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お弁当ハウスおかわりが“カフェ”はじめました☆

毎月（
１・
２・
３・
４・
５・
６・
７・
８の日）
発行

午前 8：00“なごみカフェ おかわり”オープンの時間です。白いポロシャツとみどりのエプロン、ハ
ンチングがなごみカフェのユニフォーム！今日も元気にお客様を迎えています。おススメはモーニングセ
ット（8:00～11:00）ドリンク代のみでトースト・サラダ・食前酢・ゆで卵が付いてきます。
おかわりは平成７年からお弁当事業を始め、毎日市内の
お客様にお弁当を届けています。そんな中、地元商店街の

発行人

方から「まちの活性化のために商店街の空き店舗で飲食店

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

をやってほしい。
」と依頼がありました。ミーティングで
は「新しい作業ができるのは良いことだ！」
「せっかくの
話だからやったほうが良い！」
「接客の仕事をしてみたい」
「就労のステップアップになる」と前向きな意見☆★これまでのおかわりの活動が認められてきたこと、
地元から必要とされていることを実感し、２月６日オープンに向けて動き出しました。
オープンまでは咲咲での研修やマニュアルの作成、チラシ 2000 枚をポスティング！！「今週はポステ
ィングに力を入れよう。カフェに近いところから配りに行こう。
」カフェの準備と通常の作業とハードな
日々が続きましたが、作業の内容も工夫しながらみんなが一丸となって取り組んできました。
“なごみ”には「みんなが障害を乗り越えて一つになり、笑える場所。皆様にゆっくりくつろいでいた
だけるような場所に」という思いが込められています。まだまだ思考錯誤の日々ですが、今後もまちの活
性化に向けて“お弁当ハウス おかわり”
“なごみカフェ おかわり”の活動を盛り上げていきたいと思い
ます。
皆様のご来店心より
お待ちしております♪

営業時間：8:00～16:00
定休日：土日祝（今後変更あり）
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「どれにしようかな～？」、「これとこれ食べ比べしてみ
よう♪」と、お客様の心をくすぐる”はなな”のお菓子たち。
そんな自分達で作ったお菓子が他の人の手に渡るのは、見て
いて嬉しくなります♪これからも美味しいお菓子をたくさん
の方にお渡しできるよう、はなな一同頑張ります☆
みなさんも、どこかで”はなな”のお菓子を見かけたら、
是非お買い求めください

生駒
ｴﾘｱ

ひだまり

オープンして間もなく 1 年を迎える「パン工房ひだまり」
では、1 周年記念セールに向けて大忙しです。
今回のセールのテーマは「感謝と絆」
地域に愛されるパン屋さん目指して、次から次に出てくる企
画が実現可能か、熱気を帯びたミーティングを重ねてきまし
た。
ゆるキャラの登場！？ガラガラ抽選会！？いっそパンを配っ
てしまう！？コンサー
ト！？・・・
まずは、
デザイン学校の
学生さんが作ってくれ
た可愛いチラシを地道
にポスティング。
一軒一
軒「来てくれますように」
の願いを込めて配り歩
きます。

コスモールいこま地活

３月 26 日、生駒市中央公民館和室にて、ボランティアグ
ループすずめ主催の最後の「お茶会」が開かれました。すず
めは、この春で 17 年間の活動を終了します。17 年前、当時
のひだまり作業所にちなみ「ひだまりに集うすずめのような
活動をしたい」と名付けられ活動を始めた「すずめ」。名前
どおり、いつもほっこり包み込むように私たちを支えてくだ
さいました。当日は、古くから関わりのあったメンバーも参
加し、
「今以上に精神障害者への偏見がきつかったときから、
地域に私たちを理解してくれる一般市民がいてくれたこと、
い続けてくれたことが、本当に心強かった」など感謝の気持
ちを伝えました。すずめメンバーそれぞれに感謝をこめた色
紙を渡し、ひだまりがこの日のために作ってくれた特性ケー
キも差し入れられ、お抹茶の甘苦い味覚の余韻とともに、涙
と感謝にあふれた時間となりました。すずめさん、ありがと
う！「すずめ魂」は、私たちの心に永遠に残り、これからも
引き継がれることと思います。

コミュニティスぺースはなな
3 月 10 日の日曜日、
『福祉センター祭』
で製菓の販売をしてきました！
メンバー4 名、スタッフ 1 名の計 5 名、
おそろいの『はななジャンパー』を着て一
致団結。強風や寒さを吹き飛ばす勢いで、
「い
らっしゃいませー！」「お菓子いかがですかー？」と、明る
い声でお客様に呼びかけをしました。
そんな皆の頑張りがお客様に
届いたのか、売上は上々☆丹精込
めて作ったクッキーも、パウンド
ケーキも、ブールドネージュも、
たくさんお買い上げいただきま
した。不動の人気を誇るレインボーラムネも、もちろん大人
気！！！

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；0743-85-4196
Tel；0743-73-1050

挿絵の投稿コーナーにたくさんの応募
有り難うございました。
萌風香編集部一同
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ふらっと地活

ふらっとのサロンでシンガーソングライターの松尾貴臣
さんのミニライブがありました。松尾さんは「福祉の世界
がもっと元
気になれば、
日本がもっ
と元気にな
る」という
思いで全国
の病院や福
祉施設を回
りながら音楽活動をしており、今回郡山社協の紹介を通じ
てふらっとに来てくれました。
坂本龍馬の衣装を見にまとい（土佐の観光大使だそうで
す）
「15 の夜」
「空も飛べるはず」など皆が知っている歌
をギター演奏しながら大熱唱。みんな松尾さんの歌声に感
動。その後オリジナル曲の演奏で暖かな詩とメロディーで
更に感動。笑いあり、感動ありの心温まるミニライブでし
た。

彩食キッチン Bon

「いらっしゃいませ～。クッキーにお花はいかがですかぁ
～」
。どんなイベントでももう販売はお手の物です。
春の声がようやく聞こえだしてきた 3 月 9 日（土）
、大和
郡山市社会福祉会館で行
われた「ふれあい演芸大
会」
（大和郡山市心身障害
者児連絡協議会主催）
で、
今年から市内の事業所の
生産活動での品物販売が
設けられました。
もちろん、Ｂｏｎとしても初参加ですのでどうなることや
と思いきや、普段から鍛えられている利用者さん。まめな
声かけでお客様のハートをキャッチです。また、終盤には
コンテナに品物を入れて販売に行く、Ｂｏｎでの通称「行
商」までスイスイこなし、持って行った品物の 8 割ほどを
売ってきました。
「もう少しがんばれたらよかったなあ」と参加した利用
者の声。もちろん地域啓発もかねて出ていますが、商魂
もバッチリのＢｏｎでありました。

日頃からの災害に対する意識を高めるきっかけとして、
郡山エリアでは防災に関する講習と訓練を行いました。
2 月 27 日（水）に、奈良県郡山総合庁舎会議室にて、
大和郡山市市民安全課防災統括係の西澤康弘係長に、地
震や水害など起こった場合の避難方法や、大和郡山市の
防災の取り組みについて話してもらいました。3 月 21
日（木）は、地域活動支援センターふらっと前で避難、
通報、消火訓練を大和郡山市消防本部予防課の指導を受
けながら実施しました。
災害が実際に起こった時、慌てたり、気が動転したりす
ることもあると思います。いざというときでも冷静に、
かつ安全に対処できるよう、郡山エリアでは今後も防災
に関しての取り組みを行っていきます。

ふれあい工房

ふれあい工房では、いろんな
作業に取り組んでいます。
今回はその中から、
「吉田寺清掃」
と「大納言塚清掃」のご紹介を
します。以下は参加者の感想で
す。
～「吉田寺清掃」で
は、斑鳩町にあるお
寺「吉田寺」の境内
の草引きをします。
真夏も真冬も自然を
眺めながら約 2 時
間がんばります。
「大
納言塚清掃」では大
和郡山市にある「大納言塚」の落ち葉ひろいをします。そ
れをまとめてビニール袋に入れます。12 月～2 月にかけ
ての冬場の作業で、とても寒いのですが、自然を満喫しな
がら、1 時間～2 時間がんばります。この 2 つの仕事で、
とても充実した時を過ごせてよかったです。社会復帰とま
ではいかなくても、仕事はうれしいです～。
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
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西和
ｴﾘｱ
ま～ぶる

3 月 15 日、
上牧町 2000 年会館で、
「１人で抱えないで」
という、精神障害者の家族・関係者への講演・相談会が実
施されました。最初は、まーぶるからメンバーさん２人、
家族さんからお１人で、病状のこと、普段の暮らし、将来
の夢などについてお話しされました。
某メンバーさん曰く、発表後「どおお」っと疲れが出た
とのこと。ホントお疲れ様でした！
後半は、
滋賀県彦根市にある NPO 法人「サタデーピア」
理事長の上ノ山さんから、活動内容などをお話しされまし
た。そこでは特にピアサポート活動がさかんで、漫才コン
ビを組んだりして、
「笑い」を取り入れたユニークな活動を
されています。
緊張したらとりあえず笑おう！そんなことを教わった一
日でした。
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した(＾＾)『世代が違えども名曲は皆で歌える。
』と話され
る方もおられました。そして喫茶らそらのアイスクリーム
を食べました！お腹も満たせたレクでした♪
次回も恒例、ＢＢＱの予定です(＾０＾)来年度も楽しいレ
クになりそうです！！
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
まーぶる
らそら
Tel；0745-70-1577
ライク（就業･生活支援センター）Tel；0745-51-2001

さくらんぼ

若葉青葉をわたる風も快く感じられる今日この
頃ですが、いかがお過ごしですか？
さくらんぼでは郡山柳の商店街に引越しして一
年経ち、ずいぶんと事務所らしくなりました。この
郡山から私たち３人のサービス提供責任者は各担
当エリアの利用者さんに会いに飛び回っています。
利用される方も９０名近くなり、よりきめ細かいサ
ービスを目指し努力しています。もし街でみかけま
したらお声をかけてくださいね！
さくらんぼ（居宅介護事業所）
Tel;0743-54-0800

グループホーム

らそら
３月８日(金)、らそらレクでは恒例になっている『いき
いきの里』へ行ってきました。６名の方が
参加され、カラオケを１時間フルに楽しみ
ました。
到着すると、
真剣に選曲開始です。
最終的には、
『時間超えていますよ！』と館
内の職員さんに呼びに来られるぐらいまで歌い続け、皆さ
ん大盛り上りでした。
『久しぶりのレク楽しかった！』
、
『高い声が出にくくな
った。
』と様々な感想が聞かれました。また歌の歌詞が出て
こない仲間には、皆で歌って助ける一幕もありました。す
ると歌詞が出てくるという仲間の絆を感じる場面もありま

斑鳩町にある自立支援住居（法定外の取り組みで、
萌が大家さんの役割を果たしていた所）が平成２５
年５月からグループホームに変わります。
ＪＲ法隆寺駅やスーパーまで歩いても２～３分で
行けるとても便利な所です。既に入所者が決まり、
空きはない状況ですが、新たにできた社会資源を皆
さん知っておいてください。
これで萌のグループホームは６つになり、計２８
人が入居しています。
グループホーム（事務所） Tel; 0743-85-4112
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映画上映 2 連発！！
★第 1 弾★

「ツレがうつになりまして」
6 月 12 日（水）13：30～
大和郡山城ホール小ホール
参加協力券 500 円
映画上映＆講演「身近な病気うつ病について」
主催：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
お問合わせ：地域活動支援センターふらっと ℡ 0743543977

☆第２弾☆

【共催】バザーリア映画を自主上映す
る 180 人の Matto の会
【協力】RAI フィクション，Ciao Ragazzi!，

「むかし Matto の町があった」

フランカ＆フランコ・バザーリア記
念財団，トリエステ精神保健局
【後援】イタリア大使館

7 月 13 日（土）13：00～

奈良県社会福祉総合センター6F 大ホール
映画上映＆講演「イタリアでは精神病院がなくなって、どんな医療体制になったか」
講師：大熊一夫先生

主催：ＮＰＯ法人 なゆたの会
共催：奈良県精神障害者家族会連合会（愛称：まほろば会）
社会福祉法人萌
お問い合せ：地域活動支援センター

サークルＮ ℡

地域活動支援センター ぴあぽ～と℡

0744-23-0745
0744-27-4175
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高田
ｴﾘｱ

なっつ
えいぶる

1 月 21 日から、午後の作業時間が 1 時間長くなりまし
た。
メンバーから
「作業できる時間をもっと長くしてほしい」
と以前から声が挙がり続けて早数か月…。1 月のミーティ
ングで話し合った結果、午後の作業時間は 2 時間半となり
ました！ もちろん、ずっと作業に参加しなくても良く、
それぞれが自分に合った時間の使い方を工夫しながら取り
組んでいます。1 日の中の 1 時間が、作業をしたくてもで
きなかった時間から、選べる時間へと変わりました。

地域に向けての啓発を目的に、高田エリアで取り組んだ
香芝イベントの報告です。平成 25 年 2 月 2 日（土）
、香
芝市ふたかみ文化センターで、
“人生ここにあり”の映画上
映を実施しました。上映の前には、香芝市在住の当事者の
体験発表もあり、当日たまたま通りがかった一般の方も観
に来てくれて、体験談を真剣に聞き頷いている様子もみら
れていました。会場に入場はされませんでしたが「施設の
事、初めて知りました」と各施設パンフレットを持ち帰っ
た方もいて、良い啓発の機会となりました。今後も地道に
啓発活動を継続し、たくさんの方へ理解を広げていきたい
です。

マインドホーム高田
咲咲

早いもので、
レストラン咲咲
の活動を始めて、
丸 4 年になり
ます。今年も、
4 周年記念お客
様感謝イベント
を行いました。
そこで、働いて
いる利用者に 4
年が経ち、今の
心境を聞いてみ
ました。
「家にいたら、
4 年は長く感じ
ただろうが、仕
事をしていると
失敗したり、喜
んだりの繰り返し。お客さんとは楽しい話をしたりして、
仲良くなり、声をかけてくれてうれしかった。1 年があっ
という間に過ぎ、4 年が経ってしまった」
開店当初は、準備期間が短く、職員もパートも利用者も
全員が不安だらけでスタートしました。しかし、ここまで
やってこれたのも、みんなで力をあわせた結果です。これ
からも、みんなで協力し合いながら、レストラン咲咲の活
動を続けていきます。

奈良県の障害
者自立支援基盤
整備事業を活用
して、マインド
ホーム高田の送
迎車が変更にな
りました！！長
年、
送迎やレク、
買い物に役立っ
て く れ た
VOXY とはお
別れし、日産キ
ャラバンの１０
人乗りになりま
す！！それに伴い、
送迎時刻も一部変更
になります。以前よ
り車体が大きく、車
高も高いです。
ご利用の際には、
気を付けてください。
濃いグレーの車体がカッコイイ new マインド号、大事
に活用していきます！
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
咲咲
Tel；0745-53-2233
えいぶる
Tel；0745-52-5752
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橿原
ｴﾘｱ
ひなた舎

この頃、ひなた舎の
人気レクになりつつあ
る焼肉レク。みんなで
スタミナ太郎に行って
きました。出発時間が
待ちきれず、少し早め
の出発です(笑)
バイキングなため、お肉もデザートも食べ放題♪♪食欲の
秋はとっくにに過ぎているけど、みんなの食欲は変わらず
健在！！お腹はペコペコで準備万端！着くやいなや「さっ
そくとってくるぞ！」
「何から食べよっかなぁ～♪」焼肉バ
イキングにきたのに、ケーキのバイキングになってる人も
いたりいなかったり。ソフトクリームも上手にまいたり、
冷たいものを勢いよく食べてしまい、頭が痛くなったり大
はしゃぎで楽しみました♪食べレクはこれからも増えてい
きそうな予感です★☆

Ｐｉｔ八木
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りました」
「当事者の方と県庁の職員さんとの、やり取りが
迫力がありました」と皆、張り詰めた雰囲気の中、熱のこ
もった話が行われる雰囲気に圧倒されたようです。そんな
中「機会があれば他の人も誘って、参加したい」
「活動の輪
が広がり実現されることを望みます」等々、今後に繋げて
いきたいという意見も出ていたので、今後も要望活動があ
れば Pit は積極的に参加します。p(*ﾟ∀ﾟ*)q

ぴあぽ～と地活

こんにちは。
先日、ぴあぽ～とは 1 泊レクに行ってきました。今回の
行き先は「舞鶴・天橋立・城崎」です。夏頃から「行きた
い所アンケート」を取り始め、ミーティングを通して皆で
内容を決めてきました。日程は？宿はどこがいい？見学先
は？…と、決めなければならない事が盛りだくさん。気合
を入れてミーティングに参加する姿が印象的でした。そし
ていよいよやってきた 1 泊レク当日。
「8 時半集合は早い
わー、起きれるかな…」と心配していたメンバーも、ばっ
ちり集合！1 日目は、まいづる福祉会「ほのぼの屋」でコ
ースのランチを食べ、事業所について話を聞かせて頂き、
メンバーは熱心に話に耳を傾け質問をしていました。そこ
から天橋立へ！【またのぞき】もばっちり済ませ、夜は城
崎温泉!!かに料理を堪能しました(^^)♪
2 日目、朝はお土産を買ったりさんぽをしたり城崎の町並
みを楽しみ、ラストは「サントリー京都ビール工場」を見
学！しっかり試飲もしてきました(^^)
+*来年もみんなで行きましょう♪+*

～みんなの感想～

3 月 15 日、開所時間前の扉の前では 5 人が待っていま
す。そして、開所時間ぴったりには、トントンと扉をノッ
クする音。今日は、福祉医療の要望書提出に奈良県庁へ行
く日です。Pm9：30 には大勢が集まり、いつもと違った
空気が流れています。(*ﾟ∀ﾟ*)ワクワク
いよいよ出発時間。Pit を出発準備の為、職員が声掛けを
しようと「さぁ行っ…」と言った瞬間、一斉に「ザーッ」
と椅子を引く音がして皆、玄関に向かって行きました。用
意していなかった職員は危うくおいてけぼりになるところ
でした。щ(́д̀;)щカムバック～ッ!
そしていざ、始まると「意見がとびかっていて、迫力があ

・昼のレストランおいしかっ
た
・夜、寝れました。
よかったです。
・ビール工場、最高でした。
・かに雑炊おいしかったです
・風呂熱かったけど、
身体が温まってよかった。
・施設見学、当事者の声も聞
きたかった。
交流できず残念。

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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新 任 職 員 紹 介

後列左から：①鳥井 博之（とりい ひろゆき）
、 ②和田 勝江（わだ かつえ）
、
③西岡 なつみ（にしおか なつみ）
、 ④横峯 あす香（よこみね あすか）
前列左から：⑤鈴木 麻衣（すずき まい）
、 ⑥寒川 静佳（かんがわ しずか）
、
⑦谷口 沙絵（たにぐち さえ）
、 ⑧飯田 麻友（いいだ まゆ）

①鳥井之 Pit 八木
いつも元気にゆっくり頑張りたいと思います。
③西岡なつみ
えいぶる
失敗もたくさんするかもしれませんが、どんな時も
笑顔で頑張りますのでよろしくお願いします！皆
さんとお会いできる日を楽しみにしています。
⑤鈴木麻衣
なっつ
新しい風を萌へ入れていきます。
⑦谷口沙絵
ひなた舎
いつも元気で明るく楽しく頑張ります！
写真右上：榊原 誠（さかきばら まこと）
毎日パンを焼いています。
ぜひ一度お越し下さい!!

②和田勝江
Bon Café
福祉職は未経験の私ですが、皆様のご指導、ご支援を
頂戴しながら、一生懸命頑張りたいと思いますので、どう
ぞ宜しくお願い致します。
④横峯あす香
おかわり
4 月からおかわりに配属になる横峯あす香と申します。
1 日でも早く１人前の職員になれるよう頑張りますので宜
しくお願いします。
⑥寒川静佳
コスモールいこま
これまで全く別の仕事をして参りましたが、福祉職とし
ては一年生です。皆さんと一緒に成長して行けたらと思っ
ています。よろしくお願いします。
⑧飯田麻友
ふれあい工房
自分自身の体調管理に気をつけ、皆さんとともに頑張っ
ていきたいと思います。
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生駒精神障害者ひだまり後援会

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

(通称：ひだまり後援会)
生駒市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。
お問い合わせ：地域活動支援センター
コスモールいこま 0743-73-0900
（担当：桑原）

「萌 後援会」からのご案内

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「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/

０７４３-５４-０８２１（相川）

＜編集後記＞
職員の異動があり、ふれあい工房
内での担当者が変わりました。至

らぬことがあると思いますが、
精一杯頑張って行きたいと思っ
ていますので、温かく見守って
頂けたら、嬉しく思います。こ
れからも様々な情報をお届けし
たいと思っています。
どうぞよろしくお願いいたし
ます。
萌風香編集部一同

ボランティアグループつぼみ
新生つぼみがスタートしました！ 新し
い仲間が増えました。
つぼみヨーガ♪
５月１５日（木）、６月１９日（水）、７月１７日
（水）と続きます・・・。
第三水曜日、社協で午後１時半からです・・・
お茶タイムも楽しいよ!!

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）

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。

平成 25 年４月 1 日より自立支援法から障害者総合支援法に変わりました。
障害者総合支援法（平成 24 年法律第５１号）①
１．題名
障害者自立支援法を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律（障害者総合支援法）とする。
２．基本理念
法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参
加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよ
う、総合的かつ計画的に行われることを法律の基本理念として新たに挙げ
る。
３．障害の範囲
制度の谷間を埋めるべく、障害者に難病等を加える。
（厚生労働省ホームページより抜粋）

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
すずめはこの度、会員および
その家族の高齢化などにより、3
月末日で活動を終わらせて頂く
事になりました。
「ひだまり」がリサイクルショッ
プを始められる以前から、17 年
間、仲良くして頂きました事、心
より御礼申し上げます。
ありがとうございました。
すずめ一同

「ツレがうつになりまして」映画上映
＆
中村メンタルクリニック
中村 由美子 医師による講演
「身近な病気 うつ病について」
日時：6 月 12 日（水）13：30～
場所：大和郡山城ホール 小ホール
入場料
500 円
是非、ご参加ください。たくさんのご
来場お待ちしています。
お問合せ：地域活動支援センター
ふらっと 0743（54）3977（担当：四ヶ所）

のぞみ会(地域家族会)
5 月例会のお知らせ
月日：5 月 12 日（日）
時間：13：30～

＊基本的に第３日曜日に行っていま

発行人

後援会事務局（地活ふらっと内）

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)
「こころの健康講座」

場所：大和高田市中央公民館

すみれ会（葛城地域家族会)

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

（10）

第三種郵便物認可

第 3 種郵便物認可

一九九一年九月三日

K SK Q 萌風香（№40 ）

