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ホームページ  http://www.pansy-nara.net/    

  

「パンジー」は LD及び ADHD、アスペルガー症候群、高機能自閉症、軽度知的障害など、発達障害児（者）の親の会です 
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みなさま、明けましておめでとうございます。パンジー代表の入船です。  

昨年は、１０月にホームページを開設しパンジーも対外的にいろいろ発信していける体制

が徐々に出来てまいりました。 

全体交流会も、お子様への障害者告知について、そして障害者手帳の取得や年金申請のポ

イントについて私の方からお話をし、皆さんから子育てや学校への対処法など現実的で前

向きな意見交換が出来たと思います。 

今年は、私も還暦を迎えたことから、「エンディングノート」の勉強会を皆さんとやってい

きたいと思います。大阪おたふく会が開催を決めておりますが、おたふく会と連携し、奈

良でも開催できるように準備を進めていきたいと思っています。 
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 近 畿 ブ ロ ッ ク 会 議 報 告 

 

日 時： 平成２７年１１月２１日(土)  １３：００～１７：００ 

場 所： 神戸市青少年会館 ５階レクリエーションホール 

当番会： パンジー（入船・小西・平田・黒木・伊井）   

出 席： 石原（はあとりんく）、三戸（明日葉）、石本・奥脇・林（おたふく）、宮本・山内・山本・高橋・清水（たつの子）、 
井本・合田・一色（たんぽぽ）、浜崎、津野（ｓｋｙ）、 今堀・小溝・辻・西田・小林（トムソーヤ）、 樋口（翼） 

      齊藤（らっきょうの花）、理事（井上）、評議員（大島・吉田）・・・敬称略  出席者 ３０名 

欠 席： ほっぷ・（あおぞら） 
【交流会スケジュール】 

１．２７年度全国ＬＤ親の会活動内容の紹介（資料①） 

２．各会活動報告（資料②） 

   交流会の参考になる活動や会のアピール等ポイントを絞って報告 

   各会会員の子どもの構成表（資料③）参照 

３．事前アンケートから交流会設定までの経過説明（資料④） 

４．ワールド・カフェ形式について説明（資料⑤） 

５．交流会開始  グループ討議 「他の会から活動のヒントを貰おう！！」 

   話し合うポイント ・会の運営について 

              ・活動内容について 

              ・会員の獲得、維持について 

              ・その他（時間があれば） 

   ワールド・カフェ形式で、２０分の会話を４ラウンド、各ラウンドでメンバーを入れ替えて実施 

６．会の活動にフィードバックする事柄について考え、話し合う 

   各会毎の席に戻り話し合う （複数参加会は会毎に、１人参加会は希望により他の会と合同で） 

７．各会から一言（発表） 

＜おたふく会＞ 

  ・本人活動を自主的に、自立を目指していける活動にしていきたい。また、社会に出られるきっか 

   け作りになるイベントをしていきたい 

  ・社会に出て困ることのないように、青年期の当事者の実践的ＳＳＴ（役所手続きなど）を行いたい 

  ・社会資源や支援、助成金を明文化していく 

＜たつの子＞ 

  ・自分のできることをアンケートに印（○）してもらい、役員選出時できることを分担してしてもらう 

  ・育児、介護、仕事をしていても運営できる体制づくり 

  ・中学での支援の部分で親の会の役割はあるのではないか、中学生の活動も考えていきたい 

  ･ｉＰａｄを、先生を見つけて本人か集うとして継続してやっていきたい 

＜はあとりんく＞ 

  ・会員の年齢構成が低いが、年金・就労など今から勉強会をしていかないといけないと感じた 

  ・子どもの活動を楽しいだけでなく、自立に向けての活動をしていく 

＜らっきょうの花＞ 

  ・入会のメリットがないといけないと痛感した（県民性もある） 

  ・いろんな会のいいところ（役員の仕事の明文化など）を知ることができた 

  ・役員でない人にも仕事を分担していく 

 



 

パンジー通信 42号 2016.1 

 3 

＜明日葉＞ 

  ・お金の使いかた、役所書類の書き方など実生活に役立つこと、習って得することの勉強会が必要 

  ・市の相談会にスタッフ相談員として参加し母親とも接している。アピールできる様、小中学生にむ 

   けた魅力ある活動をしていきたい  

＜ｓｋｙ＞ 

  ・小・中生中心の会なので、将来のイメージがつき難かったが色々な会の話を聞き勉強になった 

  ・運営についてのアドバイスを１つでも持ち帰って実践できたらいいなと思う 

＜たんぽぽ＞ 

  ・仲間づくりや絆の大切さを感じた。子どもたちが主体となった活動が大事 

  ・役員の負担を軽くしていく環境づくりを目指す（パソコン使用等） 

  ・会に入らないと分からない情報発信も行っていきたい 

＜翼＞ 

  ・未来志向がすごいと感じた。いろんな意見があることがわかり可能性が見えてきた。具体化して行 

   きたい 

  ・親の会ができること、できないことを分析していく 

  ・行政とのコラボ、支援者、組織とのコラボが今後は大切 

  ・人生のプランニング、エンディングノートの必要性 

＜トムソーヤ＞ 

  ・１８歳以上の本人活動の場を作りたい。本人たちが計画し役割をもって運営する自主的な活動 

  ・役員選出の際、継続確認の用紙にアンケートを付けて、得意なことに○をしてもらう 

  ・パンフレットに入会申込書をつけておく 

  ・支援員養成講座開催の時、各親の会の入会案内パンフレットを置かせてもらう 

＜あおぞら＞ 

  ・各会の取り組みをひとつひとつ聞けた。自分の会でできるかどうか改めて見直し、取り組んでいく 

  ・人数、財政に見合った活動をしていきたい 

  ・行政など地元の機関とのつながりを増やしていく 

  ・曜日を変えたりして、会員のつどいを増やしていく 

＜パンジー＞ 

  ・エンディングノート作成研修会を開催したい 

  ・会の公式フェイスブックも作成したい 

  ・入会しないと聞けないことも情報交流していきたい 

 

８．確認事項 

  ・全国ＬＤ親の会収益事業について～発行冊子の希望～（資料⑥） 

  ・２０１５年度近畿ブロック研修会は今回の交流会を研修会とし、別途開催は実施しない。 

   交流会で出されたことを参考に、次期に向けて次回会議で案を出し合う。 

９．次回近畿ブロック会議予定   

  日時：平成２８年２月１３日（土） １３：００～１７：００  神戸青少年会館６Ｆ サークル５号室  

  当番：たんぽぽ 

＜交流会配布資料＞  

 ①２７年度全国ＬＤ親の会活動予定 

 ②各会活動報告 

 ③各会会員の子どもの構成表 

 ④事前アンケート集計表 

 ⑤ワールド・カフェとは 

 ⑥全国ＬＤ親の会収益事業（発行冊子の希望）  

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA1JxgPWBWphMAIwOU3uV7/SIG=12lfkuar1/EXP=1449234144/**http:/www.misaki.rdy.jp/illust/child/hoiku/newyear/sozai/201.jpg
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 パンジーの会 

  

           パンジーの会 全体交流会 
            

 

１１月８日（日）１３時から、あすなら苑大会議室にて全体交流会を行ないました。 

雨天の中、１５名が参加しました。今回は、研修や講習という形式ではなく、お茶やお菓子を

いただきながら、会員同士、ゆっくりと話しあう会にしました。 

まずは、入船代表が、実際の経験をもとに障害者年金、手帳の話しをしてくださいました。 

療育手帳を先に取得をしておくと、障害者年金を受給はしやすいが、必ず受給できるものでも

ないこと、手帳を取得することのメリット、デメリットを考えたとき、一般就労となると困難

で、二次障害にもなりかねず、障害者就労をするほうが本人によりよい環境となるため、手帳

を取得をしたほうがメリットが多いこと（奈良交通のバス代が無料であったり、税控除が受け

れたり、薬代が安くなるなど）、しかし、手帳を取得に当たり、子どもに負荷をかけることに

なること（告知、診断テストなど）などの話しを具体的な例をあげ、持ってきていただいた資

料を元に話してくださいました。小中学部のお母さんたちはメモを取りながら真剣なまなざし

で聞いておられました。 

 また、年金申請には必ず病院（精神科）を受診しておくことや、成長の経過記録が必要で、

早めの受診、しかもリハセンなど専門機関の受診が必要であり、年金申請には必ず証明が必要

だが、最近、発達障害では年金取得は困難になってきている、という話しもありました。 

 また、他の会員の方からは、社会保険労務士の方に相談することもお勧めであることをお話

しくださいました。また、よい病院や先生の紹介もしてくださいました。 

 その後は、事前に会員の皆さんに記載していただいたアンケートの内容について、ひとつひ

とつ話し合いました。 

アンケートの内容は、 

Ⅰ．子どものしつけで今困っていることや聞いてみたいこと  

Ⅱ．子どもの教育で今困っていることや聞いてみたいと 

Ⅲ．子どもを自立（生活）させていく中で、聞いてみたいこと 

Ⅳ．行政、福祉施設および医療機関の利用などで聞いてみたいこと 

Ⅴ．その他、聞きたいことや交流したいこと 

の５つの項目で、会員の方々から、たくさんの質問や困り事をお寄せいただきました。そのア

ンケートをもとに、それぞれの経験や参加した研修での話しをもとに、参加者なりに意見を出

し合いました。それぞれの題目に対し「難しいよねー。」と頭を抱えたり、「わかってるんだけ

ど、なかなかうまくいかないんだよねー。」といった、同じ悩みを持つ親同士だからこそわか

る気持ちを感じ合い意見を出し合う、そんなひとときになり、大変、有意義な時間となりまし

た。 

 話し合った内容は、項目ごとにまとめ、会員の皆さんに配信しました。子育ての参考にして

いただけたら幸いです。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA1IVLPWBWsAoA9iWU3uV7/SIG=12gd1d70q/EXP=1449234123/**http:/www.sozai.rdy.jp/shirokuro/04/osyougatu1/sozai/05.jpg
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パンジーの会   

  

 

           大庭先生とご一緒に 新年会 

 

 

 

１月１６日(土)１２時から、大和八木駅の彩食酒喜たち花という日本料理のお店で、アド部

主催によりパンジー新年会を開催しました。天候にも恵まれ、１月にしては暖かい、過ごしや

すい日でした。小中学部より４名とお子さん２名、アド部より１０名が参加しました。 

今回は、日々お世話になっている大庭先生をご招待し、ご参加いただきました。 

まず、入船代表より挨拶の後、大庭先生に乾杯の音頭をとっていただきました。 

パンジーの会が始まってから２０年、ずっと土曜会活動を支えていただいている大庭先生を

始めてご招待しての新年会です。 

美味しい食事をいただきながら、会員になってまだ日の浅いお母さんは、大庭先生や先輩お

母さんにいろいろ日々の子育ての悩みを話されアドバイスを聞いておられます。 

また、小学生のお母さんは、中学、高校の子どもの生活を興味深く聞いておられ、生活力を

つけていくために、まずは何から始めたら良いか、また、どんな力を身につけさせたいか、な

ど、どんどん話しはずみます。 

日頃、各年代同士の会員との関わりはあるものの、このような年代の違う方々とゆっくりと

話をしたり、また聞いてもらう機会はなかなかないので、とても有意義な時間です。 

特に大庭先生とは、土曜会でお会いできても、活動中は子どもたちと関わってくださっている

ので、なかなかゆっくりとお話しする時間は取りづらく、こんな機会があることは本当にあり

がたく、いろいろな経験談やアドバイスをお聞かせいただき、貴重な時間となりました。 

新年会の最後にはアド部の役員さんがくじ引きを用意してくださり、当たれば素敵なお土産

が！見事、お子さんと、このような食事会はたいていお母さんばかりになりがちな中、来てい

ただきましたお父さん、そして大庭先生が景品をゲット！参加者みんなが大きな拍手で喜びあ

いました。 

日程決めや連絡、お店を探して予約など企画運営、また最後には楽しいイベントまで考えて

くださり、アド部の役員さん、本当にありがとうございました。和気あいあいと楽しい新年会

となりました。 
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アド部 

 

              行政等訪問活動報告 
     

   

９月２８日（月）に、アド部６名で各行政を訪問しました。訪問場所や概要は以下の通りで

す。 

(1)奈良労働局職業安定部職業対策課（奈良第三地方合同庁舎２階(奈良ハローワーク２F) 

  当方の当事者(障害者)現況概要を述べた後、職業対策課から、障害者雇用、職業紹介状況

等について資料にて概略説明を受け懇談を実施。奈良県は、障害者雇用率はゆるやかに上

昇している、１０月には、雇用事業主に対し、「差別禁止・合理的配慮と障害者雇用」の

説明会を実施することを強調していた。 

  当方からは、雇用率だけでなく、定着率の向上、選択肢の拡大をお願いするとともに、東

大阪等隣県のハローワーク等と比較して積極的な就労支援を感じられないこと、行政と事

業所等(Ａ型，Ｂ型、移行支援事業所等)が現状維持で良しとしている感もあり、専門家も

少ない。当人が就労に就き定着していけるよう、より積極的な支援をお願いした。 

( 職員は、２年毎移動するため、施策の定着、見直しができるのか疑問に感じました) 

 

(2)奈良県健康福祉部障害福祉課雇用促進係（奈良県庁本館６階会議室） 

  (特別支援の方の職場実習先や障害者雇用先の紹介・開拓や事業所の監査等を実施。) 

     当方から主に、就労後の各種問題時(上司との人間関係、仕事の変化等)の継続支援や卒業

後のステップアップのための継続支援とそのしくみづくり等を要望した。 

   (職員は、３～４年で交替、今年から専門官はなくなり主幹が兼任となった。) 

 

(3)奈良県産業雇用振興部雇用労政課能力開発部（奈良県庁本館６階会議室） 

  (個々の実務能力を向上させるべく訓練と巡回指導等を実施) 

     県から委託訓練の概要説明あり、今年度上期においては、１３人が実施(うち発達障害者

１～２名)、 

     なお、巡回指導員は、障害福祉課支援員と調整して活動を実施しているとのこと。 

  当方からは、障害者雇用によるパートさんへの負担増加に関する苦情対策や職場での理解

ある受け入れ配慮の進め方の検討と一人一人に対する(特性の違いがある)支援計画の策定

と就労維持支援、訓練後のふりかえり等を要望した。 

 

(4)奈良県中小企業家同友会（奈良県経済会館４０７号室） 

  県内各企業は経営が厳しく、障害者を積極的に採用する企業が少ないのが現状で申し訳な

いとのこと。 

  県に対しお願いする際は、障害の程度によりニーズは異なっても、できるだけ手を結んで、

障害者差別をなくすため、政策・要望で一致できることは、まとまって活動することが大

事、その際、根拠となるデータをしっかりと積み上げて用意すること等のアドバイスを受

けた。 
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パンジー小中学部  
 

                  

奈良県教育委員会訪問 

 

 

平成２７年１１月５日、奈良県庁の県教育委員会に訪問してきました。 

当日は秋晴れで気候も良く、なおかつ正倉院展も開催されているためか奈良市内は賑わっており、道

路も駐車場も混雑している状況でした。 

今年は、パンジー小中学部のメンバー１０人が参加し、特別支援教育係の調整員・指導主事の佐々

木先生と書記として特別支援巡回アドバイザーの杉本先生と面談しました。 

 自己紹介の後、県教委の先生方が、皆のそれぞれの話を掘り下げて聞きたいとおっしゃってくださり、

現場の教師がもっと子どもの理解を深めたうえでのかかわりをしてあげたら…と歯がゆさも感じるとしっ

かりこちらの思いに耳を傾けてくださいました 

 今回、特別支援巡回アドバイザーの杉本先生もいらっしゃったことで、実際の現場での話を具体的に

伺うことができました。直接、親子に会って指導されていないとのことでしたが、市町村・学校の教師へ

指導されていることが大きく広がって、皆へ返ってくるよう関わってくださっていること、また実施後にアン

ケートなども取り、評価としてさらに良い指導・支援につながるよう努力していただいていることをお話し

してくださいました。参加者のお子さんの学校にも来ていただいた例があり、とても良い関わりをしてい

ただいたそうです。 

その他、参加者からは中学校に進学した際の質問が多く、中学校と小学校の違いや支援を受けた

際の評価方法、またそのシステムは中学校によって異なること、進路指導について色々な情報や助言

をいただきました。 

県としては現在、学校毎の支援計画だけではなく、長期的な個別の教育支援計画を整備して、親子

の思いを取り入れた計画を一緒に作成していく方向性で進めている段階で、奈良市や生駒市はすで

に、来年からは郡山市が取り組んでいくとのことでした。 

様々な思いを抱える中で、いずれの場合もまず担任の教師に相談➡支援のコーディネーター➡管

理職の教師➡市町村の教育委員会（相談窓口）という段階を踏まえて、県の教育研究所や巡回アドバ

イザーの依頼などの手段もあること、そして教職員も保護者の方から学ぶとことも多く、保護者の方々

も教職員を育てる気持ちで対応していただきたい、と話されました。 

最後に、参加者の中から教育を受ける期間は子供にとって重要な期間であり、1年も無駄にはでき

ない、その時期の教育や対応の仕方次第で、その子の今後に大きく影響する、子供たちが労働人口と

なり、納税者になることは国にとってもとても有意義なことであり、そのためにも教育を充実させてほし

い旨を要望しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA0N15MmRWUW8AfByU3uV7/SIG=12m2l86u0/EXP=1449493497/**http:/www.misaki.rdy.jp/illust/kisetu/ivent/newyear/sozai/301.jpg
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土曜会児童部 
 

                           

                   たのしいクリスマス会 
 

      

毎年恒例のクリスマス会を 12月12日土曜日に福祉パークにて行いました。今年は大人 14人、子供

は兄弟含め23人、そして先生とボランティアの学生さん、中学生のお姉さん、総勢 41人で大変賑やか

でした。 

 いつものようにキックベースをして、その後クリスマス会の催しに移りました。 

 フラフープリレーに伝言ゲームを加え、頭と体を使って親子でチーム対決。大人も子供も大変盛り上

がりました。 

 お名前ビンゴは、いつ自分の名前の文字が出るかハラハラドキドキ…。プレゼント交換が終わったと

ころへ、サンタクロースの登場！いつもと違って可愛い声のサンタさんに子供は不思議そうにしていま

したが、「もしかして〇〇ちゃん？」と気付いた子もいて、テンションは最高潮！可愛いサンタさんは一人

一人に「メリークリスマス！」と握手をしてプレゼントを配ってくれました。 

 最後は松ぼっくりを使ってミニツリー作り。松ぼっくりは何人かの子供達が、パークの近くで沢山拾って

くれたものです。 

 楽しかった時間はあっという間に過ぎ、子供達は沢山のプレゼントを抱えて満足げに体育館を後にし

ました。 

 

                       ＜ 参加者の声 ＞ 
 

【小６男子】お名前ビンゴゲームがワクワクドキドキで楽しかった。 

【母親】普段身体を使った遊びを子供と一緒にする機会がないので、フラフープリレーは楽しかったで

す。 

 

【小６男子】名前ビンゴが楽しかった。ワクワクした。自分の名前の文字が一番最後まで出なかったの

が残念だった。 

【母親】子供達は楽しそうで、人数も増えたこともあり、より賑やかで楽しい会でした。準備して頂いたミ

ニツリーがとっても可愛らしかったです。 

 

【小５男子】ビンゴが４番目に当たって良かった。クリスマス会楽しかった。 

【母親】毎年楽しみにしているクリスマス会ですが、今年は大人数でいつも以上に賑やかな会になり良

かったです。 

 

【小５男子】ビンゴがなかなか呼ばれなかったけど、いいものがもらえて嬉しかった。フラフープも面白か

った。 

【母親】みんな本当に楽しそうで良かったです。リレーも大きな声で応援したり、みんな仲間としてよくまと

まっていて感激しました。 
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【小５男子】クリスマスツリー作るのが楽しかった。 

【小２男子】ビンゴが楽しかったです。サンタさんも嬉しかったなぁ。 

【父親】日頃のサーキットも良いが、親子で競技するのがとても良いと思った。 

 

【小４男子】クリスマスツリーの飾り付けが楽しかった。ビンゴの景品が気に入った。 

【母親】みんなで楽しい時間が過ごせて良かったです。子供達それぞれが活き活きしていました。 

 

【小４女子】めっちゃ楽しかった。ビンゴも良かったし、サンタさんからのプレゼントも良かった。 

【母親】子供が楽しんでくれて良かった。制作も簡単でクォリティーが高く驚きました。準備大変だったと

思います。ありがとうございました。 

 

【小４女子】クリスマスツリーを作るのが楽しかった。 

【母親】友達と仲良くなるきっかけが沢山あって良かったです。 

 

【小４女子】すごーく楽しかった。 

【母親】すごーく子供がのびのび自然体で本当に楽しそうな姿を見れて嬉しかったです。 

 

【小２男子】ビンゴが楽しかったです。またクリスマス会やりたいです。 

【母親】親子の触れ合いもあって楽しく過ごすことができました。子供達がのびのびと楽しむことができ

て大変嬉しかったです。 

 

【小２男子】楽しかった。プレゼントもらって嬉しかったです。 

【母親】短い時間の中で、ゲームやツリー作り、クリスマスプレゼントまで頂けて兄妹で満足していたよう

です。ツリー作りは工作の苦手な息子ですが、簡単できれいに仕上がったので嬉しそうでした。早速玄

関に飾っています。 

 

【小１男子】プレゼントをもらえて嬉しかった。サンタさんが女の子でびっくりした(笑) 

【父親】松ぼっくりツリーが可愛くできて、うちに飾ると華やかになり良かったです。 
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土曜会青年部 
 

 

秋のイベント ２０１５．１１．２１(土) 
 

 

 

青年会は毎月第２土曜日に集まり、四大行事である、春のイベント・夏のキャンプ・秋のイ

ベント・クリスマス会を自分たちで決めています。 

青年会の会則『①親の力を借りないで自分たちでイベントを計画し、実行する。②余暇の時

間を有意義に過ごせるようにする。』にのっとって皆が互いに意見を出し合い決めました。今

回は久しぶりにお弁当持参の“飛鳥サイクリング”！！ 

（１０年ほど前までは、葛城山や青山高原、二上山、どんづるぼう等のハイキングが主流で

した。 

しかし、最近はボウリング＆カラオケがほとんどでした。でも、いずれにせよ、集合時刻・

集合場所・イベント内容・予算等は自分たちで会議をして決めていきます。・・・本人たち

にとっては親から離れ余暇を楽しむ経験をいっぱい積む事（ＳＳＣ・ソーシャルスキルトレ

ーニング）です。） 

 

会議では、皆スマホで検索し飛鳥の見どころを出し合いサイクリングに決定しました。 

 

１１，２１（土）１１：００ 飛鳥駅前に集合 当日は風もない穏やかな秋晴れでした。参

加者は青年４名と教師ボランティア１名 

早速飛鳥駅前のレンタサイクルショップで自転車を借りいざ出発。ダラダラと坂道が続き飛

鳥歴史公園館着。ここで、明日香の大体の紹介をビデオで理解。続けて高松塚古墳を一周し、

高松塚壁画館に入館。なぜ四神（青龍・朱雀・白虎・玄武）のうち、“朱雀”がないのかが分

かりました。鎌倉時代の盗掘した者がお墓の南側か

ら侵入したためだとか・・・。 

続いて向かったのが、“亀石”。この横でお弁当。

聖徳太子ゆかりの“橘寺”。そして、“河原寺”、“民

俗資料館”は入館料が高いため、スルー。“飛鳥

寺”で一人一人鐘をつきました。お土産物屋さんで

“蘇”（昔のチーズ）を試食。皆微妙な顔をし、不

評でした。 

“甘樫の丘”へのぼり、昔の藤原宮を上から眺め

一休み。ここからは下り坂！！“猿石”“鬼の俎

板”“鬼の雪隠”を見学し、１５：３０飛鳥駅に到着。 

一人中学生女子が参加しましたが、気を遣って伴走してくれる青年もいて、楽しいサイクリ

ングでした。後日足が筋肉痛を訴えたのは、教師ボランティアのみだったとか・・・                                                                  

（文責：大庭譲治） 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPeCs0h2lWuhUAQhKU3uV7/SIG=1258f2v0g/EXP=1449842868/**http:/www.templatemillion.com/illust-aki210m.jpg
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ピアカン 

 

ペアレントメンターと 
ピアカウンセリング 

 
 
10月の秋晴れの日、成人部の会員さんとピアカウンセリングを行いました。 

会員さんたちの子どもさんは、それぞれステップアップの就労を目指してチャレンジ中です。 

支えておられる会員さんお２人とも、仕事に家族のためにと日々奮闘されています 

その合間に、ちょっと一息ということで、ペアレントメンターと集まっておしゃべりタイムを

楽しみました。 

場所は、ならやま大通り添いにあるカフェです。外は青空が窓いっぱいに広がり、リラック

スした雰囲気で、プリンロールケーキと紅茶を楽しみました。 

おかげで、日ごろの悩みや気苦労など、胸が熱くなったり時には大笑いしたりして、時を忘

れてゆっくりお話しできました。 

ピアカウンセリングをしながらいつも感心するのは、お母さんたちのパワーです。 

対象の子どものことだけでなく、家族のことや仕事、地域活動等、休むことなくフル回転です。

さぞ、大変だろうと感じています。それでも、ピアカウンセリングの後は、すっきりとした顔

で帰っていかれます。 

 ピアカウンセリングで答えが出るわけではないですが、同じような悩みを持つ仲間に話を聴

いてもらい共感してもらえることで次に進んでいけるのかもしれません。 

 

つい、私たちは、すぐに答えが出たり改善されることを望みがちですが、自分の力を信じて

確認する時間が必要なんだと思います。ペアレントメンターと一緒に行うピアカウンセリング

がそのお手伝いになればいいなと考えています。 

また、ピアカウンセリングのご案内をしますので、ご興味ある方はご参加ください。 

 

★ 1月 10日に奈良県で、いよいよ ペアレントメンターの普及啓発研修会が開催されます。

鳥取大学の井上雅彦先生の講演が行われる予定です。 

 

                                  報告：Ｋ.Ｋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPeDVdX4pWoGcAaCiU3uV7/SIG=136n6oeb4/EXP=1451995357/**http:/www.poipoi.com/yakko/cgi-bin/sb/img/work/material/2012/sirokuro_2012_11.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPeCICYIpW9TwA5QeU3uV7/SIG=12gf5d9f0/EXP=1451995522/**http:/designers-tips.com/wp-content/uploads/2012/12/128.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPeCICYIpW9TwA5QeU3uV7/SIG=12gf5d9f0/EXP=1451995522/**http:/designers-tips.com/wp-content/uploads/2012/12/128.jpg
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            パンジー各部活動報告＆今後の予定            

  

 

  

《 運 営 部 》 

活 動 報 告 

９月１６日 パンジー通信印刷・発行 

１１月 ８日  全体交流会（あすなら苑） 

１１月２１日 近畿ブロック交流会（神戸市青少年会館） 

１２月 ６日  第２回運営部会（あすなら苑） 

１２月１４日 奈良障害フォーラム（ＮＤＦ）代表者会議 

１月１６日 新年会（大和八木 採食酒器たち花） 

 

今 後 の 予 定  

１月２７日 パンジー通信印刷 

２月 １日 奈良障害フォーラム（ＮＤＦ）代表者会議 

２月１３日 近畿ブロック会議（神戸市青少年会館） 

２月２１日 ＮＤＦ総会および記念講演会（奈良文化会館） 

３月１３日 第３回運営部会 総括（あすなら苑） 

 ４月１７日 新旧役員会（あすなら苑）        

５月２２日 パンジー 総会（あすなら苑）     会場の予約でき次第、ご連絡します。 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 アドパン部 》 

活 動 報 告 

９月２８日 行政等訪問活動 

 

今 後 の 予 定 

2月中旬施設見学およびランチ会実施予定 

 

 

《 小 中 学 部 》 

活 動 報 告 

９月１６日 サロン川西参加 

１０月２１日 サロン川西参加 

１１月 ５日 県教育委員会訪問 

 

今 後 の 予 定  

３月１２日  ボーリング大会 

《 ピアカン 》 

活 動 報 告 

10月26日 ピアカウンセリング（プリンの森） 

参加者 3名 

今  後  の  予  定  

2016年1月10日 ペアレントメンター普及啓発事

前研修会参加予定（奈良県産業会館） 
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活 動 報 告 

10月10日 土曜会活動 ／県営福祉パーク 

11月14日 土曜会活動 ／福祉センター 

   21日 秋イベント ／飛鳥サイクリング 

12月12日 クリスマスイベント カラオケ／コートダジュール（橿原） 

 １月  9日 土曜会活動 ／ 県営福祉パーク 

 

今 後 の 予 定 

2月13日 土曜会活動／県営福祉パーク 

3月    新中学生歓迎イベント（カラオケ・ボーリングの予定） 

4月  9日 フリーマーケット／県営福祉パーク 

5月 14日 土曜会活動／県営福祉パーク 

 

 

活 動 報 告 

１１月２１日（土）鳥貴族八木店 

  参加者 １６名（うちパパボラ４名参加） 

  ２９８０円で食べ放題、飲み放題でした 

  ので、注文オーバー続出。（特にデザート） 

  何とか事なきを経て、完食。大満足でした。 

 

今 後 の 予 定 

２月２０日（土曜日）大阪・日本橋予定。 

   木村君幹事で「少し大人っぽくバー体験」 

   です。お楽しみに！ 

５月は山上君、１１月は原田君の幹事が決定しま

した。 

 

     

 

  

 

 

 

奈良県障害福祉課から、プロバスケッ

トボールチーム「バンビシャス奈良」 

のホームゲーム招待事業の案内がきま

した。ぜひとも２～３月の間に、みん

なで観戦したいと思っています！ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ 

土曜会各部 

成    

人    

部 

青

 

年

 

部

 

パパボラを募集しています!! 
 

児

童

部 

活 動 報 告 

10月 10日 土曜会活動／県営福祉パーク 

11月 14日 土曜会活動／県営福祉パーク 

12月 12日 クリスマス会／県営福祉パーク 

1月  9日 土曜会活動／県営福祉パーク 

 

今 後 の 予 定 

2月 13日 土曜会活動／県営福祉パーク 

3月 12日 土曜会活動／県営福祉パーク 

4月  9日 フリーマーケット／県営福祉パーク 

5月 14日 土曜会活動／県営福祉パーク 

 

活 動 報 告 

 

１０月１０日 土曜会活動 ／県営福祉パーク 

１１月１４日 土曜会活動 ／福祉センター 

１２月１２日 土曜会活動 ／県営福祉パーク 

 

今 後 の 予 定 

 

１月 ９日 土曜会活動 ／県営福祉パーク 

 

 

 

大庭先生とＫくん、Ｔさんの３

人でカラオケに♪ 

一時間半、歌いっぱなしで、喉

はからからです(笑) 
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            ホームページを開設しました！ 

  
 

 
 

このたび、パンジーの会は、おたふく会の奥脇さんのご協力のもと念願のホームページを開

設することができました。 

 

ホーム画面は、当会の小林弘典君に絵の提供をしていただき、とてもポップでかわいらしい

ページとなりました。 

「パンジーとは」「活動内容」のページでは、当会の成り立ちや目的、活動内容をご紹介し

ています。また、イベント情報や活動のお知らせや、当会が年３回発行しております会報「パ

ンジー通信」も掲載、入会案内ページでは、お申込みや問い合わせに対応した記入フォームも

あります。 

今後、活動内容やイベント、お知らせを随時、掲載していきたいと思いますので、ぜひ、一

度覗いてみてくださいね。 

アドレスはこちら↓ 

 

    http://www.pansy-nara.net/ 
 

パソコンはもちろん、スマートフォンからもご覧いただけます！ 

  

奈良 パンジー 検索 

http://www.pansy-nara.net/
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvTWM5OmRWyVAA5huU3uV7/SIG=13mq5t3dg/EXP=1449495481/**http:/a4.mzstatic.com/jp/r30/Purple/v4/a0/bb/e7/a0bbe78a-ba27-4456-d901-b1a968b74052/icon_256.png

