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連 絡 先 ：  E-Mail  pansy.nara.ld@gmail.com   担当 小西 

  

 

「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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・小学部 恒例ボーリング大会  ................................................... ６～７ 

・小学部 木下大サーカスに行ってきました！ ........................ ８～９ 
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・ピアカン ピアカウンセリング＆リラクゼーション  ............. 11～１２ 

・土曜会児童部 フリーマーケット開催 ................................ １３～１４ 

・土曜会青年部 ボーリング＆カラオケ  ....................................... １５  

・パンジ－各部活動報告 ........................................................... １６～１７ 

      運営部・小学部・中高部･アド部（高校卒以上）・ピアカン、土曜会各部 
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みなさん、こんにちは。パンジー代表の入船です。 

早いもので、２０１７年度のパンジー総会を迎えます。 

昨年度は、奈良県障害福祉課から思いがけないプレゼントがありました。 

京セラドームのオリックス野球観戦のチケットでしたが、今年も同じような企画でチケットを

頂き、５月３１日広島戦と８月２日日ハム戦を活動計画に盛り込みました。 

発達障害児・者への啓蒙や理解が深まることで、このような福利厚生企画がパンジーの会をや

っていれば出来ることだな、としみじみ思いました。 

今年は、パンジーの会２５周年を迎えます。大事な節目の年ですので、さらに会員相互が交わ

る企画を深め、また新会員が増えていく企画を推進していきたいと思います。 
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パンジー通信 40号 2015.5 

 2 

 

 近畿ブロック会議報告 

 

日時：平成２７年３月１５日(日)  １３：００～１７：００ 

場所：ドーンセンター  大会議室１（４階） 

当番会：おたふく（石本・奥脇）   

出席：正会員 明日葉（高畑）たつの子（清水・宮本）たんぽぽ（茶木・大下・畠山）トムソーヤ（小溝・武田・小林） 

 翼（樋口・中道）はあとりんく（岡）パンジー（伊井・小西）ほっぷ（竹中）らっきょうの花（齊藤） 

理事・評議員（井上・入船・吉田）・・・敬称略、 出席者 ２１名 

欠席： あおぞら、ｓｋｙ 

 

【議題】 

Ⅰ．第１９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来年度の会費請求について 

・3月末の会員数をブロック評議員から各会に確認 → 評議員から事務局への報告期限：4/6 

各会は３月末までに、評議員の入船、吉田に各会の会員数を報告する。 

・各会への請求書を4月発行かけはしに同封する。   1000円×会員数   支払い期限：5/末 

②2015年度役員体制について 近畿ブロック評議員：吉田（翼）留任、大島（あおぞら）交代 

③2014年度(2/10現在)の予算執行状況 

④会費の値上げについて ※ブロック会議にて各会の意見を照会 

⑤第8回総会の日程について 

⑥2015年度会員名簿更新について（資料②) 

・会員名簿更新部分・・・定形郵便物以外の送付先追加→ブロック会議にて各会に問題点等確認 

               但し書きの２つ目の、「かけはし」の部分を削除する。 

 ・４月に評議員が取りまとめて事務局に報告（エクセルの各シートに会の名前を入れる） 期限：5月末 

 ※ 全国事務局が外部問い合わせ時に案内できる対応先を各会で決めておく。 

⑦2015年度構成調査提出手続について (資料③) 

 ・修正箇所・・高校学校相当→16～18歳 高校卒業後→19歳以上 特別支援学校専攻科追加  

就労継続支援A型・B型を区分 

 ・2015年度各会における会員登録の際に把握してもらい、評議員が取りまとめて事務局に提出：６月末 

  ４月に評議員よりフォーマットを各会へメール送信。 

⑧2014年12月3日 事務所賃貸契約更新手続   

⑨2014年12月3日 渋谷都税事務所に「申告期限の延長の特例の申請書」提出。 

⑩後援依頼について  全国親の会としての基準を作成する。 

 

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日本財団助成事業  

「発達障害児のためのサポートツールの個別の使い方とユニバーサルデザイン化」 （資料④） 

※報告書冊子作成 １０００冊。各会宛てに基本部数20冊配布済。 

②日本財団助成事業 「特別支援教育支援員養成事業」（資料⑤・⑥） 

③一般社団法人日本LD学会第23回大会 

・日 時：2014年23日（日）～24日（月・祝）  場 所：大阪国際会議場（グランキューブ大阪） 

④一般社団法人日本LD学会第24回大会 

・日 時：2015年10月11日（日）～12日（月・祝）  場 所：福岡国際会議場 
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(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」 81号 

②第14回公開フォーラムについて： 後援は、大阪府・大阪市・堺市のみとする 

③理解啓発冊子販売事業（収益事業）：販売促進資料配信済 

④全国ＨＰのデータ処理の不備が見つかり、修正済 

⑤保健体育高校教科書の記述について 

   「妊婦の飲酒は、アルコールが胎児の脳神経系に影響し、発達障害、知的障害などの危険が高まり、低出生体重 

    などの発育の障害も怒りやすくなります」との記述があり、内容検討要望 

  

(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 

②2015年度 研修会 

③2015年度 青年の交流会青年の交流会 

④NHK「ハートネットTV」 ＨＰ内“障害者を持つ家族が相談できる場” 団体紹介記述について検討 

⑤各会ブロックからの報告  

 

(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特別支援教育ネットワーク推進委員会    

②ＪＤＤｎｅｔネット関連 (資料⑦) 

 ・日本発達障害ネットワークの略称表記：「ＪＤＤｎｅｔ」で統一 

 ・「ＪＤＤｎｅｔファンドレイジングフェアー 7月5日（日） 神戸市立灘区民ホール 

  第一回準備会が神戸で開催され、実行委員として、井上理事・たつの子参加。 

③日本障害者協議会 

④全国特別支援教育推進連盟（資料⑧） 

⑤H28年度予算要望作成（資料⑨・⑩・⑪） 

 

Ⅱ第８回総会・公開フォーラム（６月１３・１４日）等のスケジュールと役割分担 

①第８回総会   

 ・日時：２０１５年６月１３日(土)、総会受付１２：００～  総会開始１２：３０～ 

・場所：ドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青少年センター） パフォーマンススペース(1F) 

②2015年度 研修会 

 ・日時：２０１５年６月１３日（土） １４：００受付  １４：３０～１６：３０ 

・場所：ドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青少年センター）パフォーマンススペース(1F) 

・内容：合理的配慮について 

・講師：岡 耕平先生（滋慶医療科学大学院大学専任講師・人間支援工学） 

③第14回公開フォーラムについて 

 ・日時：２０１５年６月１４日(日) １０：００受付  １０：３０開始 

 ・場所：追手門学院 大阪城スクエア 大手前ホール 

 ・定員：120名  

 ・内容：「これからの発達障害支援と合理的配慮」 副題は後日検討 

      講演 竹田契一先生（大阪教育大学名誉教授・大阪医科大学ＬＤセンター顧問） 

      行政解説 井上惠嗣氏（文部科学省初等中等教育局特別支援教育課課長） 

             畑俊一氏（厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課地域就労支援室室長） 

      講演＆ワークショップ 「障害のある子どもの心理」心理的疑似体験   １４：４０～１７：３０ 

             両川晃子先生（信州大学附属病院、心理カウンセラー、特別支援教育士ＳＶ） 

④２０１５年度 青年の交流会（資料⑫）  

・日時：２０１５年６月１３日(土) １３：００集合 

・内容：ドーンセンターにて受付・交流→ハルカス３００（展望台）→通天閣周辺にて懇親会 



 

パンジー通信 40号 2015.5 

 4 

・集合場所：ドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青少年センター）中会議室 

・担当：大阪 翼 

⑤展示会（全国ＬＤ親の会企画） ６月１３日（土）パフォーマンススペース １４：３０～１７：００ 

⑥懇親会 ６月１３日（土） ゆいま～る（ドーンセンター１Ｆ）  ５，000円  

⑦役割分担表（資料⑬） 

⑧準備会の日程  

  ・平成２７年５月１６日(土)１３：００～１７：００ 場所：ドーンセンター 地階 多目的ルーム 

  ・出席：おたふく会・たつの子・たんぽぽ・トムソーヤ・パンジー・翼  

 

Ⅲ．２０１５年度近畿ブロック研修会   

  日程：2015年11月末～12月に開催予定（内容は次回会議にて検討）。 

 

Ⅳ．２０１５年度近畿ブロック青年つどいの会 

 担当：たんぽぽ 

   １２月 京都水族館の方向で計画予定 

 

Ⅴ．２０１５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⑭）  

   １１月の会議当番は「パンジー」に、「たんぽぽ」は３月に変更。   

   近畿ブロック会議当番の仕事（資料⑮）  

  

Ⅵ．その他  

 １．大阪少年鑑別所「関係機関と連携した地域支援の取り組み」の紹介と提案（資料⑯） おたふく会より 

 ２．各会の活動報告（資料⑰） ※紙面での報告のみ  

 ３．次回近畿ブロック会議予定   

   日時：平成２７年７月２６日(日)午後    

   場所：神戸市青少年会館又は、ドーンセンター （後日お知らせ） 

   当番： 翼 

 

（配布資料） 

① 特定非営利活動法人全国LD親の会第１９回評議員会議事録 

② ２０１５年度会員名簿 

③ ２０１５年度構成調査 

④ サポートツール・データベース事業報告 

⑤ 特別支援教育支援員養成講座ｉｎ神戸 アンケート集計 

⑥ ボランティア支援員養成講座ｉｎ愛知 アンケート集計 

⑦ ＪＤＤｎｅｔ関連資料 

⑧ 全国特別支援教育推進連盟理事会報告 

⑨ H27年度特別支援教育関係予算案資料 

⑩ 2015年度障害者雇用施策関係予算 

⑪ 2015年度障害保健福祉部予算 

⑫ 全国青年の交流会案内 

⑬ 総会・研修会・展示会・公開フォーラム 役割分担表 

⑭ ２０１５年度近畿ブロック全国評議員・会計・会議当番会 

⑮ 近畿ブロック会議当番の仕事 

⑯ 大阪少年鑑別所「関係機関と連携した地域支援の取り組み」の紹介と提案 

⑰ 各会の活動報告 
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パンジーの会  

 

 

 
パンジーの会 新年会 

 

 

 

 

２月２日（月）に、大和郡山駅近くのグランドサンピア奈良の中にあるシャルティエにて、

新年会を開きました。アド部、中高部、小学部あわせて１１名の参加でした。 

今回は、リッチな雰囲気で日常の生活を忘れられるような大人女子会を…！と、企画いたし

ました。初めの前菜から、色彩の美しい盛り付けとお洒落な器に、テンションも上がり、美味

しいお料理を頂きながら、それぞれの近況の話や子育てなどのアドバイスなど、おしゃべりの

華を咲かせました。 

楽しい時間はあっという間に過ぎていきます。ふと気が付くと、始まってから３時間近くの

時間が経っていました。 

時を忘れるほど、和やかで有意義な新年会でした。 

次回もぜひ、たまにしか行けないのだからちょっとリッチでおいしいお店に行きたいね！と、

参加者からの声が多数ありました。次回のランチ会は６月の予定です♪ 
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パンジー小学部 

 

 

 

 

          小学部恒例 ボーリング大会 
 

 

 

 

３月７日（土） 土曜会活動が終わった後に、毎年恒例のボーリング大会が行ないました。 

いつもは福祉センターから最寄りの「ボウル富士」を利用していたのですが 去年スコアが

表示される画面が苦手、という子がいたため 車で５分程度離れた「レインボー」に変更し、

今回は問題なくゲームを楽しむことができました。 

 

 

＜ みんなの声 ＞ 
 

◯親 毎年ボーリングが少しずつですが、上達しているようです、皆さんの温かい声援が嬉し

かったです。また、この感想を聞いた時、きちんと自分の意見を言えたので、成長を感

じました。 

○ 小６女児 

六年 目標にしてた 100点をとれたので、嬉しかった事とこのメンバーとのお別れが寂し

いなぁ～と思った。 

○親 うちの子はボーリング好きなので、今回も楽しみにしていました。 

自分が投げる前に、必ず「お母さん」とだけ呼んで他には何も言わないのですが、自分

が投げるのを見ててほしいというような素振りをして楽しそうに投げていました！また

次回もぜひ参加したいと思います。 

○小５男児 

楽しかった！ もっとやりたかった。またボーリングに行きたい。 

○親 到着した時は嬉しくて興奮気味でしたが、落ち着いてゲームが出来て良かったです。 

○小４ 男児  

高い点数じゃないから悔しい。でも楽しかった。 

○親 長男なんですが、これまで、ボーリング場など団体で行く事を大変嫌がっていて、子供

会等の行事に参加できてなかったのですが、今回は当日を楽しみにしていた事や、ボー

リング場に着き、待ち時間等ではちゃんとエントリーするまで待てた事、他のお友達も

ちゃんとできてる事で、本人も頑張る気持ちに繋がったのではと思いました。  

次男も、待ち時間は退屈と言ってましたが、楽しくボーリングできたようです。 

兄弟揃って、参加させて貰う事で、学べる事が多く嬉しかったです。 
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○小4男児  

 凄く楽しかった。スペアも沢山出て嬉しかった。行かせて貰って良かった。 

○小1男児    

めちゃめちゃ、楽しかった(̂ Ô )また行きたい。 

○親 ボーリングは途中まで補助滑り台を使用してましたが、周りの子達を真似て投げはじめ 

自力で転がしたボールでピンを倒せたのだ嬉しかったようです。 

帰りの車で「今日は楽しかったなぁ。本当に楽しかった。」と、ずっと話してました。 

○年長児 男児  

滑り台使わなくても倒したなぁ。ボーリング楽しかった。また、行きたい！ 

 

○親 ボーリングは家族でなかなか行く機会がないのでいつもありがたいです。子供が楽しく

ゲームできていたのでよかったです。 

○小６男児 去年より記録が落ちてくやしかったけど楽しかったです。 

 

○親（両親で参加） 久々のボーリングで楽しかったです。真剣に遊んでしまいました。 

 

○小４男児  

難しかったけど面白かった 

○親 ボーリングは毎年楽しみにしているので今回も参加できてよかったです。いいスコアを

取るために滑り台を使ったり人の意見を聞いたりと去年より成長を感じました。 

○小３女児 

楽しかった。また行きたい！次（子供会で行く予定）が楽しみ。 

○親 他の人が投げている時も、応援したり一緒に喜んだりして、皆と楽しんで参加出来てい

ました。 

○小４男児 

８０点とれなくて残念だった。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA0iIqFC1VpmYAk2GU3uV7/SIG=137i7gqtd/EXP=1429104042/**http:/blogs.c.yimg.jp/res/blog-20-c7/hanabiwaheimen/folder/561565/36/5494236/img_0
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パンジー小学部 

 

 

 

 

木下大サーカスに行ってきました！ 
 

 

 

 

３月２０日に、奈良市新大宮で開催されている木下大サーカスに行ってまいりました。 

当日はすごい人で当日券は完売状態！福祉招待券の団体予約がなければおそらく入場できなかっ

たと思います。電話で予約した際には駐車場も確約できないと言われていたのですが当日はキッチリ

台数分確保してくださっていて、至れり尽くせりのサーカス観覧でした。 

 

 

＜ みんなの声 ＞ 
 

 

○母  間近で大迫力の技や動物ショーに本当に大興奮でした！家族で参加できてお姉ちゃんも弟も

大喜びでした 

○年長・男児  

動物が出て来たのが楽しかった。また、行きたい 

○母  初めてのサーカスに子供達も大喜びでした。前公演が押した為、外でかなり待ちましたが 、み

んなトラブルもなく並んでました。『時間通りにいかない』ことや『待つ』ということも経験のうちだと

感じました。 

○小4男児 

２人のピエロが面白かった！バイクのスピードが凄くて格好良かった。 

○親  生まれて初めてのサーカス、全てに興奮しました。子供の心に残る素晴らしい内容で、大人に

なって覚えていてくれるといいなぁと思いました。 

○小６男児  

ピエロが面白かったのと、ライオンや動物が出てきてビックリした。 

○親  迫力のある数々の技に驚き、ハラハラドキドキし通しでした！親子で一緒にとても楽しませてい

ただきました。ありがとうございました！！ 

○小５男児  

おもしろかった。特にスーパーイリュージョン（マジック）がすごかった！ 

すごく不思議でびっくりした！ 

○親  最初から最後まで目を輝かせてショーを見ていたので、参加して良かったなと思いまし  

○小４男児  ピエロが面白かった。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA0hiRGS1VsHIAh6CU3uV7/SIG=12268qddf/EXP=1429105425/**http:/fivent.up.seesaa.net/image/elephant.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA0hs3Gi1VQzQA2sCU3uV7/SIG=13639tan6/EXP=1429105591/**http:/thegold4.jp.net/wordpress/wp-content/uploads/2014/05/lgi01a201401292000.jpg
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○親  大車輪やバイクが迫力があって良かった。ピエロさんの掛け合いもおもしろかった。子どもらも

とても楽しんでいたので来て良かったと思 いました 

○小５女児  

おもしろかった！ライオンとか動物を観れて良かったし可愛かった。 

○親  今日のサーカスも、お誘い頂いてから兄弟揃って楽しみにしてました。ゲームを持たずに参加さ

せて貰って、待ち時間少しイライラも出ましたが以前に比べたら、自己コントロールに努力も見ら

れました。サーカスの方も、2 人とも喜んで集中して見ていましたし、友達と喜び合う姿も見れま

した。皆さんの、おかげでまだ 3 回の参加ですが、パンジーメンバーとの時間は、既に居心地よ

さがあるようで、帰りには来月の件について話していたぐらいです また宜しくお願いします。 

○小4男児  

輪投げ、帽子などのおじさんのショーが盛り上がってて一番良かった。サーカスに行けて本当に

良かった。 

○小1男児  

2 人の男の人の（大きい二つの輪の中に入ってシーソーのようにバランスを取りながら回転して

たショーです→分かるかな？[（＞人＜）]）ショーが一番良かった、めっちゃ楽しかった、凄かった。 

○親  思っていたより間近で見ることができて迫力がありました。子供と一緒に楽しい時間を過ごすこ

とができてよかったです。 

○小３女児   

空中ぶらんこがめっちゃすごかった。目隠ししてて見ていてドキドキした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA0hs3Gi1VQzQA0MCU3uV7/SIG=12jo0ndab/EXP=1429105591/**http:/okinawahands.com/blogs/event/files/2012/09/20120911b.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA0hY7Gi1VfDYA1lKU3uV7/SIG=12gje7aha/EXP=1429105595/**http:/blog-imgs-47-origin.fc2.com/s/e/e/seelay/IMG_0050.jpg
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パンジーアド部 

 

 

 

                          ア ド 部 会 
 

 

  

 

 

 ３月１日にアド部会を行いました。７名の参加でした。 

来年度の役員がなかなか決まらず、部会をしても参加者が少ないので、日曜日の朝１０時から午後

４時までと時間を長く、少しでも顔を出してもらおうと企画しました。 

 １１時頃から少しずつ人数が増え、もう退会を決められた方も最後にと参加してくださいました。 

 アド部は就労の悩みが多く、職に就くための悩み、就労後も一か所で長く務めることの難しさや親亡き

後の生活の不安があり、話し始めるとなかなか終わりません。 

あっという間に４時になりました。 

参加者の中から役員になってくださる方が決まりホットしました。来年は役員で困らないようになるこ

とを願っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuME91TzNVl0wAQ5uU3uV7/SIG=12buf884s/EXP=1429512437/**http:/www.sozai.rdy.jp/shirokuro/05/haru1/sozai/07.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuMEvGTzNVyCQAg7KU3uV7/SIG=1292b6qdp/EXP=1429512518/**http:/illpop.com/img_illust/insect/butterfly_d05.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuMEwqUDNVLS0ALJGU3uV7/SIG=12b43tgrq/EXP=1429512618/**http:/www.sozai.rdy.jp/shirokuro/05/haru1/sozai/05.jpg
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ピアカン 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４月２５日、はぐくみセンターにて、英国式リフレクソロジーの先生をお招きして「こころとからだのリラ

クゼーション」のの講座を開いていただきました。 

先生から「私たち大人の世界は、日常生活のコミュニケーションは言語中心。でも小さい頃は『からだ

に触れるコミュニケーション』がいっぱい生活にあふれていたはずです。今日は『からだに触れるコミュ

ニケーション』から『リラクゼーション』を体験していただく時間にしたいと思います。『相手の声』を、時に

は『自分の声』を聴きながらからだに触れてみましょう。こころ静かに、耳を澄ませばいろんな声が聴こ

えてくるかもしれません」と今日のテーマについてお話がありました。 

脳波にはα波とβ波があり、α波は右脳が働き想像力やインスピレーションの本能的な能力に影響し

小学生頃まではα波が優位だそうです。大人はβ波優位で、私たちは記憶・計算・論理的思考等左脳が

働いている場面が多く、そのため脳が疲れるそうです。1/fのゆらぎ=ヒーリング音楽=自然の中ある波・

風・心臓の音や小鳥のさえずりを聴くことによって右脳のα波をうみリラックスできるとのことでした。 

また、アロマテラピーのお話もあり、好きな精油（生活の木等安心できる店で売っている）をお風呂に

入れて楽しんだり足湯に入れて使うこともリラックスできるとのことでした。 

実際、ヒーリング音楽を流していただき、デュヒューザーでラベンダーのアロマを焚いてもらいながら、

足のむくみに効くジュニパーというアロマオイルを使って、足のマッサージ法をデモンストレーションして

いただきました。 

その後、疲れた頭をリラックスさせる頭部マッサージも教えていただきました。 

 日頃、仕事や家族のことでパンパンに膨らんだこころとからだを、人の手で触ってもらいリラックスする

ことができ、心地よい時間を過ごすことができました。 

 ボランティアで快くリラクゼーションを教えていただいたH先生ありがとうございました。 

 先生から「また、機会があったら声をかけてください」と温かい言葉をいただき、こころがほっこりしまし

た。 

 素敵な出会いに感謝します（拝）                                        Ｋより 

 

 

 

＜ 参加者の声 ＞ 

春のピアカウンセリング特別企画 

 
～英国式 リフレクソロジーを体験してみました～ 
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（小学部 母） 

指使いや力加減が難しく、なかなか上手く出来ませんでしたが、先生が優しく丁寧に教えて下

さったので、和やかな雰囲気の中リラックスして受ける事が出来ました。子供にもマッサージ

をして、スキンシップをはかりたいと思います。 

 

（小学部 母） 

こころとからだのリラクゼーションについてのいろいろなお話と先生の実演、さらに自分たち

も実習体験することが出来て、リラックスのあまり、途中で寝そうになりました～。本当にリ

ラックスすることができ、すっきりとした前向きな気持ちで家路につきました。このような企

画をしていただいて、とても感謝しています～ありがとうございました！！ 

 

（アド部 母） 

先日の 4/25、奈良市はぐくみセンターにてピアカン企画「こころとからだのリラクゼーション」

に参加しました。 

以前から興味があり、とても楽しみにしていました。 

ヒーリング音楽が流れ、アロマの香り漂う空間、先生の穏やかの声・話し方で心地よく時間が

流れていきました。 

アロマオイルを使いフット・ヘッドとリラクゼーションを実践体験、マッサージの仕方や力加

減など難しかったのですが、 

相手を癒してあげたいという気持ちや人の肌のぬくもりが一番の癒し効果なんだと感じました。 

早速、アロマを購入し家でも挑戦したいです。 

今回、快く無償ボランティアで講師をしていただいたＨ先生、心よりお礼・感謝申し上げます。 

また是非とも先生に癒していただきたいです。 

そして、このような有意義な企画していただいたＫさん、本当にありがとうございました。 

次回も楽しみにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土曜会児童部 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuMFd8EEJVG00A1HCU3uV7/SIG=12bmablon/EXP=1430479356/**http:/livedoor.blogimg.jp/fumira/imgs/4/f/4fe33611.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuMF7TEEJVQyIA5kGU3uV7/SIG=11vhn08dg/EXP=1430479443/**http:/okome-ranking.net/img/relax_GABA.png
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 大盛況のフリーマーケット♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 毎年恒例のフリーマーケットを4月11日（土）に、福祉センターにて行いました。 

参加者は児童部の子供達とその家族です。今年は青年部のお兄さんも一人参加して下さり、全部で 12

軒ものお店がオープンしました。 

とても賑やかで「わぁ！！商店街みたい！」と、胸を躍らすお子さんもいて、活気に溢れていました。 

 リサイクルの玩具や雑貨をはじめ、手作りのお菓子やあてもの、ゲーム等、趣向を凝らしバラエティ

ーにとんだブースが 沢山ありました。子供達は売る側買う側のそれぞれの役割を、目をキラキラさせな

がらこなしていました。あっという間に終了時間となり、すでに来年の出店に向けて目標を掲げる方も

いて、大人も子供も満喫出来たフリーマーケットでした。 

来年はまた一層グレードアップしそうです。 

 

〈 感 想 〉 
【中1女子】いろんなお店があって良かった。クッキーを作ってみんなが買ってくれて嬉しかった。 

【中 1 女子 親】子供がお店屋さんをした時に、お母さん方がのんびり待って頂いたおかげで、苦手な

お金の計算が出来て良かったです。今回をきっかけにして、もっと経験を積み重ねていけ

たら、と思いました。 

【小6男子】クッキーも買えて、お菓子すくいもできて楽しかった。 

【小 6 男子 親】皆さんいろいろ工夫をされていて感心しました。ゲームでビー玉が入ったら、お店の

好きな品物を一つ貰えるというもので、ゲットすることができて、母もはしゃいで大喜び。

また来年も親子で楽しみたいです。  

【小5男子】お菓子すくいが面白かった。 

【小 5 男子 親】子供は店番をほったらかして買い物に夢中でした。今年は参加者も多く、賑やかで楽

しいフリマでした。 

【小5男子】みんなに喜んでもらえて良かった。 

【小 5 男子 親】苦手なお金の計算で、普段なら逃げ出すところですが、店主らしく張り切って頑張っ

ていました。毎年良い経験をさせて頂いてます。 

【小 5 男子】準備の段階で、どうやったら皆さんに喜んでもらえるかと考えて楽しかった。色々考えた

ので、買いに来てもらって嬉しかった。お友達のお店も色々な商品があって嬉しかった。 

【小 5 男子 親】他のお母さん方の息子に対する声掛けや質問の仕方が、とても勉強になりました。自

分の用意した物や、お友達のお店の工夫等、すごく勉強になったようです。ありがとうご

ざいました。 

 

【小5女子】欲しい物が買えて嬉しかったし、楽しかった。 

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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【小 5 女子 親】子供達が毎回楽しいそうなのが微笑ましいです。くじ、ゲーム、手作りアクセサリー

があったり、お店の工夫が楽しいです。 

【小4男子】大当たりが出て良かった。 

【小 4 男子 親】企画から一人で考えて、要るものを用意して当日に備えました。それでも忘れ物があ

りましたが、よく頑張ったと思います。 

【小4女子】欲しい物がいっぱい買えてとても嬉しかった。 

【小 4 女子 親】新学期のストレスから家では荒れ気味でしたが、フリマに参加して楽しんだことで、

ストレス解消になったようです。ありがとうございます。 

【小2男子】「いらっしゃいませ!」というのが楽しかった。 

【小 2 男子 親】実際のお金を使って物を売るのは初めての経験だったので、どうなることかと思いま

したが、店員さんらしく元気に売り込んでいたのが驚きでした。 

【小1男子】妖怪ウォッチのメダル（買えて）良かった。 

【小 1 男子 親】本物のお金で買い物が出来て、自分の好みの物が買えて満足のようでした。お菓子の

売れ行きが良かったので、来年はもっと種類を増やそうと思いました。 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 ｌ 

 

  

  

 

 

 

 

 

土曜会青年部 
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                       春のレクレーション 
                 ボーリング＆カラオケ 

 

 

 

3月２８日（土）12時に新大宮駅に集合し、ラウンドワン奈良店にてボーリング、ジャンカラ新大宮店に

てカラオケをしました。 

Ｋ君と大庭先生が改札口付近で立っていると、外国から来た女性が英語で話しかけてきて、オロオロ

するＫ君。大庭先生が道案内してくださり、自分のわかる英語で身振り手振りでコミュニケーションを取

り伝えていくことの大事さを教わりました。何事も経験は大事ですね。 

今回は小学校を卒業した女の子Ｔさんが初参加。集合場所に自分で電車に乗り、集合時間の５分前

には到着。Ｓ君も来て、いざラウンドワンへ。 

到着し、靴をぞれぞれがマイペースに履きます。一人が履き終えたかと思うと、おもむろに履きだ

す・・・。一緒にささっと履けばいいのにな～と思いつつ、見守る母。 

その後、Ｔさん、Ｋ君、Ｓ君、大庭先生で１レーン、母ふたり１レーンでボーリングを開始しました。 

ガーターが続くＴさんは、イライラすることもなく投げ、時々、先生や母二人からアドバイスを受け、ピン

を倒し、Ｋ君、Ｓ君の二人は黙々と自分の番がきたら投げ、その結果に一喜一憂。うまくいかないとボー

ルをやたら磨き上げてみたり、違うボールに替えてみたりもしています。 

結局３ゲームトータル大庭先生が圧勝という結果になりました。若い三人は惨敗、なんという結

果！！そして、母２人は１ゲームのみで燦燦たる結果・・・報告するまでもありません。 

その後、母二人は帰宅し、大庭先生と３人はカラオケで 2時間過ごしました。 

アニメソング、映画の主題歌など、思い思いに歌い、手拍子をするなんてこともなく、歌う終えても拍

手もなし。どこまでもマイペースな、心地よい空間です。 

この四月から中学生、大学生になる彼ら。今後の活動の仕方や内容をまた次回の土曜会で話し合

い、土曜会活動に引き続き参加していく予定です。 
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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 

1月21日 パンジー通信印刷（はぐくみセンター） 

2月  2日 新年会（シャルティエ  グランドサンピア奈良：当番 小学部） 

2月15日 全国ＬＤ親の会 評議委員会（東京） 

3月15日 近畿ブロック会議（大阪ドーンセンター） 

3月20日 木下大サーカス観覧会：小学部 (県招待) 

4月12日 新旧役員会（あすなら苑） 

 

今 後 の 予 定  

5月20日 パンジー通信・総会資料印刷（はぐくみセンター） 

           県発達障害者支援体制整備検討委員会（奈良県庁） 

 5月24日 総会・地域別懇談会（あすなら苑） 

 5月16日 全国ＬＤ親の会第8回総会・研修会に関わる準備会（大阪ドーンセンター） 

     プロ野球観戦（予定日 5/31.8/2 予備日9/27） 

6月13日 全国ＬＤ親の会第8回総会・研修会・懇親会（大阪ドーンセンター） 

 6月13日 全国ＬＤ親の会青年の交流会・懇親会（大阪ドーンセンター・ハルカス・通天閣周辺） 

6月14日 全国ＬＤ親の会公開フォーラム（追手前学院 大阪城スクエア 大手前ホール） 

 7月26日 近畿ブロック会議（神戸市青少年会館又は大阪ドーンセンター） 

9月6日  第1回運営会議（あすなら苑） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

《 中 高 部 》 

活 動 報 告 

４月１２日新旧役員会 

        

今 後 の 予 定  

５月２４日 総会（あすなろ苑） 

 《 アドパン部 》 

活 動 報 告 

３月１日 アド部会（あすなら苑） 

今 後 の 予 定 

５月２４日 総会（あすなら苑） 

 

 

 

《 ピアカン 》 

活 動 報 告 

４月２５日 ピアカウンセリング＆リラクゼーション（はぐく

みセンターにて） 

今  後  の  予  定  

夏休み中（未定） 作業療法士の先生と親子で身体を

動かそう（ピアカウンセリング企画） 

（奈良北部予定） 

 

 

《 小 学 部 》 

活 動 報 告 

２月 ２日 パンジー新年会 

３月 ７日 ボーリング（レクリエーション） 

４月１２日 新旧役員会 

今 後 の 予 定  

５月２４日 総会（あすなら苑） 
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土曜会各部 

成 

人 

部 

青

年

部

 

パパボラを募集しています!! 
 

活 動 報 告 

2月14日 土曜会活動／県営福祉パーク 

3月7日 土曜会活動／県営福祉パーク 

3月28日 春レク ボーリング・カラオケ（新大宮） 

4月11日 児童部フリーマーケット参加/福祉センター 

 

今 後 の 予 定 

5月 9日 土曜会活動 ／県営福祉パーク 

6月 8日 土曜会活動／県営福祉パーク 

7月13日 土曜会活動／県営福祉パーク 

9月10日 土曜会活動／県営福祉パーク 

 

活 動 報 告 

２月１４日  大和高田 金の豚 １４名 

       高校３年生２人が初参加。 

       宮嵜君も九州から帰ってきて 

       大いに盛り上がりました。 

 

今 後 の 予 定 

次回は、５月１６日（土）大和西大寺ミュンヘン 

    ５月３１日（日） オリックス×広島 

            成人部も参加予定。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児

童

部 

活 動 報 告 

2月14日 土曜会活動／県営福祉パーク 

3月 7日 土曜会活動／県営福祉パーク 

4月11日 フリーマーケット／福祉センター 

  

今 後 の 予 定 

5月 9日 土曜会活動 ／県営福祉パーク 

6月 8日 土曜会活動／県営福祉パーク 

7月13日 土曜会活動／県営福祉パーク 

9月10日 土曜会活動／県営福祉パーク 

４月は児童部のフリーマーケ

ットに参加。野球カードがな

かなか売れず、一束２００円

を１００円、５０円にと値下

げして、ようやく完売。ほっ

とするＫ君です。 

 

毎回、活動に興味を持ち見学の

方が来て下さっています。親御

さんはもちろん、特別支援の勉

強をされている大学生も見学に

来られています。 


