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第４３号  奈良ＬＤの親の会『パンジー』   Ｈ ２８年 ５月 発行   

 

 

 

 

   

      

 

 

 

 

 

 

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、こんにちは。パンジー代表の入船です。  

昨年度はパンジーが奈良に発足して２５年を迎え、ホームページの作成など対外的な体制

整備や交流会の開催など皆様の力添えで何とか出来てまいりました。 

今年度は、滋慶医療科学大学の准教授の岡耕平先生を迎え、７月２日（土）に奈良県商工

会議所のホールで、講演会「発達障害のある人への合理的配慮～学校から就労に向けて～」

を開催する予定です。岡先生は、東京大学先端科学技術研究センターで、発達障害児にテ

クノロジーを使った環境調整など幅広く活躍され、現在滋慶医療科学大学でも同様の研究

を続けておられ、数々の賞を獲得されています。なかなかのイケメンで、講演会も各地で

好評を得ております。 

パンジーの皆様には、学校関係者や行政関係者へ声をお掛け頂き、多数のご参加をして頂

き大きな成果をあげられますように、お願い申し上げます。 
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 近 畿 ブ ロ ッ ク 会 議 報 告 

 

日 時： 平成２８年２月１３日（土） １３：００～１７：００ 

場 所： 神戸市青少年会館 ６階 サークル室５ 

当番会： たんぽぽ（茶木・井本・大下） 

出 席： 正会員 明日葉（三戸）、おたふく会（石本・津村）、ｓｋｙ（竹林）、たつの子（清水・冨岡）、翼（西田）、 

            トムソーヤ（小林・小溝）、はあとりんく（小幡）、パンジー（入船・小西・伊井）、らっきょうの花（齊藤） 

      評議員（吉田・大島）・・・敬称略                出席者 １９名   

欠 席： （あおぞら）、ほっぷ 

  

【議題】 

Ⅰ．第２１回ＮＰＯ法人全国ＬＤ親の会評議員会報告（資料①） 

１．組織運営に関する審議  

①第９回総会 

  ・日 時：2016年6月18日（土）13:00～14:30 

  ・場 所：国立オリンピック記念青少年センター センター棟4階 401研修室 

  ・懇親会：17:15～19:00 展望レストランさくら 

②会計状況（資料②） 

③2016年度役員体制について 

  ・任期満了評議員・・・北海道Ｂ、 近畿Ｂ、 九州Ｂ 各１名  

④評議員会の開催時期について 

  ・2016年度：６月・１月末頃に開催（年２回に回数減）。  ※ 評議員会の後に、近畿ブロック会議開催。 

⑤2016年度会費請求について 

  ・３月末の会員数をブロック評議員から各会へ確認し、事務局へ報告(４月初め） 

  ・事務局から各会へ請求書を発送(1000円×会員数・支払い期限：5/末)  

 ※ 従来は会報「かけはし」に同封で送付していたが、「かけはし」の発行回数減に伴い別途送付に変更 

⑥2016年度会員名簿について（資料③） 

  ・フォーマットを評議員から各会にメール送信 →評議員が取りまとめて事務局に報告 期限：５月末 

  ・まとめた物を2016年度総会資料に封入し記載内容の確認を依頼 →確定版を「かけはし」に封入し各会 

   へ発送 

⑦2016年度構成調査提出手続きについて（資料④） 

→ 2016年度各会における会員登録の際にこのフォーマットを利用下さい。 

  ・４月にフォーマットを評議員から各会へメール送信 →評議員が取りまとめて事務局に提出：６月末 

  ・高１～高３は、中学卒業後１年～３年が該当し、それ以外は「その他」に入れる。 

  ・「かけはし」に全会の構成調査一覧を掲載 

⑧謝金支払い等におけるマイナンバー管理 

⑨年賀状送付先 

２．事業実施に関する審議 

(1)ＬＤ等の発達障害に関する研究事業 

①発達障害児のためのサポートツール事業 

  ・助成金事業は終了したが、今後も行っていく。 

  ・今年度事業  研修会：サポートツール全国キャラバン2015「教材教具研修会」in名古屋 

                「発達障害がある子ども一人ひとりのニーズに応じた指導・支援の具体的方法」 

        日時：2016年1月10日（日）10:00～16:30  参加：一般８５名・会員９名 合計９４名 

 ・来年度事業  教材教具研修会の希望 → 「トムソーヤ」、「らっきょうの花」が持ち帰り検討 
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②特別支援教育支援員養成事業 

  ・特別支援教育支援員養成講座  共催：大阪ＬＤ親の会「おたふく会」 

    会場：ドーンセンター  日時：8月29日～11月28日  ８回 

 受講者：８０名  支援員コース：２７名（修了者２４名） 学習支援員コース：５３名（修了者４８名） 

 学習支援員コースの受講条件変更・以前の受講者に対す補習対応で、学習支援員コース受講者増。 

    受講者に児童デイサービスの方が多かった。 アンケートは集計中。 

    プログラムに作業療法士の視点も欲しい。フォローアップ研修・分科会等の検討も。 

  ・ボランティア支援員養成講座   札幌・北九州で開催  

  ・来年度の講座   大阪：特別支援教育支援員養成講座実施決定 

               日程：８月下旬～１０月 ７回開催   共催：大阪ＬＤ親の会「おたふく会」決定。 「翼」は検討。 

③一般社団法人日本ＬＤ学会第２４回大会（第２５回大会：資料⑤） 

  ・2015年10月11日（日）～12日（月・祝） 会場：福岡国際会議場  開催：国立大学法人佐賀大学 

    大会テーマ：学びの継続と共生社会 －アセスメントと学習支援を基盤として－ 

  ・親の会企画シンポジウム：特別支援教育支援員の活用について―支援員養成講座から見えてきた課題― 

  ・親の会ポスター展示：近畿ブロック ７会参加 

  ・親の会親睦会：10月11日（日） 18:00～20:00   場所:リタの農園 

  ・第２５回大会 11月18日（金）～20日（日）  会場：パシフィコ横浜  開催：お茶の水女子大学   

  ・第２６回大会 2017年10月7日（土）～9日（月・祝）  会場：栃木県総合文化センター 開催：宇都宮大学 

(2)ＬＤ等の発達障害に関する理解啓発事業 

①会報「かけはし」 

  ・８２号  12/1発行 

  ・発行回数減 → 来年度から、８月・２月（年２回）に発行 

  ・送付方法の変更→会報印刷用としてＰＤＦで事務局よりメール配信（パスワード設定）。 後日印刷物送付。 

②第１４回公開フォーラムについて 

③第１５回公開フォーラムについて（資料⑥） 

  ・2016年6月19日（日）9:40-16:40（開場9:10） 国立オリンピック記念青少年センター センター棟３階 

  ・「発達障害者の就労および就労定着」（仮称） 会費：1,500円 

④第１６回公開フォーラムの会場予約について 

  ・大阪、京都、神戸など、新幹線最寄り駅にて会場検討。 

⑤理解啓発冊子販売事業（収益事業） 

⑥全国ＨＰ 

  ・各会からも意見を出してほしい 

⑦滋賀県甲良養護学校研修会 

  ・受講者の教師の熱心な姿勢が見て取れた。 

⑧「発達障害のある人の親」による福祉NPOの生成・展開過程及び組織原理・維持に関する研究につい 

  て」の調査依頼 

⑨ベネッセ教育総合研究所CO-BO第４回フォーラム 

(3)ＬＤ等の発達障害のある人及び家族等の支援事業 

①空白県対応 

  ・東京東部地域「学び方の違う子の親の会 ルピナス」発足講演会 2月20日（土） 

②2016年度研修会 

   日時：6月18日（土）15:00～16:40 

   場所：国立オリンピック記念青少年センター センター棟４階 ４０１研修室 

   内容：産業医として、障害者の就労環境整備の視点について 

   講師：三宅琢氏（株式会社Studio Gift Hands代表、日本眼科学会専門医、日本医師会認定産業医） 

③2016年度青年の交流会 

   日時：6月18日（土）   集合場所：センター棟４階 ４０４研修室    担当会：にじの会（予定）    

④各会からの会報 

⑤各ブロックからの報告（回覧） 
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(4)ＬＤ等の発達障害のある人に対する支援・制度の充実に向けた活動事業 

①平成27年度特別支援教育ネットワーク推進委員会  

②文部科学省 

③各省庁の障害者差別解消法対応要領へのパブリックコメント 

④ＪＤＤｎｅｔ関連（資料⑦） 

  ・「発達障害ネットワーク」と「JDDnet」を商標登録したため、今後名称使用時は許可が必要。 

  ・許可の方法については、評議員より確認後各会へ連絡。 

⑤日本障害者協議会 

⑥全国特別支援教育推進連盟（資料⑧－１・⑧－２） 

⑦平成29年度予算要望作成 

  【お願い】今後、合理的配慮の実例・具体例等があったら、都度各会でストックを。 

Ⅱ．各会からの会報について 

 ・各会からデーター（ＰＤＦ）で全国事務局に届いた会報（★）はブロック評議員へメール送信開始のため、各会 

  からの評議員・理事への送付は不要に。    

 ・上記会報（★）のブロック評議員から他ブロック各会への送信の可否について、各会持ち帰り問題点の検討 

   → 評議員へ報告（締切：３月末） 

 ・近畿ブロック各会よりＰＤＦでの会報送信については、、各会了承。 

   → 必ず会の意向（「役員のみ回覧」・「各会の会員へも回覧」等）を付けて配信する。 

Ⅲ．２０１６年度近畿ブロック研修会 

 ・内容：障害年金について （詳細内容は、次回７月ブロック会議で疑問質問等を持ち寄り検討後決定。） 

 ・時期：１１月。日程は各会へ問合せ確認中。 

 ・講師：福祉系社労士・行政書士・ＡＦＰ ぽぷりサポート事務所 溝上 久美子氏  

Ⅳ．２０１６年度近畿ブロック「青年つどいの会」 

 ・担当会：たんぽぽ     場所：梅小路鉄道博物館・京都水族館     時期：１２月予定 
Ⅴ．２０１６年度近畿ブロック体制について 

 ・近畿ブロック全国評議員・会計・会議当番会（資料⑨） 

   評議員： 任期満了 吉田（翼）、非改選 大島（あおぞら）、改選候補 小倉（たつの子） 

   会 計： トムソーヤ 

 ・近畿ブロック会議当番の仕事（資料⑩） 

Ⅵ．その他 

 ・各会の活動報告（資料⑪） 

 ・次回近畿ブロック会議予定   

   日時：平成２８年７月１７日（日） １３：００～１７：００  

   場所：ドーンセンター 中会議室３     当番：明日葉 

 

＜配布資料＞  

①ＮＰＯ法人全国ＬＤ親の会 第２１回評議員会議事録 

②２０１５年度予算執行状況 

③２０１５年度会員名簿更新簿用紙 

④２０１５年度会員の子どもの構成調査票用紙 

⑤第２５回日本ＬＤ学会大会ちらし 

⑥２０１６年度公開フォーラム企画書（案） 

⑦ＪＤＤｎｅｔ関連資料  

⑧全国特別支援教育推進連盟理事会資料 

⑨近畿ブロック全国評議員・会計・会議当番会 

⑩近畿ブロック当番会の仕事 
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 パンジーの会 

  

奈良障害フォーラム（ＮＤＦ）総会および記念講演 
            

２月２１日(日)奈良県文化会館集会所にて、奈良障害フォーラム（ＮＤＦ）総会&記念講演

が開催され、入船代表と会場設営のお手伝いから参加しました。 

パンジーの会はＮＤＦの加盟団体のひとつで奈良県の４０団体が加盟しています。 

最初にＮＤＦ代表奈良教育大学玉村教授のご挨拶の後、奈良県健康福祉部土井部長から今年

度の障害者施策に関する主な取組の状況等のお話があり、その後、内閣府障害者政策委員会委

員竹下義樹氏による講演「障害者権利条約の推移と障害者差別解消法の施行によって何が変わ

るのか」がありました。 

・障害者権利条約がもたらすものは人間としての尊厳が実現する社会の創設。 

・障害者差別解消法の目的は、基本的人権の保障、共生社会の実現。 

・合理的配慮とは、平等を実現するために何らかの手立てをすること、同じ機会を与えるため

条件を整えること。合理的配慮は、公共機関では法的義務、民間企業は努力義務とされている。

必要な環境整備をしないことは差別につながる。一人一人にあわせた配慮するのが合理的配慮。 

今後、権利条約、差別解消法によって、障害者は法律の裏付けにより積極的に声を出せるよう

になる、また泣き寝入りをしなくてよくなる、たらい回しもなくなる。 

私たちは自ら声を出そう、強い思いで社会を変えていこう！と力強いお話しをしていただきま

した。 

その後、日本オストミー協会奈良県支部(人工肛門、人工膀胱の保有者オストメイトの方々

の団体)、奈良県中途失聴者協会、奈良県自立支援協議会、そしてパンジーの会が、県下の障

害者団体として活動 報告および意見発表をしました。 

入船代表より発達障害についての説明後、以前、ＮＨＫで放送された番組をプロジェクター

で皆さんに見ていただきました。 

発達障害の理解を深め、一人一人にあった合理的配慮を求めていくために、今後もさまざま

な活動を行なっていきたい、そして、親亡き後の子ども達のことを考え、エンディングノート

作成に関する研修会を実施していく予定であることを報告しました。参加者の方々は熱心に話

に耳を傾けてくださり、プロジェクターの画面を見てくださっていました。 

各団体の意見発表の後、竹下先生からコメントをいただきました。さまざまな障害があり、

それぞれを理解していかなくてはいけない、また地域格差をなくしていかないといけない、生

きづらさを感じない社会を作らないといけない、"わがまま"に思われても声に出していこう、

その"わがまま"も１０年後には当たり前の世の中になることもある、といった話もありました。 

講演会の後はＮＤＦ総会となりました。今後の活動について、新しく加入される団体からの

お話し、決算報告などがありました。 

奈良教育大で行われるＮＤＦ代表者会議から参加させていただき、さまざまな障害者団体の

方々のお話しを聞かせていただき、頑張っているのは自分だけではない、みんながそれぞれの

立場で、場所で、家族や仲間のために精一杯頑張っていることをひしひしと感じました。 
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パンジーの会 

 

   プロバスケットチームバンビシャス奈良  

試合観戦 

 

 

 

パンジーの会親子で、２月２１日（土）橿原公苑第一体育館にて、プロバスケットチームバ

ンビシャス奈良の試合を観戦しました。小学生の親子６名と成人２名で観戦しました。 

奈良県福祉健康部障害福祉課より案内をいただいた招待席での観戦です。 

迫力あるプレイと華やかな応援に圧倒されながら、初めて見るプロのバスケットを楽しみま

した。 

＜ 参加者の声 ＞ 

〈小2男子〉 

 ゴールするのがすごかった！みんなで応援楽しかった！ 

〈親〉 

バスケットという競技を子どもはまだ知らなかったので、今回勉強させて頂きました。 

次回からの土曜日会のサーキットで役立つのでは… 

私自身も初めての観戦だったのですが、プロフェッショナルな動きと、にぎやかな応援に圧

倒されました。色々なパターンの応援があり楽しかったです。 

 

〈小１男子〉 

応援したチームが勝って良かった。たくさん点を入れれて凄かった。 

〈親〉 

凄い迫力で生で試合が見れて父子とも楽しめました。息子がバスケットがどんなスポーツを

知る事が出来てありがたかったです。 

 

(小4男子) すごかった！ 

(親) 

２メートル以上ある外人選手を相手に機敏に動き回るバンビシャスの選手が格好良かったで

す。試合の展開がはやく、応援も一体感があるので、野球とは違う楽しみがありました。 
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アド部 

 

 

就労移行支援事業所ウィングル(大阪難波)視察 

 

 

 

1. 日   時 : 平成２８年２月１９日金 １０時３０分から１２時 

 

2. 場   所 : 大阪市浪速区元町ナンバプラザビル 8F  

       株式会社 LITALICO ウィングル大阪なんばセンター  http://wingle.jp/ 

3. 出 席 者 : ６名（小中学部３名・アド部３名） 

 

4. 視察概要 

 施設は、ワンフロアー100 ㎡程度の空間を、応接室を除いて間仕切りなしで、用途別に長机

で区切り、職員と利用者がお互いに確認できるようになっており、その中で利用者数十人と職

員が向かい合って訓練を実施していた。 

 応接室にて、センター長から、サービスガイドにもとづき施設の概要説明を受けながら、参

加者が疑問点等について適宜質問を実施し、最後にフロアの案内をしていただいた。 

・(株)リタリコは、年度内に全国で合計 56 センターとなり、大阪府下では 5 センター(難波、

天王寺、梅田北、京橋、東大阪)に増える予定。 

・なんばセンターの定員は 20名(月～金 9時～15時)で、現在 28名が利用し、年代は、20～30

歳代が最も多く、次に40歳代、利用者のほとんどが福祉手帳を保持し、不保持の方は現在3名

のみ。利用者は、大阪府外からは、和歌山、三重からも来所し、奈良県からも 5 名の方が利用

している。 職員は、7名配置(有資格者)し、他所平均5.7人よりは多いとのこと、また、土曜

日は、OBや利用者の茶話会やレクレーション活動に開放している。 

・就職は、障害者雇用がほとんど(センター全体で85.5%)で、障害者雇用は、企業に対して就労

条件をつけやすく、トラブル発生時に言い訳しやすいとのこと、1000 名以上の企業(大企業)に

も 43%の実績がある、就職先は、関西では、百貨店、事務、スーパー、経理補助等が主体(他府

県では、介護職などの福祉関係が一番多い)、就労先は多くあり、障害者雇用率の達成関連か

ら、企業からの直接の求人案内も多く、施設の推薦により直接応募するケースも多い。(企業

希望者は、福祉手帳取得者で週 30hr 以上働ける人:1 人にカウント)賃金は、各種職種への適応

力が高い程良い。 

・訓練は、事務系作業の就労を主体としているのでパソコン訓練が多く、施設利用の平均期間

は、8.8ケ月、現場(提携企業等)での訓練を主体として行っている。 

 

(支援概要) 

a. 体験3日間を経て利用希望者は、居住区の行政に利用手続きを実施(通常 1～1ケ月半) 

 b. 訓練施設利用 
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STAGE1.準備期間として2ケ月(施設環境に慣れる、生活リズムを整える、自分の得意不得    

意や就職に必要なスキルを学ぶ: 利用者の特性等を把握) 本人の状態にあわせ週 2～3 日から

の通所や、半日からでも良いが、最終週 5日通所を目標とする。 ステージ別プログラムを 40

以上用意し、本人の特性に応じて準備期間と実習で提供される。 

準備期間プログラム例(就活講座、ビジネスマナー、自己分析、PC訓練、作業訓練) 

 

 STAGE2.実習期間 1～2ケ月から 6ケ月(提携企業体験実習、ハローワーク雇用前実習 

を通してどのような働き方が自分に合うか確認する、成功体験を重ね、働くことに自信をもつ

ステージ 実習プログラム例(自己理解、ビジネスマナー、自己分析、履歴書作成、職務経歴

書作成、就活講座) 

 

  STAGE3.就活 ハローワークを通しての就職活動スタート スタッフサポート(書類添削、面

接練習、面接同行) 実習プログラム例(ステップアツプ講座、就活講座) 

 

c.就職後 

  STAGE4.継続 企業や関係機関と連携してサポート(定期的な面談等)平均利用期間一年弱 

 

5.感想 

 ・訓練プログラムがきちんと準備されていると感じた、関東での多くの施設開設経験のノウ 

ハウを蓄えての、自信の関西への進出展開と推察された。事務系の就職を希望し、一人で電車

通所ができ、見通しの良いフロアで、多人数の中での訓練が苦にならない利用者に適している

と感じました。 

 

6.参考 

・一回の利用期間は最長 2 年間、一旦就労して半年間勤務が出来れば、再度の施設利用は可能。 

・梅田(北新地)に今年幼児教室・学習塾 Leaf [リーフ] http://leaf-school.jp/  が開設予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RimU88.xRXshUAlheU3uV7/SIG=18fmet701/EXP=1461079228/**http:/rr.img.naver.jp/mig?src=http://imgcc.naver.jp/kaze/mission/USER/20150910/72/7402112/0/316x259xea4a5dc1257a82917da0f950.jpg/300/600&twidth=300&theight=600&qlt=80&res_format=jpg&op=r
http://leaf-school.jp/
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小中学部 

 

  

小中学部恒例 ボーリング大会 
 

 

 

３月１２日土曜会の後、恒例のボーリング大会を橿原市レインボーワールドで行いました。

今回はお父さんの参加もあり、スコアも見ごたえのあるものでした！成人部のＭくんも友人た

ちと会う約束まで時間があったので途中参加してくれました。 

 

＜ 参加者の声 ＞ 

６年男子：楽しかった。また行きたい！ 

親：今回は我が子と同じチームで一緒にゲームすることができ、同じチームのお友だちから

声援をもらったり、お互いのナイスプレイを一緒に喜んだりと、みんなで一緒に楽しい

時間を過ごすことができて、とてもいい経験になりました。ありがとうございました。 

 

１年男子：たくさん倒せて楽しかった！もっとゲームしたかった。 

親：ゲームのルールも理解して楽しくプレー出来て良かったです。 

 

４年女子：面白かった。また行きたいわ。 

親：ピンが倒れない悔しさを抑え、どうしたらうまく投げられるか 

思案している姿に成長を感じました。楽しそうでよかったです。 

 

５年男子：前の時より点（スコア）が高くてめっちゃ嬉しかった。成人部Ｍくんが格好よかっ

った。 

親：去年は思うような結果が出ないと、その度『もうやめる』と口走ってました。今年はピ

ンが倒れなくても『よし、次こそは！』とボーリングそのものを楽しめるようになり、

また一年の成長を感じました！ 

 

５年女子：難しかったけど、とても楽しかったです。また、行けるとうれしいです。 

２年男子：楽しかったです。 

 親：子供達に、初めてのボーリングを体験させることが出来て良かったです。 

 

２年男子：楽しかったけど、全部倒したかった。次は 頑張るっ！  

親：親子交えて、他のご家族とグループになってのゲームは、食事やお話し合い以上の交流

となりました。他の方々、自分自身がスペアやストライクを出した時に拍手やハイタッ

チを喜び合う子供たちの風景は、本当に意義のあるものでした。次回も必ず参加します。

係りの方々、お疲れ様でした  
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土曜会児童部 

 

 

                 アイディアがいっぱい！ 

           親子で楽しむ 

フリーマーケット 

  

 

４月９日（土）奈良県福祉センター体育館でフリーマーケットを開催しました。１３家族が

参加し、手作りクッキーや、家庭で使われなくなった本、玩具などが店先に並びました。子ど

もたちが、財布を片手に品定めする目は真剣そのものでしたよ。 

 

＜ 参加者の声 ＞ 

 

３年男子: 初めて参加して売り買いが嬉しかった。みんなのお店凄い良かった。楽しかった。 

６年男子: 売り買いが楽しかった。友達のお店に好きな商品があったので超うれしかった。 

親:毎月の参加でも、今日はあまり話した事のないお友達とも、お店に行き来する事で 

会話ができて良かった。本当に皆さんのお店工夫されてて楽しかった。 

 

２年男子：お菓子が全部売れて嬉しかった。楽しいおもちゃが買えて良かった。仲良しのお友

達が遊びに来たら、買ったおもちゃで遊べるから楽しみ。 

親：お菓子作りは夜遅くまで手伝ってくれて、売り子も頑張ってくれたので完売できて

良かったです。 

 

３年男子：売るほうも買うほうも楽しかった😄  来年はもっといっぱい売りたいと思います。   

親：初めてのフリーマーケットで、どうなるかと思いましたが、親子で楽しい時間を過

ごすことができました。 

 

５年女子：楽しかった!でも自分のがあまり売れなくて残念…次は皆が喜ぶものをださないと

あかんなぁ～妖怪ｳｫｯﾁとか 

親：フリマも段々進化してきてエンターテイメントを入れており、次回はさらに工夫を 

と親も気合いをいれて楽しんでます｡子どもが楽しむ機会をありがとうございます! 

 

５年男子：たくさん売ることが出来て、得たお金で好きな物を買った。うれしかった。 

親：「好きな物を買うために頑張って売る」とテーマを決めて、子供と値段の設定など 

を考えてみた。いくらなら売れるのか？他人に立場になって考えてみました。 

 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvdkueWS5VWToAN3OU3uV7/SIG=135u2r9oi/EXP=1429187358/**http:/blog-imgs-30-origin.fc2.com/w/a/n/wanpug/illust93_thumb_20100803002736.gif
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中学1年男子：楽しかった。特にお菓子釣りがおもしろかった。 

親：毎年、親子共々楽しみにしています。今年は手作りのお菓子がたくさんあり 

種類もいろいろ豊富で、買い物するのが楽しかったです。 

うちの息子は、買い物するのは楽しいけれど、店員をするのは苦手で、お金のやり取

りの時、お客さんに顔を背けながらも、がんばって店員さんしてました。途中でお店

をほったらかしてはいましたが…(̂ ;̂; 

 

中学１年男子：お菓子もカードやトレッタもいっぱい買えて楽しかった！自分の店が完売して

嬉しかった。 

親：お店やさんごっこが好きなので、楽しんでいました。本人が使う金額を決めてなかっ

たのは反省点ですが、売上のお金を弟にも分けてあげて(弟も不要品を出したからと)

残りを嬉しそうに貯金していたました。良い経験をありがとうございました。 

 

 

中学２年女子：たくさんお店がでていて、とても活気があった。みんな楽しんでいたので、い

いと思った。 

親：男の子がとても上手に紙を虫の形に切っていて、素晴らしい才能を見れてよかった。 

他の子もお店番の掛け声が上手だったり、計算がはやかったり、普段と違った一面が

見れてよかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RivQHAlBxXiEAAuwiU3uV7/SIG=17m3kl06s/EXP=1461577280/**http:/kodomonohiroba.hasunuma.co.jp/upload/image/201604/%E3%81%8A%E8%8F%93%E5%AD%90%E8%A9%B0%E3%82%81%E6%94%BE%E9%A1%8C%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88.jpg
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土曜会青年部 

 

新メンバー歓迎会 
 

 

 

土曜会青年部は、中学１年生から高校３年生までの年齢の子ども達の活動です。時間があえ

ば、大学生や成人になったお兄さんたちも参加します。 

児童部には、今年４月から中学校に入学する３人の男の子がいます。青年部のみんなは大庭

先生と話し合い、『３月２６日（土）に新大宮駅に集合し、ボーリングとカラオケを一緒にし

て、活動を紹介しよう！』と、青年部歓迎会イベントを企画しました。 

土曜会青年部は、集合場所まで自分の家から電車やバスに乗って行き、イベント終了後は自

宅まで自分で帰る、という約束があります。 

大庭先生と、今回はボランティアの大学院生の方も一緒に参加していただき、青年部と新メ

ンバー３人は、それぞれに歓迎会イベントを楽しみました。 

 

＜みんなの声＞ 

 

Ｄ君：ボーリングでスペア取れて嬉しかった！大学生はみんな上手だった。 

カラオケではみんな色々な歌を歌っていて、お互いに分からない曲が多かった。 

親：初めての参加でしたが、楽しんで帰ってきました。一人で行くことも大丈夫そうで、

また行きたいと言っていたので安心しました。 

 

Ｈ君：ボーリングは初めてだったけど、スペアもとれたし、楽しめた。自分の番が回って来

るまでの待ち時間が退屈だった。カラオケは沢山歌えて楽しかった。 

親：自分で電車の時刻や乗り換え情報を調べて、1 人で行って帰って来れたので、彼には 

とても良い勉強になったと思います。終わってから「今から帰るよ」コールをしてく

れたのが嬉しかったです。 

 

Ｔ君：ボーリングもカラオケもどちらも楽しかった。特にボーリングが良かった。 

また行きたい。 

親：ボーリングもカラオケも好きなので、最初に好きな事で参加できて良かったです～。 

ただ、まだ電車に１人で乗ることが出来ないので、これから乗れるように頑張ってい

きたいと思います。 

 

学生ボランティア感想：２月ごろから話し合いを重ね準備して、４月から新たに参加する後輩

たちとの初めての活動。ちょっとお兄さんになった姿をみて、過去に彼らが見ていた先

輩たちへのあこがれを感じました。 
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フェイスブックページを開設しま

した。パンジーの会の日々の活動

をお知らせしてます。 

ぜひご覧いただき「いいね！」を 

クリックお願いします！ 

当会のホームページ 

からでもアクセスし 

ていただけます。 

   

            パンジー各部活動報告＆今後の予定            

  

 

 

 《 運 営 部 》 

活 動 報 告 

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）        

今 後 の 予 定  

５月１１日 パンジー通信印刷 

  ５月１５日 パンジー 総会・地域別懇談会（はぐくみセンター） 

  ６月１８日 全国LD親の会総会、青年の交流会 

  ６月１９日 全国LD親の会 公開フォーラム 

  ６月２６日 講演会打ち合わせ 

  ７月 ２日 パンジー講演会【岡先生】（奈良商工会議所） 

  ７月１７日 近畿ブロック会議（ドーンセンター） 

  ９月 ４日 運営会議     

 １１月 ６日 パンジー全体交流会 

 １１月２７日 近畿ブロック会議・講演会 

 １２月 ３日 運営会議 

   

 

 

 

 

 

《 アドパン部 》 

活 動 報 告 

２月１９日 就労移行支援事業所視察(難波) 

 

今 後 の 予 定 

５月１５日 総会(はぐくみセンター１階) 

 

 

 

《 小 中 学 部 》 

活 動 報 告 

３月１２日 ボーリング大会 

 

今  後  の  予  定  

４月２０日  サロン川西参加 

５月１５日 総会(はぐくみセンター１階) 

 

《 ピ ア カ ン 》 

活 動 報 告 

３月１日 ペアレントメンター養成講座打ち合わせ 

（奈良教育大学） 

３月１２、１３日 ペアレントメンター養成講座 

（帝塚山大学） 

４月８日 「世界自閉症啓発デー＆発達障害啓発週間㏌奈

良2016」体験発表 (イオンモール郡山) 

今 後 の 予 定 

４月２７日 ペアレントメンター運営委員会 

（奈良教育大学） 

８月未定  夏のデイキャンプ参加 ピアカウンセリング 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCL52mvyhX_BAAoCOU3uV7/SIG=1337r1c6i/EXP=1462374694/**http:/www.town.yaese.lg.jp/yaese_sight/wp-content/uploads/2015/05/64d3d10b.jpg
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活 動 報 告 

2月13日 土曜会活動／県営福祉パーク 

3月 26日 新中学生歓迎イベント／新大宮ラウンドワン・ジャンカラ 

4月  9日 土曜会活動／県営福祉パーク 

 

今 後 の 予 定 

5月 14日 土曜会活動／福祉センター 

6月 11日 土曜会活動／福祉センター 

7月  9日 土曜会活動／県営福祉パーク 

8月    夏のデイキャンプ 

 

 

活 動 報 告 

2月20日（土）日本橋 満腹食堂 勝ちゃん 

        ガールズバー エルフ 

参加者１３名（うちパパボラ２名参加） 

 食事は日本橋の安くてうまい定食屋でした。 

 ガールズバー「エルフ」では、最初みんな大人しかった

のですが、写真を撮ったり歌をリクエストして立って応

援をしたりと終わりがけに盛り上がりました。 

「楽しかった！」メールが３人から届きました 

今 後 の 予 定 

5月21日（土） 鳥貴族 近鉄西大寺店 

11月19日（土） 未定 

皆さんの多くの参加待ってます！ 

 

    

 

     

 

  

 

 

 

活 動 報 告 

2月 13日 土曜会活動／県営福祉パーク 

2月 21日  バスケット観戦 

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／福祉センター 

 

今 後 の 予 定 

5月 14日 土曜会活動／福祉センター 

6月 11日 土曜会活動／福祉センター 

7月  9日 土曜会活動／県営福祉パーク 

8月    夏のデイキャンプ 

 

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 

 

 

今年も奈良県健康福祉課より、京セ

ラドーム観戦チケットのご案内をいた

だいています！ 

後日、観戦日程が決まりましたらお知

らせしますね！ 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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