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１０周年記念！
萌フェスタ２０１１開催
◆開催日：2011 年 10 月 15 日（土）
◆時 間：10 時～15 時 30 分
（昼休み 11 時 30 分～12 時 30 分）
◆開催場所

ことになり、地域活動支援センターぴあぽ～とメンバ
ーの福井敬次さんが実行委員長に、Piｔ八木利用者の
梅本康成さんが理事長とともに副実行委員長に決まり
ました。内容については上記のほかにも地元の学校関
係者に出演の打診をしていき地域の方々との交流も取
り入れていく予定です。
昨年の反省を活かし、舞台の進行がホール外の販売
ブースにも伝わるようにする、記念式典や舞台発表中
は販売ブースを最小限にして、みんなで観覧してもら
えるように職員に対して周知徹底していくことなども
確認しました。皆さんのスケジュール帳や予定表の
10 月 15 日（土）は「萌フェスタ 2011」と記入して、
忘れずにお願いしますね！！

奈良県橿原文化会館小ホール

発行人

（大和八木駅から徒歩約 3 分）

楽しみ！！萌の歌

関西障害者定期刊行物協会・大阪市天王寺区真田山町二 二
- 東興ビル４Ｆ

※ホワイエや楽屋、第 1 会議室、第 2 会議室も使えるよう
に予約しています。

◆内 容

・10 周年記念ＤＶＤ上映
・記念式典
・萌の歌受賞者表彰式
・当事者の舞台発表
・萌の歌を全員で合唱
・授産製品の販売など
5 月 31 日、大いに盛り上がった第１回実行委員会
では、今年度のコンセプトを「萌のことを知ってもら
おう、私たちのことを知ってもらおう」に決定し、サ
ブテーマは 10 周年記念の「ありがとう 10 周年 今
までも これからも」に決定しました。また実行委員
長・副実行委員長は開催地の橿原エリアから選出する

萌の法人設立１０周年記念事業のひとつとして、校歌
のように長く歌い継がれる、萌の歌を作ろう、と決まり、
プロジェクトチームで準備を進めています。
まずは、作詞部門、各事業所より多数の応募がある中、
最優秀賞はマインドホーム高田の機谷 吏さん、優秀賞
には、ひなた舎の猪飼 委与子さん、ふらっと／ぴあぽ
～との榎田 伸也さん、 コスモールいこまのペンネー
ム萌ネコさんに決定しました。最優秀賞の機谷さんの詞
についてはホームページ上にもアップされていますの
で、ご覧になった方々も多いかと思います。
次に、最優秀賞の詩に合うような曲について、事業所
およびホームベージと公募ガイドで募集したところ、被
災地も含む東北から九州までほぼ全国各地から約４０
曲もの応募がありました。すでに６月２０日で応募は締
切られていますが、最後の１週間に応募が集中し、一日
に速達郵便が２回届く日もあったそうで、担当者は嬉し
い悲鳴を上げています。７月８日に選考委員会が開催さ
れ、曲が決定されます。
１０月１５日の萌フェスタで受賞者表彰式と萌の歌
のお披露目がありますので、乞うご期待！！
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生駒
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いっぱい体を動かし、
いっぱい食べる コスモールいこま
6 月 12 日（日）にアミティ舞洲にて「ソフトバレーボ
ール 近畿大会」がありました。コスモールいこまとふらっ
とで行っているやまいこダイナマイツは、奈良県代表とし
て大会に参加しました。やまいこダイナマイツは楽しくス
ポーツをしたいという想いから始まったソフトバレーボー
ル部です。コスモールいこまからは 4 名が試合に、1 名が
応援で参加しました。
初戦の相手は大阪府代表！！アタックが強烈で、返すの
が精一杯です。試合中メンバーは「あんなのとれるわけな
いやん」と言いつつも、楽しそうな表情を見せてくれてい
ました。1 セット目が終わり、
「あのアタック、よく見れば
とれるで」というメンバーの声が。2 セット目が始まると
言ったとおりアタックを見事に返し、相手のミスを誘い得
点につなげていきました。
その姿はとても輝いていました。
結果は負けてしまいましたが、メンバーからは「楽しく試
合が出来てよかった。
」という声もありました。
体を動かせば、当然お腹が空きます。そこで試合後、み
んなで低カロリーバイキングへ行きました。煮込みハンバ
ーグが 1 つなんと 15 ㎉。驚きです。体を動かし沢山食べ
ても、カロリー控えめ…なんて健康的なのでしょう。いっ
ぱい体を動かし、いっぱい食べ、楽しく過ごす。素晴らし
い 1 日になりました。

コミュニティスぺースはなな
5 月 18 日、製菓の先生にお越しいただいて、製菓講習会
がありました。とても充実していました。製菓の基本を教
えていただき
ましたが、と
くに勉強にな
ったのは製菓
の心構えでし
た。
それは
「お
いしいものを
つくる」
。
当た
り前のことで
すが、とても大切なことです。それを忘れなければ、自然
と真心をこめて製菓の仕事が出来ると思います。真心を忘
れず、さらに良いものを作っていこうと考えています。講
習後の試食をかねたティータイム、
とても楽しかったです。
コスモールいこま（生活支援センター）Tel；0743-73-7000
コスモールいこま（地域活動支援センター）Tel；0743-73-0900
ひだまり
コミュニティスペース はなな

Tel；0743-76-1496
Tel；0743-73-1050
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「ハーブクラブ」でパン見学
ひだまり

緑あふれる 5 月 25 日、10 名で「パン見学」に出発しま
した。今回の見学先は水間にあるカフェレストラン「ハー
ブクラブ」
。ここでは知的障害の皆さんが、パン作り、お菓
子作り、レストランで活躍されています。平日だと言うの
にお客さんの姿も後を絶ちません。
「パン見学」では勤続８年というベテランのメンバーさ
んが働いていました。手際もよく、プロそのものといった
様子。ひだまりメンバーからは「スタッフさんと見分けが
つかない。手伝っ
てはらへんかった
のがびっくりし
た。
」
と驚きの声が
上がりました。
見学の後はレス
トランで食事タイ
ム♪です。
「お店もキレイ。値段高くてもこれならいいと思
える感じ。
」
「ひだまりもきれいなお店にしたいですね。
」と
いろんな感想が出ました。

これまで支えて頂いた、家族、地域の方々、関係機関の皆
様に感謝の気持ちを伝えるため、下記の要領でイベントを開
催致します。
イベントでは、たこ焼き・ジュース・
「はなな」の手作りク
ッキー等を用意して、皆様のご参加をお待ちしております。
参加費は無料、風船のプレゼントもありますので、お子様連
れでぜひどうぞ！

◆日程
平成２３年７月２３日（土）
（ぴっくり通り恒例 100 円市の日）
◆参加費：無料
◆時間：午前１０時～午後２時
◆場所：新施設建設予定地（下図）
（生駒駅から「ぴっくり通り」商店街を通り、南へ徒歩３分）

◆内容：たこ焼き・ジュース・手作りクッキー等

（３）
郡山
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はーとふる市
市

ふらっと

大盛況！！
！！

5 月 21 日（土）に、ふらっととその周辺で、恒例の
「はーとふる市」が行われました。午前中は、ふらっと
のサロンで演奏会。美しい音色に耳を傾けました。
この日は天
気も良く、出
店 も 大 盛
況！ふらっ
とをはじめ
各施設で販
売した出店
も大賑わい
でした。
また、引き続きサロンでフラワーアレンジメントの体験
コーナーがあり、こちらも大盛況。楽しいひとときでし
た。
今回は約 100 名もの方に「はーとふる市」に来て頂きま
した。次回へ向け、また大きく進化していくことを願っ
化していくことを願っ
ています。
（文・榎田伸也）

ぼくも事務長気分
事務長気分！？
～本部お披露目会～
～
6 月 3 日（金）
、ふらっと 2 階と 1 階のサロンで本部お
披露目会が行われました。
新しい本部は会議室に隣接。入ってみると大きな机がボ
ンボンボン！書類もたくさんあり、
「さすが萌本部だな
あ」と感心しました。しばし事務長の椅子に座り、優越
感に浸りました。隣の会議室では、ハル
感に浸りました。隣の会議室では、ハル(岩岡さん)のフ
ラワーアレンジメント、いでちゃんの絵画、遊太郎さん
遊太郎
の短歌が展示されており、いずれも素晴らしい出来に感
動！また定期的に、作品展を開きたいと思いました。あ
なたもピッカピカの萌本部へぜひ！
（文・榎田伸也）
ふらっと（生活支援センター）
Tel
Tel；0743-54-8112
ふらっと（地域活動支援センター）Tel
Tel；0743-54-3977
ふれあい工房
Tel；0743-54-6701
6701
彩食キッチン Bon
Tel；0743-58-5572

ふれあい
今年も夏の物品販売に取り組みました。
に取り組みました。思わず手にと
ってしまいたくなるような色とりどりの商品がライン
しまいたくなるような色とりどりの商品がライン
アップされ、そして、ふれあい工房は彩食キッチンＢｏ
ｎと共作第一弾でふれあい工房
工房のお花を見ながら、Ｂｏ
ｎのクッキーと素敵な時間を堪能できる
を堪能できる「ふれぼんあわ
ー」という作品を誕生させました。
ました。ふれあい工房一同は、
３３℃の暑い中パンフレットをひっさげて営業に汗を
パンフレットをひっさげて営業に汗を
かきながら頑張りました。
多くの皆様のご協力を得て
を得てたくさん注文頂き、みんな
で商品の仕分けをしている最中です。ご協力頂いた方々
に、この場を借りて御礼申し上げます。
申し上げます。半年後も皆様
半年後も皆様の
ご期待に添えられるような企画ができるよう
な企画ができるよう、ふれあい
工房は更なる発展をしていきます
工房は更なる発展をしていきます。
（遊）

多くのお客様に
に
来てもらえるように
てもらえるように
彩食キッチン Bon
入って左側はカウンター席。一人のお客様でも気軽に
来てもらえます。また、テーブル席は２席。うち１席を
禁煙席にして、たばこの苦手なお客様にも安心してもら
えます。
Ｂｏｎでは喫茶のレイアウトを変更してみました。道
路からＢｏｎが見やすくなり、慈光院など観光帰りの人
など、ここ最近
一見（いちげん）
さんのお客様
も増えました。
また、一人で来
られるお客様
もあり、今まで
は相席しても
らうなど少々
不便をかけて
いました。カウンターがあることでの安心感もあるとお
客様からの声もきかれます。
これからも気持ちの良いサービスを提供するため、Ｂ
ｏｎは日々邁進していきます。

６月に、３支援センターだより
センターだより『ひろば』第６号が発行されました
されました。
ふらっと相談
郡山市内の災害時緊急避難場所一覧、災害時計画についての情報を掲載しています。
郡山市内の災害時緊急避難場所一覧、災害時計画についての
を掲載しています。
ご自宅や職場からの緊急避難場所の確認や、連絡先の携帯方法、服薬が中断しない為の備えなどを、
個別訪問や面談時に話し合っています。
皆さんも、是非、
「今から備えられること」について、一度、考えてみてください！
「今から備えられること」について、一度、考えてみてください！
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レクで喫茶部がある
がある
｢いきいきの里
里｣へ！

らそらでは毎月 1 回、レクリエーションを実施していま
す。毎週金曜日に
行っている、おし
ゃべりＤＡＹで今
回も場所と内容を
決めました。今回
は、らそらの喫茶
部がある『ふれあ
い交流センター
いきいきの里』(斑
鳩町 法隆寺北)
に行ってきました。初めは『喫茶、行った事ないので行っ
てみたいね。
』
『アイスクリームを自分で作って見る体験も
、
面白いかも。
』
『喫茶で働いているメンバーさんの姿を見て
、
みたい。
』
、
『カラオケルームあったから歌いたい。
』と、い
ろんな声が挙がりました。まずは出来るだけたくさんの人
が参加しやすい参加費はいくらか、カラオケしたくない人
もいるかもしれない等、
話し合いながら当日を迎えました。
参加者は 7 名。皆さん、協力し合いながら時間いっぱいカ
ラオケを楽しまれました♪途中、自分で作ったアイスクリ
ームを片手に入って来られ、出来栄えを見せ合いました。
栄えを見せ合いました。
時にはソフトクリームの出来栄えを見て、笑いが起きる場
面もありました。また喫茶勤務のメンバーさんのサービス
も体験しながら、働かれているメンバーさんの様子が近く
で見る事が出来、喫茶勤務を目指すメンバーさんの励みに
なってくれたらいいな、と思う楽しいレクでした♪
喫茶部も 1 年が経ち、喫茶勤務されるメンバーさんも増
え、らそらメンバーさんとお客さんとの触れ合いも増えて
きて、ますます活気に溢れています。今後も、地域に活動
場を広げていきたいと思います。

美味しい夕食を作っていま
っていま
グループホーム
す！
『自分で食事の準備をするのは大変』との声は多く、各
グループホームで、世話人
が週 2 回～5 回、夕食作り
や掃除などの支援をしてい
ます。
「今日は何を食べたい
ですか？」と入居者さんに
尋ね、買物、調理を行いま
す。台所に漂う味噌汁の香
り・・野菜を炒める音・・
長期入院をされていた方に
は新鮮に映ります。
「あれを
食べたいな」と、自分で選ぶという『当たり前』の保障を
大切にしています。
「栄養のバランスも良く、安くて美味し
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い食事を作ってくれる」と入居者からも好評です。また、
気心の知れた関係の中で、不安や悩みを聞き、世話人同士
、不安や悩みを聞き、世話人同士
で連携しながら安心して暮らすことの支援体制の充実を図
っています。

生駒山上遊園地
生駒山上遊園地に
行きました
きました。

まーぶる

4 月 13 日に、赤い羽根共同募金の寄付で、生駒山上遊園
地に行ってきました。当日は晴れてとても気持ち良かった
です。かわいいケーブルカーに乗りました。とても景色が
きれいでした。急な坂で少し怖かったです。ワンニャンラ
ンドで犬と猫とウサギと触れ合いました。私は、シバ犬を
追いかけて振られてしまいましたがとても癒されました。
遊園地の方では、ゴーカート、面白自転車、コーヒーカッ
プ、メリーゴーランド、など色々乗りました。とても楽し
かったです。来年も素敵な旅行に行きたいです。皆に生駒
駅で、おまんじゅうのお土産を探して買いました。後日皆
で頂いて美味しかったです。寄付してくださった方ありが
とうございました。

ななつぼし（生活支援センター
センター）Tel；0745-72-2390
まーぶる（地域活動支援センター
センター）Tel；0745-75-6545
らそら
Tel；0745-70-1577
ライク（就業･生活支援センター
センター）Tel；0745-51-2001

(5)
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マップは大和高田にあるさざんかホールのホームページ
にもリンクされ、見れるようになっていますので、ぜひ一
度覗いて見てください。
えいぶる

えいぶるでは新しく松谷さんが職員として入りました。
中野さんも３月に入ったばかりで、二人ともまだまだ覚え
ることだらけで他の職員さんやメンバーさんの手を借りな
がら日々仕事をしています。
メンバーさんから職員の印象を聞きました。松谷さんは
「喋ると楽しい方で、
明るく悩みを親身に聞いてくれる方」
、
中野さんは「人柄がよく、いつも優しく一生懸命な方」と
いう印象を持っているみたいです。ぜひ見かけたときには
声をかけてくださ～い。
～お知らせ～
・５月から開所日が月曜日～金曜日に変更！
・６月から食事提供が月曜日～木曜日に変更！

椎茸始めました！

おかわり

おかわりでは3 月から
裏庭で椎茸栽培を始めま
した。職員も作ったこと
がなく、ネットで情報収
集をしながらすすめてい
きました。しかし、全く
変化がなく「本当に芽が
出るの～？」という不安
の声が飛び交います…
そこで、奈良市で椎茸
栽培を生産活動として行
っている「社会福祉法人
こまどり会」にノウハウを学びにいきました。参加者はメ
ンバー職員合わせて総勢 8 名。現地に着くなり全員圧倒さ
せられました。30ｍ以上はあるビニールハウスの中に、数
千本単位の原木ずらりと並べられています。指導員の方に
説明を受けるメンバーは、真剣そのもので、明らかに皆の
モチベーションのアップにつながったように思います。
今後も皆で試行錯誤を繰り返しながら、たくさんの椎茸
が収穫できるようにしていきたいと考えています。

大和高田グルメマップに
咲
登場！！

咲

レストラン咲咲が大和高田グルメマップ 24 店舗のひと
つとして、載せてもらっています。マップに載っているお
店は、大和高田の有名どころばかりで、
「ここに載せてもら
えるなんて。この上ない光栄！！というか載せてもらって
いいの？」という気持ちでいっぱいです。載せてもらった
からには、
みんなで力をあわせて、
今以上に売上を伸ばし、
お客様のサービスに努めないといけないと思っています。

なっつ

5 月 30 日、橿原・高田エリア合同でのソフトボール大会
開催を予定していましたが、前日までの数日間、台風２号
の影響で雨が続き開催困難となってしまいました。久しぶ
りのソフトボールを楽しみにしていたメンバーがたくさん
いた為、中止は残念ではありましたが、場所を体育館に変
更しての開催に
18 名のメンバ
ーが集まり、卓
球やバトミント
ンなどの軽スポ
ーツを楽しむこ
とができました。
卓球もバトミン
トンも実際に行
ってみると、見ていて感じる以上にきついスポーツ！みな
さん「やっぱり運動不足やわー」と言いつつも休憩をはさ
みながら、いい表情で運動されていました。なかなか他施
設と合同で行う機会はありませんので交流の機会ともなり
ました。次回は、天候へのリベンジ。是非、もう一度ソフ
トボール大会を企画して、実現したいと思います。

マインドホーム高田

ミーティングで「１泊レクに行きたい！」と声があがり
ました。
たまには、作業の時間に関係なくみんなでゆっくりした
い！との思いからです。さっそく話し合いをして、どこへ
行きたいかや予算はいくらか、積み立てはどうするかなど
アンケートを作成し、意見を出し合いました♪
季節は秋がいいと全員一致。行き先は神戸、伊勢、京都へ
の希望が多く、なかなか決まりません。中華街も捨てがた
いし、伊勢の新鮮な海鮮料理も食べてみたい。最後まで悩
みました・・・
（笑）最終的に多数決で京都に決定。決め手
はきれいな紅葉と時代劇を見ることができる太秦です。
これから少しずつ積み立て、秋に京都で１泊？日帰り？バ
スツアーを検討中です。実現なるか？！これからのミーテ
ィングが楽しみです。
なっつ（生活支援センター）

Tel；0745-23-7214
なっつ（地域活動支援センター）

Tel；0745-23-8105
マインドホーム高田

Tel；0745-23-8072

おかわり

Tel；0745-23-5625
えいぶる

Tel；0745-52-5752
咲咲

Tel；0745-53-2233
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橿原
ｴﾘｱ

バーべキュー♪
ぴあぽ～と、５月のレクリエーションは吉野でのバーベ
キューでした。
お天気にも恵まれた当日、ぴあぽ～とでは朝からみんな
でおにぎり作りです！たくさんのおにぎりを持って、の
んびり電車班と買出し担当の車班に分かれて出発しま
した。河原に到着すると、男性陣はさっそく大きな石を
集め火をおこす準備に取り掛かり、とても素敵なチーム
ワークを発揮してくれていました♪無事に準備が完了
しお肉を焼き始めると、さっきまでの賑やかさはどこへ
いったのか…急に静かになり、お肉が焼けるのを真剣に
見つめる姿が印象的でした。お腹いっぱいになったあと
は、小石の遠投をしたり、広げたレジャーシートにごろ
んと横になってリラックスタイム♪４月に予定してい
たお花見のレクリエーションが悪天候により中止にな
っていたので、
『やっぱりレクの日はこんな天気がいい
ですね♪』と、お天気にもバーベキューにも満足のレク
リエーションになりました♪

ひなた舎３周年

Pit 八木

Pit 八木では、リースされた介護ベッド等の洗浄作業を
メンバーと職員で仕事として行っています。メンバーにし
てみたらベッドは大きくて、モーターが３つある種類や、
また一段大きなフランスベットもあり、毎日ベッドや車椅
子との格闘です。
そんな中、
「もう
少しベッドの商
品知識を持とう
よ」ということ
になり、大阪の
中ふ頭駅近くの
インテックス大
阪で行われてい
る、総合福祉展
バリアフリー
2011 に皆で行
きました。いろ
いろな各介護ベ
ッドの会社の商品が沢山展示されていました。コンパニオ
ンの説明を聞きながら、日頃の業務を思い浮かべていまし
た。ベッドに寝転んだり各部分を注意深く観察したり、コ
ンパニオンに説明を求めるベテランのメンバーもいました。
メンバー各自自分のためにと、心勇んでいる姿に何か心が
熱くなるひと時を、皆で過ごせた喜びは皆それぞれ各自の
胸に抱いただろうと確信します。さて最近 Pit 八木では、
朝のラジオ体操や SST、JOB＆WORK といった新たな取
り組みも始めています。皆様 Pit 八木に乞うご期待！

ひなた舎

「ひなた舎の日が近づいてきたなぁ、今年はなにする？」
毎年７月３０日はひなた舎の誕生日。みんなでお祝いを
しています。今年は萌の１０周年にちなんで、感謝の気
持ちを伝えようということになりました。
自分の両親をはじめ、日頃お世話になっている人みん
なに感謝したい。少し照れくさいけど日頃は言えない感
謝の気持ちを心を込めて伝えよう。自分たちのできる精
一杯の「おもてなしパーティー」を企画しています♪
ぴあぽ～と（生活支援センター）
Tel；0744-27-4152
ぴあぽ～と（地域活動支援センター）Tel；0744-27-4175
Pit 八木
Tel；0744-21-5666
いろは（生活支援センター）
Tel；0744-32-7753
ひなた舎
Tel；0744-32-7745

利用者投稿コーナーへ
のたくさんの応募あり
がとうございました♪

(7)
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さくらんぼ

“さくらんぼ”から
皆さんこんにちは！ホームヘルプをご存知ですか？
既に利用されている方は生活が良くなってますか？そ
して『社会の風』を感じていますか？
さて、精神機能に障がいがある方へのホームヘルプサ
ービスの制度は「精神障害者居宅介護等事業」として
2002 年に始まりました。まもなく 10 年が経とうとして
います。小耳に挟んだのですが、奈良県内で制度が始ま
る前からサービスが提供されていた所があったそうで
す。
“さくら
んぼ”は制度
が始まると
同時に郡山
でホームヘ
ルプを開始
しました。翌
年には生駒
でホームヘ
ルプステー
ション“泉”
がサービス提供を始め、制度と同じく“萌”のホームヘ
ルプも 10 年目を迎えようとしています。この間“さざ
んか”や“ぴあねっと”も誕生し、大和郡山・生駒をは
じめとして西和・磯城・高田・橿原等広範な地域でサー
ビスを展開するに至っています。
現在さくらんぼは常勤 3 名を配置しています。精神障
がい者の地域生活を支援し、
「再入院しなくてもいいよ
うに」とか「一人暮らしができるように」という関係者
の思いを日々のサービスで実践しています。具体的には
一人ひとりの「生活のしづらさ」を解消あるいは緩和す
るためのプランを立てたり、利用者やヘルパーの都合に
伴う様々な調整をしています。また、関係機関と連携を
とりながら総合福祉サービスの一翼としてその役割を
果たせるように活動を展開しているところです。
利用者数は当初数名でしたが、
5 年後には 45 名この 4
月には 70 名を超えました。ホームヘルプサービスが皆
さんに評価され、引き続き利用者数が増えつつあること
は大変喜ばしいことと思います。
さくらんぼのホームヘルプ事業は登録ヘルパーさん
に支えられています。ヘルパーさんは利用者のお家で一
緒に調理したり掃除をします。買い物に行けない方のた
めに代行もしてくれます。また、一緒に泣いたり笑った
り、辛いことや楽しいことを感じてくれます。
3 月のヘルパー研修で体験発表をしてくれた A さんは、
「怖い現象」や「一人暮らしの寂しさ」を抱えながら生
活されています。ヘルパーさんと通院し、ヘルパーさん
と外出し、しんどいときはヘルパーさんに調理を任せて
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いますが、
『現状を維持し、小さくても楽しみを見つけ
ながら生活していくことを望みます』とメッセージを伝
えてくれました。
ヘルパーさんとの出会いから人とのきずなを覚え、人
と繋がる喜びを感じることができるようにホームヘル
プステーションさくらんぼがお手伝いします。ヘルパー
さんはきっと貴方に『社会の風』を運んでくれますよ！
サービスの内容は社会福祉法人“萌”のホームページ
で案内しています。
（http://www.moe.or.jp で今すぐ検索！）
さくらんぼ（ホームヘルプステーション）
Tel；0743-54-0800

☆萌後援会募金活動報告☆
昨年 6 月からの一年間に、地域の皆様の暖かい御支援
と御協力により、７５，９８８円という募金を集めるこ
とができました。
募金箱の設置に協力して下さった、各店舗、機関の皆様、
誠にありがとうございました。

☆協力店舗・機関☆（順不同・敬称略）
生駒もとまちクリニック・お好み焼き 美和・ハートラ
ンドしぎさん・岡クリニック・ＢＬＡＮＣＣＯ・しぎさ
んメンタルクリニック王寺・いこま駅前クリニック・愛
の園幼稚園・モーターショップニシカワ・にこにこ薬
局・しぎさん看護学校・濱歯科・市川モータース・髪ｉ
ｎｇ・うねびやまクリニック・松尾歯科・松本クリニッ
ク・ＣＡＦＥ２１南生駒店・ノムラクリーニング神南シ
ョップ・酒井神線・赤膚焼窯元 小川二楽・本家かまど
や橿原神宮前東口店・カステッロ・ギャラリーなごみ・
熊田商店・お茶処 大くら・まどか薬局・とおりすぎる
んですか・小林町簡易郵便局・十津川農園・大和郡山市
青年会議所
合計金額 ７５，９８８円
社会福祉法人萌は、国や奈良県、市町村からの補助金
により運営しています。
平成１６年度以降においては、行政からの補助金が削
減されており、また平成 18 年 4 月に障害者自立支援法
が施行され精神障害のある方々、またそのご家族、さら
には地域の要望を充実させていくためには、現在の収入
では、萌各施設の運営が非常に厳しい状況です。そのた
め、萌 後援会は社会福祉法人 萌の安定した
財政状況の確保のために、募金箱設置の運動を展開し
ています。募金箱の設置にご協力頂ける、店舗･機関を
募集しています。問い合わせは、ふらっと内 0743－
54－0821 までよろしくお願い致します。
（萌後援会 募金担当）
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おります。後援会の主な目的は、
法人 萌に対する事業の支援や
寄付を行っています。
詳しくは「萌」のホームページを
ご覧ください。
http://www.moe.or.jp/
（アドレス変更）
後援会事務局（地活ふらっと内）
０７４３-５４-０８２１（相川）

すみれ会（葛城域家族会)

(通称：ひだまり後援会)

＊基本的に第３日曜日に行っています。

生駒市内にある精神障害者施設への財
政的支援と啓発活動をしています。
年会費一口 2000 円から。新規会員募集
中。８月２０日(土)１０：００～生駒市図書館
にて、中川 晶医師による『こころの市
民講座』開催！！
お問合せ：地域活動支援センターコスモ
ールいこま 0743（73）0900（桑原）

場所：大和高田市中央公民館

のぞみ会(地域家族会)
＊基本的に第２日曜日に行って
います。
場所：県心身障害者福祉ｾﾝﾀｰ
お問合せ： 0744-27-4152
（ぴあぽ～と）

ハートフルこおりやま
(精神障害者の社会参加をすすめる会)

ひだまり会（生駒地域家族会）

5 月21 日（土）に行われました「はー
とふる市」は大盛況。ステージでは、
サロンコンサート、フラワーアレンジメ
ント教室、外ではたくさん出店し、大盛
り上がりでした。
次回は 10 月開催予定です。たくさんの
参加をお待ちしています。
お問合せ：地域活動支援センターふ
らっと 0743（54）3977（四ヶ所）

＊基本的に第３土曜日に行って
います。
場所：生駒市市民活動
推進センターららポート
時間：１３：３０～
連絡先:0743-73-0900
（コスモールいこま）

ボランティアグループすずめで
は、メンバーさんと一緒に、お茶会や
遠足をしています。生駒地域で一緒
に活動して下さる方を募集していま
す。

一緒に活動する仲間大募集！！
つぼみヨーガは、7 月 20 日、8 月はお
休み、9 月 21 日、10 月 19 日、第 3 水曜日
です。
10 時 30 分～郡山市社会福祉協議会で。
心も体もリラックス・・・Zｚｚ

◆訂正◆
2011 年春号 4 面で掲載しました「らそら」と「ななつぼし」の電話番号に誤りが
ありました。正しくは、「らそら：0745-70-1577」「ななつぼし：0745-72-2390」
です。また、7 面で掲載しました「16 歳の烙印」に誤りがあり、正しくは「16 才の
烙印」です。お詫びして訂正します。

萌のホームページ
10 周年記念事業としてリニューアルをすすめていた萌ホーム
ページができあがりました。法人の総合トップページから事業
部門別や地域別に各事業所のホームページにつながりますし、とても
見やすくわかりやすいものになっています。ご自宅や、利用
されている事業所のパソコンから、

http://www.moe.or.jp で今すぐ検索！

さくら会（大和郡山地域家族会）
＊基本的に第 3 日曜日に行っ
ています。
場所：三の丸会館円卓ルーム
時間：１３:３０～

～編集後記～
ついに３３号の萌風香が完成しました。
今回の萌風香は、皆様の協力があっ
て出来ました。この場を借りてお礼を申
し上げます。
次回号もいい出来栄えの萌風香にし
たいと思っていますので何卒ご協力お
願いします。
萌風香編集部一同

関西障害者定期刊行物協会・大阪市天王寺区真田山町二 二
- 東興ビル４Ｆ

ボランティアグループつぼみ

＊基本的に第 4 土曜日に行っ
ています。
時間：１３：３０～
場所：王寺町中央公民館

発行人

ボランティアグループすずめ

西和家族会(地域家族会)

毎月（１・２・３・４・５・６・７・８の日）発行

後援会は「社会福祉法人 萌」を
支援して戴ける皆様を募集して

生駒市精神障害者施設後援会
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「萌 後援会」からのご案内
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