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新年おめでとうございます。 

社会福祉法人 萌 は16年

目を迎えました。引き続いての

ご指導ご支援を、よろしくお願

い申し上げます。 

 

 昨年 12 月に開催した萌恒例の「職員全体会」

では、『地域に巻き込まれる活動』がテーマに

なりました。 

萌がまだ作業所「ふれあい工房」だったある

日、メンバーと職員のワイワイがやがやの中で、

職員の吉川郁子（現副理事長）がふと気づいた

ことです。精神障害を知ってほしいあまり「地

域を巻き込んで・・」とつい言ってしまいます

が、それはおごり、それは間違い。地域に住ん

で、地域に巻き込まれて、まちの一員として地

域作りに参加し、土地の文化になじんでこそ、

自然な理解が得られる。そう気づいたのです。 

 

法人が、非常勤もあわせて 180 人の規模に

なったいま、あらためて活動の基本を確認しま

した。 

 

昨年策定した中期３ヶ年計画でも『地域の活

動への積極的参加と貢献』が柱のひとつになっ

ています。去年は田原本町のどろんこバレーや

飛鳥マラソンに参加、西和では「ふれあい祭り」

や社会資源マップづくりを、郡山では柳町商店

街に「彩食キッチン Bon やなぎ店」を開設し

て、町内会の一員になりました。大和高田は高

齢者へのお弁当配達と、さくら温泉のレストラ

ン運営、生駒ではチビッコもいっぱい参加して

楽しんでくれた「萌フェスタ」、今年は「いこ

ま・こころのフェスティバル（仮称）」を企画

しています。 

『地域に巻き込まれる』活動を、今年も見 

守ってください。 

 

社会福祉法人萌 理事長 小林時治 

KSKQ           平成27 年度 冬号 
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誰もが生き活きと 

自分らしく暮らせる 

心豊かな社会を 

創造します。 
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2015201520152015 年年年年    萌萌萌萌 NewsNewsNewsNews（各所（各所（各所（各所ののののニュースはニュースはニュースはニュースは 7777 面面面面ををををご覧くださいご覧くださいご覧くださいご覧ください））））    

◆総務部◆総務部◆総務部◆総務部    

①①①①2222 月、西和新施設竣工・施設移転月、西和新施設竣工・施設移転月、西和新施設竣工・施設移転月、西和新施設竣工・施設移転    ②②②②6666～～～～10101010 月、もえぎ館及び、ぴあぽーと新施設建物購入月、もえぎ館及び、ぴあぽーと新施設建物購入月、もえぎ館及び、ぴあぽーと新施設建物購入月、もえぎ館及び、ぴあぽーと新施設建物購入    

③③③③10101010 月、香芝市内に、初の就労事業所（あっとほーむ香芝）開設月、香芝市内に、初の就労事業所（あっとほーむ香芝）開設月、香芝市内に、初の就労事業所（あっとほーむ香芝）開設月、香芝市内に、初の就労事業所（あっとほーむ香芝）開設    

◆生活支援事業部◆生活支援事業部◆生活支援事業部◆生活支援事業部    

①生活支援センター①生活支援センター①生活支援センター①生活支援センター    ぽると・ベル誕生！！ぽると・ベル誕生！！ぽると・ベル誕生！！ぽると・ベル誕生！！    ②中期計画に向かって、地域移行をすすめました②中期計画に向かって、地域移行をすすめました②中期計画に向かって、地域移行をすすめました②中期計画に向かって、地域移行をすすめました    

③ワンルームマンション付きの１戸建③ワンルームマンション付きの１戸建③ワンルームマンション付きの１戸建③ワンルームマンション付きの１戸建ての家を購入。もえぎ館が素敵なグループホームに生まれ変わりましたての家を購入。もえぎ館が素敵なグループホームに生まれ変わりましたての家を購入。もえぎ館が素敵なグループホームに生まれ変わりましたての家を購入。もえぎ館が素敵なグループホームに生まれ変わりました    

◆地域活動事業部◆地域活動事業部◆地域活動事業部◆地域活動事業部    

①各所の当事者元気に活動！①各所の当事者元気に活動！①各所の当事者元気に活動！①各所の当事者元気に活動！（ピアフレンズ、当事者研究、（ピアフレンズ、当事者研究、（ピアフレンズ、当事者研究、（ピアフレンズ、当事者研究、SASASASA、病院との交流…等々）、病院との交流…等々）、病院との交流…等々）、病院との交流…等々）    

②引っ越しで心機一転！②引っ越しで心機一転！②引っ越しで心機一転！②引っ越しで心機一転！（まーぶる（まーぶる（まーぶる（まーぶる2222 月＆ぴあぽ～と月＆ぴあぽ～と月＆ぴあぽ～と月＆ぴあぽ～と2016201620162016 年年年年2222 月予定）月予定）月予定）月予定）    ③生駒での萌フェスタ、地域とつながり大盛況！③生駒での萌フェスタ、地域とつながり大盛況！③生駒での萌フェスタ、地域とつながり大盛況！③生駒での萌フェスタ、地域とつながり大盛況！    

◆就労事業部◆就労事業部◆就労事業部◆就労事業部    

①あっとほーむ香芝の開設①あっとほーむ香芝の開設①あっとほーむ香芝の開設①あっとほーむ香芝の開設    ②商品開発の取り組み②商品開発の取り組み②商品開発の取り組み②商品開発の取り組み    ③ジョブコーチが③ジョブコーチが③ジョブコーチが③ジョブコーチが 2222 人に増えた人に増えた人に増えた人に増えた    

平成 28 年(2016 年) スタート 

～地域に巻き込まれて～ 



 

生駒エリア生駒エリア生駒エリア生駒エリア 

今年のエリア合同レクは！？今年のエリア合同レクは！？今年のエリア合同レクは！？今年のエリア合同レクは！？ 

今年は「スポーツ＆茶話会レク」をコスモール・

はなな・ひだまりの3 施設で行いました！ 

今回は、はななのメンバーが主体となって夏前か

ら実行委員会を毎月一回開催し、まずレクの内容を

決めるところから始めました。その後も回数を重ね

ながらスポーツや茶話会の内容を話し合い、各所で

役割を決めて準備を進めてきました。 

レク当日は

朝から近所の

体育館へ集ま

り、みんなで準

備体操をして

からスポーツ

を行いました。

カローリング・

卓球・借り物競争・フリスビードッチボールの4 種

目を、職員やメンバー関係なく全力で楽しみました

○(＾∀ )^○ 

その後はみんなで片づけを行い、コスモールへ移

動しました。みんな朝から動き回って、ちょうどお

腹がすいてきた頃に合わせ、ひだまりのメンバーた

ちがたこ焼きと手巻き寿司を用意してくれており、

午後から参加

のメンバーも

合流して茶話

会を行いまし

た♪ 

茶話会では

ひだまりのメ

ンバーが用意してくれたゲーム「被害者は誰だ!?」

を行いました！チームに分かれてカラシ入りのカ

ステラを食べた人を当てるという内容なのですが、

皆さん演技が上手な方が多く、どのチームも当てる

ことが出来ませんでした(汗)最後に参加賞のレイ

ンボーラムネをゲット！みんなで楽しい時間を過

ごしました！ 

 

コスモール相談コスモール相談コスモール相談コスモール相談 

チャンネルをたくさん持とう！チャンネルをたくさん持とう！チャンネルをたくさん持とう！チャンネルをたくさん持とう！    

—精神障がいに関する—精神障がいに関する—精神障がいに関する—精神障がいに関する家族家族家族家族勉強会を開催—勉強会を開催—勉強会を開催—勉強会を開催—    
「情報を知る機会、家族同士で話しをする機会を

もっと作ってほしい」と家族の声。 

生駒市障がい者自立支援協議会の主催で、精神障

がいに関する勉強会が 11 月 26 日から３日間行

われました。 

１日目は公

開講座で精

神科医から

の病気の話、

関係機関も

含めて70 名

の参加がありました。 

２日目、３日目は家族を対象に開催。17 名の参

加者に向けて、当事者や家族からの体験談が語られ

ました。 

生駒市障がい福祉課の担当者は「今後も引き続き

このような機会の必要性を感じている」と話します。 

 

さくらんぼ通信さくらんぼ通信さくらんぼ通信さくらんぼ通信    

 皆様もうすぐ立春ですが、お変わりありませんか？ 

今年度、さくらんぼはフォローアップ研修を実施しま

した。「プロの支援を目指して」というテーマで、大阪府

立大学准教授の三田優子先生の講義を受けました。支援

の際は何気なく心得ていることが、講議により意義付け

られ改めてスキルとして認識できた研修でした。 

 

2015 年 生駒 News→ 

萌フェスタを生駒で開催！来客 1300 人！地

元商店や福祉団体の皆さんとのつながりが増

えました！ 

生生生生

駒駒駒駒 

生活支援ｾﾝﾀｰコスモールいこま 0743-73-7000 

地域活動支援ｾﾝﾀｰコスモールいこま 0743-73-0900 

ひだまり 0743-85-4196 

コミュニティスペースはなな 0743-73-1050 
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ラリーは何回続くかな 

たこ焼き職人登場！？ 

熱心に聞き入る参加者 



 

郡山エリア郡山エリア郡山エリア郡山エリア        

はーとふる市はーとふる市はーとふる市はーとふる市    開催しました！開催しました！開催しました！開催しました！    

 

11 月1４日、天気は雨の予報。心配していまし

たが、開催中は雨も降らず、皆様のご協力により、

なんとか無事に開催することができました。 

 屋外では、毎年お手伝い頂いている皆さんやボラ

ンティアさんにご協力いただきバザー・焼きそば販

売を行ったり、市内で活動されている施設や団体、

当事者の方にも各商品・作品を販売いただき、にぎ

わいました。 

屋内ではサロンコンサートを開催し、市内で活動

されている皆さんに出演いただき、南京たますだれ

＆手品や、ギター演奏とコーラス、ハーモニカ、今

年は口笛の演奏をご披露いただき、楽しくほっこり

とするひとときを共にしました。 

今までのたくさんのつながりや、新しい出逢いも

あり、つながりの輪が広がっていっているのだと感

じることができました。 

今後も、障がいのあるなしに関係なく、すべての

地域住民にとって、住みやすい街になるよう、活動

を続けて参りたいと思います。 

 

2015 年 郡山 News→ 

街とともにワッショイ！商店街の人たちと柳

神くんまつりを盛り上げました！ 

 

 

彩彩彩彩食キッチン食キッチン食キッチン食キッチン BonBonBonBon    

メンバー企画で温泉旅行へメンバー企画で温泉旅行へメンバー企画で温泉旅行へメンバー企画で温泉旅行へ 

彩食キッチンＢｏｎでは恒例の１泊旅行に 11

月 27 日から 28 日で出掛けてきました。行き先

は福井県のあわら温泉です。電車とバスでのんびり

と目的地に向かいました。 

今回のテーマは『温泉でのんびりしよう』です。

永平寺に立ち寄ってから旅館へ到着。温泉と夕食を

堪能しました。 

夕食後は部屋に集まって二次会です。『Ｂｏｎで

最近感じること』が話題になり、「協力しながら作

業をしている感じがある」「自信がついてきた」「女

性メンバーも増えてうれしい」など、作業を離れて

普段とは違う雰囲気の中、参加者全員で語り合いま

した。 

2 日目は東尋坊と越前松島水族館へ行きました。

遊覧船に乗って東尋坊の絶壁を下から眺める予定

で し た

が、あい

にくの天

気で上か

ら見るだ

けになり

ました。

水族館で

は水槽の

中にクリスマスツリーを発見。 

「Ｂｏｎの喫茶の水槽も、季節を感じる仕掛けをし

よう」 

旅行に行っても作業のことを考えるなんて、Ｂｏｎ

のメンバーは仕事熱心です。 

 

郡郡郡郡

山山山山    

生活支援ｾﾝﾀｰふらっと 0743-54-8112 

地域活動支援ｾﾝﾀｰふらっと 0743-54-3977 

ふれあい工房 0743-54-6701 

彩食キッチンBon 0743-58-5572 

Bon Café 0743-55-7772 

就業･生活支援ｾﾝﾀｰライク 0743-85-7702 

ＫＳＫＱ萌風香（№ 51） 第 3 種郵便物認可 通巻 8384 号 2016 年 1 月 31 日発行（ 3） 

バザーの様子 

魚やサメと一緒にクリスマスツリーが 



 

西和エリア西和エリア西和エリア西和エリア        

「いざという時の為に！」「いざという時の為に！」「いざという時の為に！」「いざという時の為に！」    

寒空の下、西和３事業所の入っている建物の前に

人だかりが！前の道には消防車が止まっており、み

んなの足元を

見れば室内履

きのスリッパ

のままです！

ましてや、建

物の中では、

警報ベルが鳴り響いています！ 

安心して下さい、火事は出していません。西和事

業所合同での火災時の避難訓練です。昨年１月に現

在の建物に移転をして新しい環境になっているこ

ともあり、西和消防署に協力をしてもらっての実施

でした。 

避難だけではなく、火災発生時の通報の仕方や消

火器の使い方も練習しました。訓練とはいえ火災報

知器の使い方に戸惑ったり、消火器の場所がわから

なかったり、実際に行ってみて気づくことが多くあ

りました。 

消防の人からは、実際の火災時には煙が出ており

ハンカチを口に当てるなどで、できるだけ吸い込ま

ない様にする事やトイレなどに残されている人が

いないかなどの確認を忘れずに行う事など教えて

もらいました。 

まずは、火の元に気を付けることは当然ですが、

いざという時に安全に避難できるようにも備えを

今後も継続的に行っていきます。 

 

 

まーぶるまーぶるまーぶるまーぶる 

あの大都会へチャレンジ！！あの大都会へチャレンジ！！あの大都会へチャレンジ！！あの大都会へチャレンジ！！    

～感謝を込めて～～感謝を込めて～～感謝を込めて～～感謝を込めて～    

「人多いんやろうなぁ」「初めて行くわ～」「楽し

みやけど不安！」とみんなで言いながら、まーぶる

一行が向かった先は、東京。昨年の４月からレクミ

ーティングで少しずつ話を進めてきた、年に一回の

一泊旅行です。平成27 年12 月３、４日にメンバ

ー８人とスタッフ２人で行ってきました♪ 

飛行機組と新幹線組に分かれて奈良から東京へ

移動。合流し、それぞれに様子を伝え合いながら旅

行は始まりました。月島でもんじゃ焼き、浅草散策、

スカイツリー見物、築地で海鮮を堪能、原宿でクレ

ープを・・・と食いもんばっかりやな！とツッコミ

が入るくらいグルメも満喫し、楽しめた旅行となり

ました。 

今回も、斑鳩町社会福祉協議会さんからご寄付を

頂き、東京旅行を実現することができました。普段

なかなか行けない場所へみんなで挑戦できたこと

は、とても貴重な経験となりました。ありがとうご

ざいました。 

年一回の一泊旅行が恒例行事となってきている

まーぶる。次回が楽しみです(^^♪ 

2015 年 西和 News→ 

西和ふれあい祭り200人来場！たくさんの方

に支えられ、盛り上がったお祭りになりました 

西西 西西
    和和 和和

    

生活支援ｾﾝﾀｰぽると・ベル 0745-43-5541 

地域活動支援ｾﾝﾀｰまーぶる 0745-75-6545 

らそら 0745-70-1577 
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宿
で
ク
レ
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プ
を
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高田エリア高田エリア高田エリア高田エリア 

当事者研究はじめました♪当事者研究はじめました♪当事者研究はじめました♪当事者研究はじめました♪    

「幻聴さんと仲良く付き合うにはどうしたらい

いかな」「マイナスさんが来た時にはどう関わろう」

…当事者研究は、一人ひとりが苦労（生きづらさ）

を抱えた主人公として、自らの情報を公開し、仲間

と共に苦労のパターンを解明したり、自分を苦労か

ら助けるためのアイデアを貰ったりする取り組み

です。11 月から「なっつ」と「まーぶる」が共同

開催しています。 

当事者研究の様子を一部ご紹介。テーマは「幻聴

さんとの付き合い方」です。 

主人公「幻聴が聴こえてイヤな気分になる。いつ

もは（幻聴に）優しく返事するけどあまり効果が無

くて…どうすればいいかな？」 

A氏「僕も幻聴聴こえるけど無視してるよ」 

B氏「幻聴にお礼をするといいよ」 

C氏「深呼吸…体操・ストレッチ」 

D氏「お供え物する」 

…しばらくアイデアの提案がつづく… 

司会「なんかいい方法見つかりました？」 

主人公「お供え物って発想なかったので面白いと思

いました」 

司会「何をお供えするの？」 

主人公「塩かな…」 

みんな「塩！？それっておはらい…？ハハハハ(笑)」 

司会「じゃ、実際（幻聴が出た時を想定して）やっ

てみましょうか？Aさん、幻聴役をしてください」 

…実際の場面を想定して、主人公とAさんで公開

ロールプレイ… 

 

A氏「いや、自分もやってみようかな…色んなお供

え物を出してみたら変わるかな…」 

B氏「リンゴとか果物とか良さそう。みんなで結果

を持ち合えたらいいね」 

司会「ではまた、みんなで研究成果を出し合いまし

ょう」 

ユーモアを大切にしながら、みんなで経験を分かち

合い、身体を使って日々研究を行っています！ 

 

「まちフェス」開催します！！「まちフェス」開催します！！「まちフェス」開催します！！「まちフェス」開催します！！    

平成28年 2 月 27 日（土）11 時半～15時。

入場無料 来場者

プレゼントあり 

フードコーナ

ー、体験ブース、染

物や野菜の販売・

バザーなど街の人

気店が多数出店！ 

歌って踊れる片

塩小学校の金管ク

ラブ演奏会、ゆる

キャラも登場！な

ど…イベントも盛

りだくさん♪ 

みなさまのご来場お待ちしています。 

 

2015 年 高田 News→ 

高田エリアに新しい事業所が仲間いり、香芝市

に「あっとほーむ香芝」を開設しました 

    

高高高高

田田田田    

生活支援ｾﾝﾀｰなっつ 0745-23-7214 

地域活動支援ｾﾝﾀｰなっつ 0745-23-8105 

マインドホーム高田 0745-23-8072 

おかわり 

咲咲 

えいぶる 

0745-23-5625 

0745-53-2233 

0745-52-5752 

あっとほーむ香芝 0745-44-8023 
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橿原エリア橿原エリア橿原エリア橿原エリア    

「つながり」を感じるイベントに「つながり」を感じるイベントに「つながり」を感じるイベントに「つながり」を感じるイベントに    

～平成～平成～平成～平成 27272727 年度年度年度年度    橿原市精神保健福祉普及啓発事業橿原市精神保健福祉普及啓発事業橿原市精神保健福祉普及啓発事業橿原市精神保健福祉普及啓発事業        

    さる 12 月5日、奈良県社会福祉総合センター

にて、平成 27 年度橿原市精神保健福祉普及啓発

事業「こころの声きこえていますか？こころの病気

もっと知ってね～inかしはら」が開催され、約150

人が参加しました。    

 まず、Ｒこころのクリニックの大城隆太郎先生に

よるミニ講座では、病気の回復には薬だけではなく、

自然の治癒力や、人とのつながり等の土壌が大切で

あることをわかりやすく教えていただきました。 

 続いて、劇団ステージタイガーによる演劇「ポジ

ション」の上演。家族の病がテーマの劇は、シリア

スなシーンだけでなく、バスケットボールシーンや

笑えるシーンもあり、あっという間の一時間でした。

アンケートには「迫力があった」「プロの劇を初め

てみて、すごく楽しかった」「精神障害という難し

く重いテーマにトライしてくださった脚本家の強

い思いを感じた」等の意見があがっていました。 

またその後のシンポジウムでは、脚本家の虎本剛

さんが「いつのまにか、主人公（家族）が仲間の力

により回復していっていた」「否定するのは簡単。

でも受け入れていきたい。そのために弱くありたい」

など語りまし

た。全体を通し

て「つながり」

の大切さを感

じるイベント

となりました。 

 

「橿原エリア全体会」のお知らせ「橿原エリア全体会」のお知らせ「橿原エリア全体会」のお知らせ「橿原エリア全体会」のお知らせ    

橿原エリア全体会は、当事者・家族・支援者が精

神保健福祉の関する社会状況や地域課題を共有し、

共に地域づくりを行うための土壌を作ることを目

的に行っています。 

昨年に続き、今年も、大阪市立大学准教授の野村

恭代先生を講師にお招きし、「居住」をテーマに開

催します。地域生活の必須条件ながら、意外と知ら

ない「住まい」のこと。「一人暮らしをするにはど

んなことが必要なのか？」等のテーマを深めていき

たいと思います。 

日時：平成28年3 月5日（土） 

12：30～開場 13：00～開演予定 

場所：奈良県橿原文化会館 会議室（近鉄大和八木

駅から徒歩3 分 JR畝傍駅から徒歩10 分）  

 

ぴあぽ～とぴあぽ～とぴあぽ～とぴあぽ～と    

「ぴあぽ～と」引っ越します！「ぴあぽ～と」引っ越します！「ぴあぽ～と」引っ越します！「ぴあぽ～と」引っ越します！    

この度、ぴあぽ～とは引っ越すこととなりました。

平成18年 10 月、現在の地に開所して早9年。

10 年という区切りの年を新天地で迎えることに

なりました。 

 とは言っても、移転先は今の場所から歩いて 5

分ほど。橿原神宮前駅の中央出口を出て数分と、立

地の良さは今までと変わりません。3階建てのビル

全体を、生活支援センターと地域活動支援センター

で使うため、総面積も広くなります。活動の幅を広

げ、さらに地域とつながりたいと、みんなで夢を膨

らませています。詳しくは、次号で紹介する予定♪ 

2015 年 橿原 News→ 

地域イベントにひっぱりだこ＆積極参加！（天理

よろづ病院まつり、地蔵盆、どろんこバレー、飛鳥リレーマラソン…等々） 

橿橿橿橿

原原原原    

生活支援ｾﾝﾀｰぴあぽ～と 0744-27-4152 

地域活動支援ｾﾝﾀｰぴあぽ～と 0744-27-4175 

生活支援ｾﾝﾀｰいろは 0744-32-7753 

ひなた舎 0744-32-7745 

Pit 八木 0744-21-5666 
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◇◆◇ 2015 年(平成 27 年)各所の三大ニュース ◇◆◇ 

総務部総務部総務部総務部    

・西和新施設竣工、施設移転 

・もえぎ館及び、ぴあぽ～と

新施設建物購入 

・役員・評議員と職員懇親会

開催 

さくらんぼさくらんぼさくらんぼさくらんぼ                                                                        

①念願の“フォローアップ研
修”を実施しました 
②念願の“西和でヘルパー会
議”を開始しました 
③実績記録票と介護記録の突
合をヘルパー会議で行うよう
になった！！ 

グループホームグループホームグループホームグループホーム    

・もえぎ館引っ越し。 

・土曜日の支援体制を強化。 

・入居に向けての問い合わせ

が殺到。 

ｺｽﾓｰﾙいこま相談ｺｽﾓｰﾙいこま相談ｺｽﾓｰﾙいこま相談ｺｽﾓｰﾙいこま相談    

①家族教室開催 

②模様替えして気分一新 

③丸山さん巨大化⤴ 

ｺｽﾓｰﾙいこま地活ｺｽﾓｰﾙいこま地活ｺｽﾓｰﾙいこま地活ｺｽﾓｰﾙいこま地活    

①広報いこまちにメンバー
のインタビューが載った!! 
②NHK（ﾊｰﾄﾈｯﾄ TV）の取材
班がやってきた!! 
③生駒で萌フェスタ開催、み
んな準備も当日も頑張った!! 

ひだまりひだまりひだまりひだまり    

・感謝☆パン工房 3 周年を

迎える 

・スタッフの異動 

・生駒で萌フェスタ！！ 

ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾍﾟｰｽはななｺﾐｭﾆﾃｨｽﾍﾟｰｽはななｺﾐｭﾆﾃｨｽﾍﾟｰｽはななｺﾐｭﾆﾃｨｽﾍﾟｰｽはなな    

①春からスタッフが 3 人体

制になった 

②チラシの作業が増えた 

③はななが15 周年♪ 

ふらっと相談ふらっと相談ふらっと相談ふらっと相談    

・人事異動で丸山さんがぴあ
ぽ～とへ、森本がふらっとへ 
・地域移行を進めるべく連絡
会をもった 
・蛇とネズミが現れる （大丈
夫か? (-_-)/~~~ピシー!ピシ
ー!） 

ふらっと地活ふらっと地活ふらっと地活ふらっと地活    

・スタッフ上田さん産休入り 

・スタッフ谷口さんの結婚！ 

・郡山エリア合同レクBBQは

やっぱり楽しかった 

彩食キッチン彩食キッチン彩食キッチン彩食キッチンBonBonBonBon    

①厨房の食器洗い洗浄機が

故障。手洗いで乗り切る。 

②Ｂｏｎの仲間 2 人が就職

した。 

③夏にレクで野球観戦に行

ったこと。 

Bon CafeBon CafeBon CafeBon Cafe    

①葛もち～ず商品化！発売
を開始しました☆ 
②奈良の古代チーズを使っ
た「古今の実」を開発！スイ
ーツ甲子園に今年も出場！ 
③初！？忘年会レクで「お疲
れさま～」♪ 

ふれあい工房ふれあい工房ふれあい工房ふれあい工房    

・レストランメンバーでカフ
ェみのりの見学＆交流！！ 
・仲間の成長、新たな出会い☆ 
・なんと言うことでしょう～
ペンキ塗りを頑張ったロッカ
ールームが明るくなった♪ 

ライクライクライクライク    

①今出さんがライクにやっ
て来た！ 
②参加者大勢大盛況！ライ
ク就職ゼミナール 
③新たなプログラム、スポ
ーツレクとセルフヘルプの
始動 

ぽると・ベルぽると・ベルぽると・ベルぽると・ベル    

①三郷町から斑鳩町へ移転！ 
②事業の重要性が認められ、
相談員が 2 人→2.6 人配置
に！ 
③11 月 11 日に事務所にい
た職員が 11 人と過去最高
に！（通常は多くても8 人） 

まーぶるまーぶるまーぶるまーぶる    
①西和施設が新築に！・・購買部企画の
BBQ もしたり、祭りも開催しました♪ 
②みんなで色んなところに参加でき
た！・・東京やメンバーさんの絵が展示
されているギャラリーへ行ったり、一
人じゃできない経験をしました！  
③○○事件！勃発・・スリッパが増え続
ける事件に、洗濯機のホース水漏れ事
件が起きました。 

らそららそららそららそら    

・引越しして新しい場所になった！新

鮮な気持ち、ワクワクできた♪ 

・お弁当の大口の注文が多かった！新

しい配達場所が増えた。 

・西和ふれあい祭りで協力してくれる

店・人が増えた！防犯パトロールや喫

茶らそらで知り合った人が来てくれ

た。 

なっつ相談なっつ相談なっつ相談なっつ相談    

①新しい職員がきた！  

②地域移行関連で色々頑張

った。  

③香芝市の相談件数がUP！ 

なっつ地活なっつ地活なっつ地活なっつ地活    

・当事者研究はじめました（冷
やし中華風に） 
・（非常勤スタッフの）嶋田さ
んが来てくれた～♪（ヤマヒ
ロさん風に） 
・秋津鴻池病院との交流会で
皆が仲良くなってきてる！！
（絆と縁） 

あっとほーむ香芝あっとほーむ香芝あっとほーむ香芝あっとほーむ香芝    

①ついにオープンしまし
た！！ 
②１０月に開所式を開催。あ
っとほーむT ｼｬﾂを着てお祝
いしました。 
③メンバーがぞくぞくと増
えています！！ 

ﾏｲﾝﾄﾞﾎｰﾑ高田ﾏｲﾝﾄﾞﾎｰﾑ高田ﾏｲﾝﾄﾞﾎｰﾑ高田ﾏｲﾝﾄﾞﾎｰﾑ高田    

・共に頑張る仲間が増え、

37 名になった。 

・作業参加人数もだんだんと

増えてきた。 

・忘年会にサロンに入りきら

ないくらいの人が集まった。 

咲咲咲咲咲咲咲咲    

・一緒に働くメンバーが増

えた。 

・新しいパートスタッフが

来てくれた。 

・時給がアップし500円

になった。 

おかわりおかわりおかわりおかわり    

①中島さんが来た！ 

②オレンジカフェを始め

た！ 

③なごみのお客さんが増え

た！ 

えいぶるえいぶるえいぶるえいぶる    

①志摩スペイン村レク実

現！！ 

②大中公園と片塩商店街を

清掃 

③スタッフが変わった 

ぴあぽ～と相談ぴあぽ～と相談ぴあぽ～と相談ぴあぽ～と相談    

①男性職員が増えてむさく

るしくなった！ 

②萌で使い古された車がつ

いに新車に！ 

③場所が変わります！是非

遊びに来て下さい♪ 

ぴあぽ～と地活ぴあぽ～と地活ぴあぽ～と地活ぴあぽ～と地活    

①引っ越しが決まる！ 
②職員の異動が多かった。  
③べてるの家「当事者研究」生
ライブをみて→当事者研究に
興味を持つ人が増え→なっつ
やリベルテに見学に行き→有
志でやり始めました（今ここ） 

Ｐｉｔ八木Ｐｉｔ八木Ｐｉｔ八木Ｐｉｔ八木    

①平和に過ごせた。 

②５周年記念にウインドブ

レーカーを作った☆ 

③慰安旅行で神戸に行って

きた♪ 

いろはいろはいろはいろは    

①磯城郡精神保健福祉講座

が3町主催事業になる！ 

②天理よろず・白川分院の交

流祭に初参加！ 

③相談件数が倍増した気が

する（けど微増・笑） 

ひなた舎ひなた舎ひなた舎ひなた舎    

・談話室のソファーが新し
くなった！ 
・今までで一番遠方に旅行
に行った（石川県山代温
泉）！ 
・非常勤の頃から長い間、
勤務していた職員が異動に
なった。 

ＫＳＫＱ萌風香（№ 51） 第 3 種郵便物認可 通巻 8384 号 2016 年 1 月 31 日発行（ 7） 



一
九

九
一

年
九

月
三

日
 

 
第

三
種

郵
便

物
認

可
 

 
毎

月
（１

・２
・３

・４
・５

・６
・７

・８
の

日
）発

行
 

 
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

４
Ｆ

 

 
 

    

    

    

▽「萌▽「萌▽「萌▽「萌    後援会」からのご案内後援会」からのご案内後援会」からのご案内後援会」からのご案内    

萌後援会は「社会福祉法人萌」の活動

を支援していただける皆様を募集して

おります。 

主な目的は萌フェスタをはじめとした

事業の支援や寄付を行なっています。 

会費の納入及び寄付の受付口座は 

郵便振替 社会福祉法人萌後援会 

00920‐4‐221824 

後援会事務局 担当：大東（萌総務部

内）０７４３－５４－０８２１ 

募金御礼-------------------------- 

地域の皆様のあたたかいご支援とご協

力により、36,613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。 

 

▽生駒精神障害者ひだまり後援会▽生駒精神障害者ひだまり後援会▽生駒精神障害者ひだまり後援会▽生駒精神障害者ひだまり後援会    

「「「「トーク＆ライブひだまりトーク＆ライブひだまりトーク＆ライブひだまりトーク＆ライブひだまり2015201520152015」」」」    

◆平成28 年2 月6 日(土) 

◆13：30(13時受付)～16：20 

◆生駒市ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 文化ホール 

◆参加協力券1000円(当日券あり) 

20回記念となるイベントです。「夢

のあとさき」安土明中子コンサート他 

連絡先：コスモールいこま内 

0743-73-0900（山本） 

 

▽ハートフルこおりやま▽ハートフルこおりやま▽ハートフルこおりやま▽ハートフルこおりやま    

((((精神精神精神精神障障障障がいがいがいがい者の社会参加をすすめる会者の社会参加をすすめる会者の社会参加をすすめる会者の社会参加をすすめる会))))    

「障がいのあるなしに関わらず、誰も

が住みやすい街づくり」をすすめる当会

では、会の趣旨に賛同頂き、活動に協力

して下さる会員さん・ボランティアさん

を大募集しています!!年会費は１口

500円（2 口からお願いします）です。 

☆つぼみヨーガ☆ 

毎月楽しく、そしてのんびりヨーガを行

っています♪ 

基本的に第4水曜日13時半～2時間 

場所：大和郡山社会福祉会館３階 

連絡先：会事務局 ふらっと内 

0743-54-3977(谷口) 

▽さくら会（大和郡山地域家族会）▽さくら会（大和郡山地域家族会）▽さくら会（大和郡山地域家族会）▽さくら会（大和郡山地域家族会）    

＊基本的に第3 日曜日 

時 間：13：30～  

場 所：柳会議室(三の丸会館改装中のため) 

連絡先：ふれあい工房 

0743-54-6701 

▽ひだまり会（生駒地域家族会）▽ひだまり会（生駒地域家族会）▽ひだまり会（生駒地域家族会）▽ひだまり会（生駒地域家族会）    

＊基本的に第３土曜日 

時 間：１３：３０～ 

場 所：市民活動推進ｾﾝﾀｰららポート 

連絡先: コスモールいこま 

0743-73-7000 

▽すみれ会（葛城地域家族会▽すみれ会（葛城地域家族会▽すみれ会（葛城地域家族会▽すみれ会（葛城地域家族会））））    

＊基本的に第３日曜日 

時 間：１３：３０～ 

場 所：大和高田市中央公民館 

連絡先：なっつ 

0745-23-7214 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

▽西和家族会▽西和家族会▽西和家族会▽西和家族会（（（（地域家族会地域家族会地域家族会地域家族会))))    

＊基本的に第４土曜日 

時 間：13：30～ 

場 所：王寺町中央公民館 

連絡先： ぽると・ベル 

0745-43-5541 

▽のぞみ会（地域家族会）▽のぞみ会（地域家族会）▽のぞみ会（地域家族会）▽のぞみ会（地域家族会）    

＊基本的に第2 日曜日 

時 間: 13：30～ 

場 所：県心身障害者福祉センター 

連絡先：ぴあぽ～と 

0744-27-4152 

 

★ 萌風香の購読について ★ 

萌風香は年 4 回 1500 部ずつの発行で

す。皆様のお手元に届いた後、萌の事業所

利用者以外の方で「引越しして住所がか

わった（住所変更）」「次からは送っても

らわなくても結構です（購読中止）」とい

う場合、お手数ですが必ずひだまり 電

話：0743-85-4196 までご一報くだ

さいますようよろしくお願いします。 

oe 
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精神障害者の福祉医療を実現する運動の「成果」と「課題」精神障害者の福祉医療を実現する運動の「成果」と「課題」精神障害者の福祉医療を実現する運動の「成果」と「課題」精神障害者の福祉医療を実現する運動の「成果」と「課題」    

～～～～    つなげよう未来へつなげよう未来へつなげよう未来へつなげよう未来へ    ～～～～    のご案内のご案内のご案内のご案内    

  

とき 2016年2月19日（金） 12：00開場 12：30開演 

場所 奈良県文化会館小ホール 

内容 経過報告／制度を活用している当事者・家族の報告 

   シンポジウム～運動の「成果」と「課題」～ など 

  

※奈良県における精神障害者の福祉医療 

制度は現在、県：１、２級適用対象 

２７町村：１、２級適用対象 

１２市：１級適用対象（２級所持者への 

適用に向け準備中）という状況です。 

当事者、家族、支援者が一緒に取り組ん 

できた３年間の『成果』と『課題』に 

ついての報告会です。 


