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強い結束でお客様に喜んでもらえるように

毎月（１・２・３・４・５・６・７・８の日）発行

Ｂｏｎ Ｃａｆｅ本格オープン♪♪

発行人
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

いよいよオープンです。Ｂｏｎ Ｃａｆｅ（ボンカフェ）の本格始動です。
萌風香 2012 年冬（１月１５日発行）でもお伝えしたとおり、
「地域の人と触れ合いながら、障害者が職に就き、
働き続けるための支援の場が欲しい」ということで、大和郡山市地域自立支援協議会就労部会で 3 年近く考えてきま
した。奈良県、大和郡山市の協力もあり、いよいよかたちになっての出発です。
２月２日（木）にオープンセレモニーを実施。大和郡山市長はじめ奈良県、大和郡山市の行政関係者、地元満願寺
町自治会長、片桐地区民生児童委員、家族会、地域のみなさま、就労部会員など総勢約５０人で門出を祝いました。
２月中はオープンキャンペーンを行いました。ランチが５００円のところを４００円に。また、新聞でも紹介して
もらった影響か、１日に１００食を超えることも多々。慣れない仕事で大量の食数を出すことにメンバー、スタッフ
の疲労もピークに…。
「洗い物が追いつかないです」
「お客様からの要望が頭に入らずパニックになる～」とメンバー
の声も。でも嬉しい悲鳴だとみんなで分かち合いながらがんばりました。
３月以降は通常の営業です。２月の忙しさが糧になったのか、８０食程度では余裕の仕事ぶり!!「あの忙しさがあっ
たからこそ、気持ちに余裕が出てきた」と力強い声。そして、メンバーの結束力も徐々に強くなり、動きも機敏に。
「お客様に喜んでもらえるように」とのメンバーの思いが、そろそろ実感に変わってきました。
営業日は月曜日から金曜日（土・日曜日、祝日は休み）
、午前１０時から午後４時までです。ランチタイムは午前１
１時３０分から午後１時３０分まで。ランチは日替わりで２品、用意しています。特製牛すじカレーや丼物、うどん、
そばもご用意しています。また、午後１時３０分からは喫茶で、デザート（内容は日替わり）や飲み物を提供してい
ます。ぜひお越しください。
住所：〒639－1041
奈良県大和郡山市満願寺町 60-1
奈良県郡山総合庁舎内
電話：0743-55-777.2
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生駒
ｴﾘｱ

2012 年４月…。生駒エリアの３つの事業所が、生駒駅
前商店街ぴっくり通りの南へ、移転しました。３階建ての
新築ビルです。１階には、ひだまりが運営する「パン工房
ひだまり」と「生活支援センターコスモールいこま」が、
２階には「障害福祉サー
ビス事業所ひだまり」
、
３
階には「地域活動支援セ
ンターコスモールいこ
ま」が入っています。新
たな活動の場に恵まれた
のもこれまで、地域の多
くの方々に支えられ、暖
かく見守っていただいた
おかげです。たくさんの
ご寄付もいただき、メン
バー・スタッフ共々頑張
った駅前街頭募金でもたくさんのご協力をいただきました。
感謝の思いでいっぱいです。みんなの思いを乗せて、生駒
エリアは新たに出航します！

各所の意気込み
ひだまり

移転とパン事業開始に合わせメンバー、スタッフ共
に準備をしてきた昨年度。
これまでやってきたリサイクルショップを、地元の
皆さんが愛し、応援して下さっていたのだとひしひし
と感じた一年でもありました。
同時に新たな取り組みへの応援をして下さる方も本
当に大勢いました。応援のお手紙をくださった方、わ
ざわざひだまりまで来て、応援の思いを伝えてくださ
ったなっつのメンバーさん、募金や寄付にご協力くだ
さった皆さん、本当にありがとうございます。皆さん
からいただいたパワーと感謝の思いを胸に、新生ひだ
まりは頑張ります！！引き続き、応援のほどよろしく
お願いします♪

コスモールいこま地活

新住所：〒630-0256
生駒市本町 7 番 14 号 ブルームビル
1 階 生活支援センターコスモールいこま
パン工房 ひだまり
２階 指定障害福祉サービス事業所 ひだまり
３階 地域活動支援センターコスモールいこま

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
パン工房 ひだまり
コミュニティスペース はなな

Tel；0743-85-4196
Tel；0743-73-0141
Tel；0743-73-1050

「安らげる場所 羽ばたける場所 大切な心友（し
んゆう）のいる居場所～コスモールいこま～」
これは、みんなで考えた「キャッチフレーズ」です。
移転にあわせてキャッチフレーズをつくろう！とメ
ンバーから声が挙がったのが 12 月末。まず誰に向け
て、何を伝えるのか、話し合いました。
「初めてコスモールに来る方にも、どんな場所か理
解してもらえるようなもの」と決まり、何度も話し合
いました。
みんながコスモールいこまをどんな想いで利用し
ているのか、どんな場所であってほしいのか…。そん
なたくさんの思いがつまったキャッチフレーズを掲
げ、コスモールいこまは新たに出発します。

コミュニティスぺースはなな
はななは移転せずに現在の場所で活動を続けます。
引き続き、軽作業やマイタウン配布に取り組んでいき
ます。一方、製菓では「パン工房 ひだまり」に置く
ための新しいケーキやクッキーの開発に力を入れ、よ
りやりがいを感じられる商品作りに取り組んでいこ
うと考えています。
生駒の皆がひとつになり、協力し合って作り上げて
きた「パン工房 ひだまり」
。はななでもオープンを
待ち遠しく思っています！生駒エリア全体が大きく
生まれ変わる今年度、大きな希望で胸をわくわくさせ
ています！

（３）
郡山
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ふれあい工房

彩食キッチン Bon

ふらっと地活

ふらっと相談

生活支援センターふらっとは、平成２４年４月より、相
談支援事業の更なる充実を目指して、
『大和郡山市障害者生
活支援センターはあと』
『障害者生活支援センターりんく』
と、共同の事務所を開設することになりました。
これまでも、３支援センターで、地域の課題について共
に協議したり、重複障害の方の支援でも連携したり、地域
自立支援協議会事務局処務も共に担ってまいりました。
制度のしくみも大きく変わり、協議会に求められる機能も
大きくなることが予測される中、連携の強化を図り、当事
者の立場にたった相談支援のあり方を共に見つめ、
発信し、
構築していくという「責務」
「信念」を共有、確認し、この
度、共同事務所開設に至りました。
【新住所】〒639-1005
大和郡山市植槻町 3 番 4 号
（旧大和郡山市地域包括支援センター跡地）
【電話番号】0743-54-8112（ふらっと）
（
『はあと』
『りんく』も、それぞれ今までと
同じ電話番号です）
【FAX 番号】0743-52-1665
（一つの FAX 番号に統一されます）

第 2 弾は、現在、ひとり暮らしをされている事業所利用
者の体験談をご紹介します。
今、将来に対しての不安を抱きながら生活されている
方々の不安が、少しでも希望にかわっていく、そんなメッ
セージになれば嬉しく思います。
「初めは父親が亡くなったらどうなるのか不安でしたが、
父親がなくなってから自分一人でも生活できると自信がつ
きました。
それでも姉に生活の援助をしてもらっています。
だから自分で稼いで早く就労して就職したいのですが・
・
・。
父親がいるときは精神障害者だから就職は無理だと思っ
ていましたが、作業所の仕事をしている間に一般企業でも
仕事ができるんじゃないかと思うようになりました。
今は、週に一回はヘルパーさんに来てもらい、食事や洗
濯や掃除など身の回りのことをしてもらっています。
また、
市役所や相談支援事業所の担当の人に、何かあった時には
相談にいっています。
」

ふらっと（生活支援センター）
Tel；0743-54-8112
ふらっと（地域活動支援センター）Tel；0743-54-3977
ふれあい工房
Tel；0743-54-6701
彩食キッチン Bon
Tel；0743-58-5572
Bon Cafe
Tel；0743-55-7772

♪ さくらんぼ便り ♪

●近鉄大和郡山駅から徒歩１３分
●奈良交通ﾊﾞｽ近鉄郡山駅よりｲｵﾝﾓｰﾙ大和郡山行き
「やまと郡山城ホール」下車 徒歩 3 分
●国道２４号線、西九条町南の交差点を西へ。
すぐ東側にある建物

皆さんこんにちは！今年は桜の季節の到来が本当
に嬉しく感じられますが皆さんはいかがですか？
「この冬はあまりに冷たくて凍傷のようになってし
まいました」と言われた利用者がいましたが、本当
に寒かったですよね。春が大変待ち遠しく思われた
方が多いのではないでしょうか？
さて、
“さくらんぼ”は４月になって引っ越しをし
ました。場所は以前“生活支援センターふらっと”
があった場所です。
近鉄郡山駅から近くで、郡山の柳町商店街がすぐそ
こにあります。近くに来られた際には気軽にお立ち
寄りいただければ幸いです。
“さくらんぼ”は気持ちも新たに、利用者のニーズ
に応えるため研鑽に励み、今後もより良いサービス
を提供できるよう努力してまいりますので、どうぞ
よろしくお願いします。
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西和
ｴﾘｱ

まーぶる

ななつぼし
西和エリアでは 3 月 9 日(金)、らそらにて、メンバー・
スタッフ入り混じっての第 1 回西和エリア全体会があり
ました。
自分達の地域や施設(資源)のことを、自分達で考えてい
こうと始まった全体会。各施設の状況を発表し合った後、
自由に施設のことや日頃の思いなどを話し合いました。
「らそらより更にバリバリ仕事をできる所があれば」
「ミー
ティングなどで多く
の人が自分達の生活
のことを話し合える
場が必要」
「将来の生
活が不安。障害者へ
の経済的な保障が足
りていない」
「施設で
はゆったりとしたペ
ースで活動できる。
初めて来所した時に安心できる空気でよかった」
「らそらで
仕事をすることで、親の対応も変わってきた」など様々な
意見が出ます。休憩中になっても、
「らそらの工賃はどうや
ったらあがるのか」
「年金が出るか出ないか、診断書 1 枚
で生活が大きく左右されるなんておかしい」など話題が尽
きません。
熱が冷めない中、1 回目の全体会は終了。今後も安心で
きる仲間と活発な意見交換をしながら、誰もが生き活きと
自分らしく暮らせる心豊かな社会をみんなで創っていくぞ
～！おー！

＜レク＞
２月１７日にレクがありました。いきいきの里のお風呂
に入りに行きました。Мさんが一緒についてきてくれて助
かりました。手帳で１００円で入れて、らそらの喫茶店で
ジュースを飲みました。購買部から２００円喫茶店代がで
ました。お風呂に入れてすっきりしました。とても気持ち
良かったです。
＜お菓子作り＞
２月１４日にお菓子作りがありました。チーズケーキと
塩チョコドリンクでした。イオンに買い物をしに車で行っ
たのですが、帰り車がエンストしてしまい動かなくなりま
した。前田さんのかさを借りて、１人荷物を持って雨の降
る中、歩いて帰りました。その直後ほかのひとたちが、ら
そらの車で竹内さんに送ってもらって帰って来ました。無
事お菓子作りができてよかったです。らそらの職員さんに
お礼にチーズケーキを差し上げました。ありがとうござい
ました。

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

☆グループホーム通信☆

らそら
「今年も縦横無尽にがんばりましょう！！かんぱ～
い♪」こんな掛け声で、萌グループホーム合同の新年
会がスタートしました。
ひだまり・はななと合同でライク協力のもと大和郡山市
にあるケアハウス『トマトホーム』に行きました。今回は
一般就労に対するイメージをより膨らませてもらえる職場
見学会になるよう『はたらくなかまを知ろうの会』と名付
けました。
そこで就労されているＳさんの働く姿を見学し、トマト
ホームのスタッフさんよりＳさんの仕事の様子、就労する
にはどのような準備が必要か話して頂きました。
参加メンバーさんは緊張気味の様子でしたが質疑応答の
際、積極的に質問され見学後には『周囲に信頼され働いて
いた。
』
、
『無遅刻・無欠席で働いているのが凄い！』と話さ
れました。最後に、任された仕事を行うだけでなく気付き
を持ちながら働く視点、常に向上心を持つ事の大切さを話
して頂きました♪

さて今年は、
1 月 25 日に王寺町地域交流センターで
開催しました。メニューは、水炊き＆トマト鍋。食べ
たことがないトマト鍋は、始まった時はみんな「おい
しいの？？」という思いがありましたが、一口食べだ
すとドンドンと箸がすすみだします。会が終わった
後、
「もぉ～お腹一杯で動けませんわ」と満足そうに
話し、くつろいでいる姿がありました。あれ、去年も
同じような光景を見たような・・・今年も楽しみ・た
くさん食べた
新年会でした。
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萌１０周年記念イベント
マインドホーム高田
おかわり
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たくさんの人たちが記念ブースに立ち寄ってくれました。
たくさんの人たちに普段伝えることができない感謝の思い
を伝えることができたと思います。今後も地域の人たちの
応援を受けながら高田エリアは頑張っていきます！！

咲咲

なっつ地活

えいぶる

萌 10 周年を迎えた今年度、
『感謝』の気持ちで３つの
イベントを開催しました！

『街に感謝！！』
～「清掃イベント」 平成 23 年 11 月 30 日～
「これまで支えて下さった地域の皆さんへ感謝の気持ちを
こめて、私たちが活動している大和高田市をキレイにしよ
う！」と２７名の参加者が大中公園に集まりました。
４コースにわかれ、１時間の清掃。１歩あるけばタバコ
の吸殻。また１歩あるけばお菓子の空き箱やジュースの空
き缶。普段、通り慣れた道にも意外とゴミが落ちていまし
た。通りすがり
の住民の方は、
「ありがとう～。
キレイになった
わ～」と声をか
けてくださいま
す。お礼を言っ
てもらえると、
より気合が入り
ます！！気付け
ばゴミ袋は満たん。季節は秋というのに額には汗がうっす
らとうかんでいました。その後みんなで食べたおかわり特
製トン汁はおいしかった～！やっぱり「ありがとう」って
言われると嬉しいなぁ。としみじみ感じた１日でした♪
清掃イベントは今後も継続して行う予定です。次回は 5
月 23 日の予定です。みなさんよろしくお願いします。

『当事者・
家族に感謝！！』
～「当事者・家族の集い」
平成 24 年 2 月 26 日～
高田エリア事業所を利用する“当事者と家族に対する感
謝”の気持ちで開催(in さざんかホール)、約 60 名の方に
ご参加頂きました。
松本クリニック院長の講演では、認知症について勉強で
きました。当事者・家族の体験発表では、その時々の気持
ちも含めて話して頂き、これまでを振り返りながらそれぞ
れが歩んできた歴史に思いをはせる機会になりました。こ
れからも感謝の気持ちと共に、私たちが思い描く未来に向
かって共に歩んでいきたいと思っています。たくさんの方
に書いて頂き展示していた「私の 10 年(10 年前～10 年
後)メッセージ」は、大切に保管し、また 10 年後にみる機
会を持てれば・・と考えています。

『地域に感謝！！』
～「地域ふれあいフェスタ in 大和高田でのとりくみ」
平成 24 年 1 月 14 日～
「地域ふれあいフェスタ in 大和高田」
（
「奈良県手をつな
ぐ育成会」と合同で開催した啓発イベントです）で、これ
まで支えてくれている地域の人たちに感謝の思いを伝えよ
うということで「社会福祉法人萌 10 周年記念ブース」を
設けました。これまでの萌の歩みを記した DVD の上映や
高田エリアの事業所の紹介したパネル。そして各事業所・
メンバーから地域にむけての感謝のメッセージを貼りだし
ました。イベント全体で 400 名を越す人たちが来場され、

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
咲咲
Tel；0745-53-2233
えいぶる
Tel；0745-52-5752
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つでした。このような外部研修会への参加を通じ、普段自
分たちだけでは学べない知識や情報を得ることができまし
た。

Ｐｉｔ八木

２月 11 日に萌 設立 10 周年の橿原エリアでの記念イ
ベントが、沢山の方にお越し頂き行われました。Pit 八木
もこの４月から３年目に入ります。普段から沢山の皆様に
ご支援頂いている事に感謝の気持ちをお伝えし、これまで
の活動を詳しく知って貰おうと、動画と写真にナレーショ
ンを付けて活動紹介をしました。
今回新たに写した写真
（わ
ざとらしくポーズを付けてみたり(^_^) )と撮り貯めてあっ
た写真(懐かしさに手を止めて見入ってしまったり (^_^) )
を使いました。紹介文も伝えたい事はいっぱいあるが、時
間的制約もあり、まとめるのに苦労しましたが、スタッフ
さんのアドバイスと皆の役割分担で何とか完成出来ました。
イベント前々日からは終礼後、遅くまで残り、リハーサル
もしました。当日は、初めて人前で発表する人、緊張で手
が震えた人もいましたが、ゆっくりと解りやすく説明出来
たのではないかと思います。
（後で撮影されたビデオを見る
と、失敗もありましたが… )
「一歩成長出来たのではないかと思います」
「自信と度胸が
付きました」
「他の事業所の様子や作業風景を知る事が出来
て良かったです」という感想がありました。交流会ではパ
ン工房「ひだまり」の皆さんが作られたパンをおいしく頂
きました。ありがとうございました。

ひなた舎

3 月 8 日、田原本町町民ホールで行われた精神障害者地
域移行・地域定着支援強化事業の研修会「支える地域力」
にみんなで参加しました。
シンポジストとして話す障害当事者の姿に「同じ当事者
だとは思えない」
「私も同じ体験があり、思い出す」
「感動
した」
「すごい」
「参加してよかった」
「勉強になったし、自
分のこれからの参考にしたい」などの感想がありました。
ひなた舎では月 1 回、勉強会を行っています。今年のテ
ーマは「病気・障害」
「コミュニケーション」
「就労」の 3

ぴあぽ～と地活

２月２５日(土)に大和郡山の社会福祉会館にて萌合同レ
クが行われ、４２名の参加がありました。
５月から何度も実行委員会での話し合いを重ね準備をし
てきました。
「就労の施設のメンバーも参加しやすいように、
土曜日開催にしよう！」と、メンバーによる提案があり、
今回の合同レクは土曜日に開かれることになりました。普
段あまり会うことのない施設のメンバーさんとの出会い、
なつかしい方との再会にお喋りの絶えない時間となりまし
たね♪
そして、今年のぴあぽ～とからの出し物は『コーラ一気飲
み』
！！ ぴあぽ～と以外の施設からも参加してくださり、
みんなの視線はコーラを必死に飲み干す５人に釘付け
(^-^)♪+*
予想以上の速さで飲む参加者に「おおぉー(＊о＊)!!」と、
大きな歓声があがりました★!!盛り上げて頂いたみなさん、
ありがとうございました♪
その他にも、マインドホーム高田によるイントロクイ
ズ・ふらっとやまーぶるによる合唱の出しものがあり、み
んなで参加できる企画で楽しめました(^-^)!!
【ぴあぽ～とメンバーの感想】
・いろんな人と話ができてよかった。
・色んな施設の人が集まるような機会があれば、また参
加したい。
・来年もやりたい!!
・緊張しました。
当日参加できなかったメンバーも準備を一緒にしてくれま
した。みんなの力で作った合同レク、今後も続けていきた
いですね(^^)/
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
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福祉情報

今後３年の間に、福祉サービスを利用する人すべてが『サー
ビス等利用計画の作成』の手続きをすることになります。手
続きを開始する時期は市町村によって異なります。

平成 24 年４月１日より「障がい者制度改革推進本部等
における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの
間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律
の整備に関する法律」が施行されます。
主な改正事項は次の通りです（厚生労働省資料）。
① 利用者負担の見直しー利用者負担は応能負担を原則に
② 発達障害が障害者自立支援法の対象となることを明確化
③ 相談支援の充実
④ 障害児支援の強化
⑤ 地域における自立した生活の支援の充実
グループホーム・ケアホーム利用の際の助成を創出
成年後見制度利用支援事業の必須事業化
など
ここでは、
「③相談支援の充実」について、改正の一部を
説明します。
現在何らかの福祉サービスを利用している人（例えば、
事業所に通所している、ホームヘルプサービスを利用して
いるなど）や、今後新たに利用する人は、利用の際に『サ
ービス等利用計画の作成』が必要となります。
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これは、生活の中で抱えている課題の解決や、適切にサー
ビスの利用ができるように、よりきめ細やかな支援（ケア
マネジメント）のために利用計画を立てます。
＜福祉サービスを利用する時には、次のような手順になります＞
（ 二重枠 の内容が今回の変更点です）
サービス利用を申請する
↓
市町村から「サービス等利用計画」案の提出依頼が届く
↓
指定相談支援事業所に「サービス等利用計画」案の作成を頼む
もしくは、セルフケアプラン（自分で計画案を作成する）
↓
障害程度区分の認定を受ける
↓
サービス利用についての支給決定を受ける
↓
「サービス等利用計画」に基づいて、サービスを利用する
↓
定期的に「サービス等利用計画」を見直す
※希望や状況によって、毎月～年１回、見直しの期間が異なります

“詳しいことが知りたい”
“見たことがない書類が届いた
（渡された）
”など、サービスの利用や利用計画の作成につ
いて、お近くの生活支援センター（相談支援事業所）や利
用している福祉サービス事業所にお尋ねください。

新任者職員紹介

4 月から地域活動支援センター
「ぴあぽ～と」に配属になりまし
た、髭 幸季(ひげ さき)です。
出身は大阪府の和泉市です。
今年の 3 月に関西福祉科学大学
を卒業しました。
いつも笑顔の職員になり、利用者
の方と毎日楽しく過ごしたいで
す。
どうぞよろしくお願いします。

新しくパンの事業を始める「ひだ
まり」に配属になりました、石川
由実(いしかわ ゆみ)です。
帝塚山大学を卒業しました。
パン事業を通し啓発活動を行い、
就労へと支援できたらと思いま
す。つまずいてばかりの１年にな
るかもしれませんが、笑顔を大切
にしたいと思います。どうぞよろ
しくお願いします。

こんにちは。４月から地域活動支援
センター「まーぶる」に配属になり
ました龍満明日香（りゅうまん あ
すか）です。
出身は香川県で、桃山学院大学を卒
業しました。萌では、
「つなぐ」こと
をモットーに日々精進していきたい
と思っています。新しい環境になれ
るまで遅く、毎日緊張していますが、
皆様よろしくお願いします。
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生駒市精神障害者施設後援会

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。

ハートフルこおりやま

おります。後援会の主な目的は、

(精神障害者の社会参加をすすめる会)

法人 萌に対する事業の支援や

恒例の「はーとふる市」開催日時が決
りました！
5 月 26 日（土）10 時～14 時を予定。
場所は地域活動支援センターふらっと
の敷地内になります。
様々なイベントを計画中です。たくさ
んのご来場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）

寄付を行っています。
詳しくは「社会福祉法人 萌」の
ホームページをご覧ください。

http://www.moe.or.jp/
後援会事務局（地活ふらっと内）
０７４３-５４-０８２１（相川）

つぼみヨーガは、５月１６日、６月 20 日、
７月 18 日、第 3 水曜日の午後 1 時 30 分
から、大和郡山市社会福祉会館３階に
て。お茶タイムもあります。ご一緒にし
ませんか！!

利用者投稿コーナー
利用者稿コーナーへのたくさんのご応募、本当にありがとうございました。

「なかま」
いろんな出会いがあるけれど
みんな同じはつまらない
野原には百の花が咲く
今日一日を精一杯に
ひとりぼっちじゃないから
青空にうんと背伸びして
笑顔には笑顔で
もっとなかまがふえていく
もっと世界が大きくなる

ひだまり会（生駒地域家族会）
＊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）

西和家族会(地域家族会)
＊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

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。時間：１３:３０～
場所：三の丸会館円卓ルーム。
（但し、4 月は第四日曜日（4 月22 日）です）

＜編集後記＞
昨年度は、
法人が設立され 10 周
年という、節目の一年にあたりまし
た。支えてくださっている全ての皆
さまに、法人・各事業所からの感謝
の想い、萌風香の紙面にのせて、お
届けできていましたら、嬉しく思い
ます。
新しい年度が始まりました。
気持
ちも新たに、様々な情報をお届けし
たいと思っていますので、
どうぞよ
ろしくお願いいたします。
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。

＊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）

発行人

ボランティアグループすずめ

ボランティアグループつぼみ

のぞみ会(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

場所：大和高田市中央公民館
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「萌 後援会」からのご案内

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（トーク＆ライブ
ひだまり、こころの市民講座など）を
しています。
年会費一口 2000 円から。
新規会員募集中。
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）

Moe～萌～
Mentalhealth～心の健康～
Messageboard～伝言板～
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