いよいよ今年も共同募金が始まります。
　本号では、共同募金について子どもにも関心を持ってもらえればという思いを込め
て、楽しく見ることができて、わかりやすいように特集記事を掲載しています。
　多くの人が共同募金に関心を持ち、少しでも地域の活性化に繋がればと思っています。
　私自身も募金をしたら羽根やバッヂがもらえるものとしか思っていない娘に今回の
記事を参考にして伝えようと思っています。みなさまも共同募金についてお子さんな
どに説明する際に活用して頂ければ幸いです。（K）

発行 ： 社会福祉法人　奈良市社会福祉協議会
発行責任者 ： 事務局長　高原　俊裕
〒630-8454 奈良市杏町79番地の4
TEL ： 0742-93-3100　FAX ： 0742-61-0330
E-mail ： hureai@narashi-shakyo.com
URL ： http://www.narashi-shakyo.com 検索奈良市社協

　ならやま会もえぎの
　「フェルトストラップ」（３名様）

●商　品…一つひとつ心を込めて手作りしています。
　　　　　多少の違いはございますが、世界に一つだけの風合いを

お楽しみください。
●提供者…社会福祉法人ならやま会　もえぎ

〒630-8104　奈良市奈良阪町2605-21
TEL：0742-20-0118　FAX：0742-23-8840

①クイズの答え、②記事内容のご感想・ご意見、③氏名、④住所、⑤
連絡先を明記して、ハガキ、FAX、メールのいずれかで下記へ。
クイズ正解者の中から抽選で賞品をプレゼントします。
平成30年12月１日（土）

賞　　品

応募方法

応募締切

ヒント

5
ハザードマップを確認するなど、災害時を想定した事前の備えや地域の

　　　　　　　　を再構築していくことが重要です。

ヒント

4
東里地区社会福祉協議会では「地域の高齢者を元気に！」とエゴマの

　　　　　　　　が始まっており、地域の活性化にもつなげようと活動

中です。

ヒント

3
障がい児　　　　　　　　　　　　　　室みどり園では、親は子どもの

特性を理解し、子は親に安心して甘えられる関係づくりをめざしています。

ヒント

2
奈良県で集められた共同募金は、　　　　　　　　等準備金を除き、全

てが奈良県内で活用されます。

★前回（第37号）の答えは「かぶとむし」でした。

答え

ヒントをもとに、空いているマスにひら
がなを入れてください。太枠の文字を上
から順につなげてできる言葉が答えです。
答えは、どこかのページにあるよ！
探してみてね☆

キ ワ ドキキキ

ク
ドドド

ズズズズイクククイ
ー

ズズズズ
ー

穴埋め

?

?

ご協力ありがとうございます。

・井田商店
・お弁当のしあわせ家
・㈲川上土地建物
・㈱カームネススマイル
・百済書房
・㈱コミュニティパートナー
・㈾佐保・福祉総合相談センター
・税理士事務所SBL
・大和証券㈱　奈良支店
・㈱奈良事務機
・野村證券㈱
・㈱梅松園

平成30年度
賛助会員のご紹介
（５月１日～８月15日までに、ご加入いた
だいた方々です）

ヒント

1
わくわく楽しい秋の催しが、各センターで開催されます。

参加して　　　　　　　　　　地域の輪。

「困っている人の助けになりたい」
「地域に何か役立つことをしたい」

　社協会員への加入は、そんな奈良市民の
皆様の思いを活動資金の協力というカタチ
で実現していただくための仕組みです。
　この会費は、各地区で取り組まれている地
域福祉活動等を支える財源として活用して
います。ご協力よろしくお願いいたします。
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