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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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皆さま、こんにちは。パンジー代表の入船です。 

  

今年も総会の季節となりました。パンジーの会員数は現在４０名となり、本人会員６名 

と合わせて４６名となっています。パンジーの会のような親の会の存在は、孤独になりが

ちな障害者の親御さんにとって、とても大切であります。 

また、行政、教育機関も充実してきたとはいえ、まだまだ当事者、親への配慮が足りない

部分があり、その修正を求めていくことが出来るのも、親の会の力と思います。 

今年は、パンジーの会を広く知ってもらい、新会員さんを多く迎える活動として、作業療

法士の方を迎え、「発達障がい児の日常生活のサポート方法」の講演会を予定しています。 

今年度も、皆さまと一緒にパンジーの会を広く知ってもらい拡大させていきましょう。 

 

皆さま、平成３０年を健やかにお迎えのこと思います。 

本年もよろしくお願いいたします。パンジー代表の入船です。 

  

今年は、やはり「会員の皆様の活発な交流」を目指して活動してまいりたいと思います。 

私事ですが、６２歳を過ぎても未だに会社事業に関わっており、名古屋単身も５年目とな

ります。何とかこなしていますのも、家に帰ってきたら「純朴な青年」と「家を支えてい

http://www.pansy-nara.net/
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近畿ブロック会議報告 
 

日時：２０１８年３月１１日（日）１３時～１６時３０分  場所：岡山市 きらめきプラザ 小会議室７０２ 

当番会：はあとりんく  

出席：正会員 あおぞら、明日葉、おたふく会、たつの子、トムソーヤ、パンジー、ほっぷ、ｓｋｙ、理事長（井上）、評議員

（小倉、齊藤）・・・敬称略   出席者 22人   欠席：翼、らっきょうの花 

 

【議題】 

Ⅰ．第25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11回総会 

 ・日時：2018年6月23日(土)13：00～14：15(12：30受付開始) 

 ・場所：愛知県産業労働センター ウインクあいち ５F 小ホール2 

②2017年度会員状況 

③会計状況 

④2018年度役員体制について→理事・監事…非改選 

⑤定款変更（資料2） 

 ・総会時の新旧役員の混乱を避けスムーズな会の運営の為「短縮規定を設ける」 

 ・第11回総会での議案として提案し、決議する 

⑥2018年度会費請求について…４月１７日(火)事務局から各会へ請求書を発送→支払期限５月末 

⑦2018年度会員名簿更新について（資料3）…５月末までに評議員が取りまとめて事務局に報告 

⑧2018年度構成調査提出手続について（資料4）…変更点→就労継続支援Ａ型とＢ型を分けた 

⑨法務局登記申請 

⑩法人税納付 

⑪東京都への事業報告書提出 

⑫事務所賃貸借契約更新 

⑬第12回総会・公開フォーラム開催地について 

 

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 

①一般社団法人日本LD学会第26回大会 

②一般社団法人日本LD学会第27回大会 

 ・日時：２０１８年１１月２３日(金・祝)～２５日(日) 会場：新潟コンベンションセンター 朱鷺メッセ 

③LD等発達障害のある高校生の実態調査（資料5,6,7） 

 ・２０１８年４月内容確定→各会にアンケート配布→７月末締切予定（早まる可能性あり）→１１月LD学会で報告 

（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」…発行形式：データ配信を検討中 

②第17回公開フォーラム（資料8） 日時：2018年6月24日（日）10：00～16：30（開場9：30） 場所：上記総会と同様 

③特別支援教育支援員養成事業 

 ・２０１８年８月～（調整中） ・ドーンセンター エルおおさか（予定） 

 ・２０１８年８月４日（土）５日（日） ・Rise Ville 都賀山（予定） 

④発達障害児のためのサポートツール事業 

⑤全国ＨＰ 

⑥全国リーフレット…内容が古くなっているので加筆したものを挟んで対応（残数1500部の為） 

⑦講演依頼 
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⑧理解啓発冊子販売事業（収益事業） 

⑨その他 

(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 

②２０１８年度 研修会 

 ・２０１８年６月２３日（土）１４:３０～１６:３０ テーマ：「親亡き後について（仮題）」 場所：上記総会と同様  

③２０１８年度 青年の交流会(担当：かたつむり) 

 ・２０１８年６月２３日（土） １２時受付開始 案：名古屋城（改修中）、栄テレビ塔周辺散策 

 ・懇親会：１８:００～ 

(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31年度予算要望作成（資料9,10） 

②文部科学省関連 

③厚生労働省関連…評議員（齊藤）から送信の『近畿ブロック会議資料』→『21.児童発達支援ガイドラインpdf』 

→別添・別紙１「事業所職員向け・児童発達自己評価表」…事業所が気を付けなければいけない事が書いてある 

④ＪＤＤｎｅｔ関連（資料11）…国からお金が下りている事業で何がなされているのか注意深く見ていく事が必要 

⑤日本障害者協議会 

⑥全国特別支援教育推進連盟 

Ⅱ．近畿ブロック研修会 

① 2017年度近畿ブロック研修会 

日時：2017年11月12日 講師：鹿野 佐代子先生 テーマ：親亡き後の金銭管理 

場所：ドーンセンター大会議室/参加者数：62名 

② 2018年度近畿ブロック研修会 

 テーマ：意見あれば５月末までに評議員(小倉・齊藤)井上理事までメール連絡(都合悪い日もあれば連絡) 

 場所：神戸 担当会：たつの子 

Ⅲ．2018年度近畿ブロック青年のつどい 

 担当会：トムソーヤ 案：秋くらいに「琵琶湖博物館」を検討中。他に案があれば次回近畿ブロック会議で。 

 （2017年度全国神戸 2016年度京都 2015年度全国大阪 2014年度奈良 2013年度神戸 2012年度滋賀 2011年

度京都） 

Ⅳ．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・会議当番会確認 

 H３０年度評議員(らっきょうの花・齊藤、明日葉・山口)  

会計(パンジー、H31・32らっきょうの花、H33・34あおぞら、H35・36はあとりんく) 

Ⅴ．その他 

・各会の活動報告（資料12） 

・次回近畿ブロック会議   日時：７月１５日(日) 午後 場所：大阪ドーンセンター 中会議室２ 当番：おたふく会 

 

＜配布資料＞ 

1. 第25回NPO法人全国LD親の会評議員会議事録 

2. 平成28年改正法に関するQ&A 

3. 2018年度会員名簿更新簿フォーマット 

4. 2018年度会員の子どもの構成調査票 

5. 高等学校についてのアンケート（保護者用質問用紙）案 

6. 高校生アンケート（本人用質問用紙）案 

7. 高校卒業生アンケート（本人用質問用紙）案 

8. 第17回公開フォーラムちらし（案） 

9. 平成30年度予算要望書 文部科学省 

10. 平成30年度予算要望書 厚生労働省 

11. JDDnet第13回年次大会資料 モデル事業部分 

12. 各会活動報告 
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パンジーの会 

 

         マッケンジーソープ絵画展 

             ワークショップに参加しました！   

 

 

マッケンジーソープ絵画展が２月２４日（土）から２６日(月)までの３日間、郡山イオン２

階イオンホールで開催され、２４日（土）に行われるワークショップに招待をしていただきま

した。当会からは小中学生１０名が参加し、欠席者もあり、急遽、付き添いの兄弟２名も参加

することとなりました。 

マッケンジーソープさんは、読み書きに困難のある発達障害のひとつディスレクシアで苦労

しながらも世界的に芸術家として成功し、チャリティー活動や芸実振興活動を行われていま

す。 

ソープさんは、外国から 15時間かけて日本へ来たことや東京から2時間かけて大阪へ、さ

らに奈良までみんなに会いに来ました、と挨拶されました。そして、こどもたちに１５分の間

に、紙に自分の思う花を一生懸命、最後まで諦めないで描き続けて下さいとお話しされまし

た。親には、ここにいる子たちはみんな出来る子たち、やれる子たちです。まず両親は一切手

出ししないように、児童の後ろ側で座って見ておくように、とお話しされました。 

 最初何をしていいのか分からないのか手を止めていた子も、しばらくして自発的に絵を描き

始め、「もっと描いて！」「素晴らしい、ファンタスティック！」とソープさんに励まされた

り褒められたりし、どの子も非常に集中していて、終了時間ギリギリまで描き続けていまし

た。 

途中、ソープさんから両親へ「ご覧ください。わずか５分の簡単な説明で子供たちはこんなに

集中して絵を描いている。この子たちはやるべきことを理解して出来る子たちなんです。」と

お話しされました。 

 描き終わり、数名の絵を取り上げながら、「芸術家にとって白い画用紙は、ひとたび絵が描

かれると自分自身の宇宙になる、また、大きい花を描く子がいれば、小さな花を描く子もい

る。それはそれぞれの子の内面に持つ世界を表現している。私自身読み書きが出来ない事で苦

しんだが、どんな時でも、とにかく絵を描いた。描くのを止めなかった。結果として博士号を

取得することができた。」とお話しされていました。 

最後にソープさんを交え、全員で集合写真を撮り終了しました。どのこどもも生き生きとし

た表情で絵を持ち帰っていました。 

 

 

 

 

 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1523342141/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaWxsdXN0LXBvY2tldC5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTYvMDgvMTQ5My01MDB4Mzc1LmpwZw--/RS=^ADB3IaOn4kOYaseKFBpeTwMo90DHU4-;_ylt=A2RivcK9CctammoArgGU3uV7
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＜参加者の感想＞ 

～こどもたち～ 

○中学１年男子 

絵の描き方を英語で教わって楽しかった。。 

 

○小学２年生男子 

絵を描くのが楽しかったし、話が面白かった。 

 

○小学６年生女子 

ソープさんに教えてもらって絵を描くことがもっと 

好きになりました。  

 

○中学生男子 

楽しかった。 

 

～保護者～ 

○うちの子（４年生男児）はお借りしたDVDを拝見した時に、まん丸顔の絵を「かわいい〜」と気に入っ

ていました。なので今回本当の絵を見て、ソープさんにもお会いできてとても嬉しそうでした。家に帰って

からも頂いたポストカードを見て「かわいかった〜」と何度も言ってます。 

 

○ソープさんのように世界で活躍されている方を見ると、日本ではまだまだ取り組みが遅れているなあ

と感じました。 

 

○今日私が1番感じた事は、親がやる子供の出来事を信じてあげたら(ソープさんのように肯定的に)

幸せなのかなぁっということです。参加出来てよかったです。 

 

○やれば出来るんだという子どもたちへのメッセージが、とても印象に残っています。 

マッケンジーソープ氏のお話を聞いて、出来ない事で思い悩むより、出来る事を伸ばしていけば、世界

は広がるんだ、という想いが強まりました。 

 

○楽しそうに絵を描いている姿が印象的で、参加できてとっても良かったです。 

 

○自分の好きな事をずっと続けるとよい(ソープさんのようになれなくても)という言葉が、励みになりまし

た。 

 

○ワークショップの様子をずっと拝見していましたが、親の私でもワクワクするようなワークショップで、 

一緒に参加して絵を描きたくなりました。 

めったにない貴重な経験をさせていただきました。ありがとうございました。 

 

○気分の高まりを鎮めるために、お話しの前にはひとりの時間を作られる姿を見させていただき、自分

自身のコントロールを上手にされ、また、いろんな方に自身で伝え、協力を求められる姿に、私のこども

にも、なによりこういった力を身に付けさせていかなくてはならない、と、改めて感じました。 
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アド部 

 

アド部活動報告  
 

 

１．役員を中心に 新年会  

１月２７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 8名とお子さん1名、アド部より 7名が参加しました。 

お互い顔合わせが初めての方も多く、まずはじめ順番に自己紹介と近況報告をした後、おし
ゃべり会を実施しました。 
美味しい食事をいただきながら、若いお母さんは、同年代のお母さん方と近況報告と悩みを

話しあい、また、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
られました。また、年配のお母さんは、今後こどもの就労に向けてどのように進めていくべき
か、成功体験のあるお母さんから、興味深く聞いておられ、日々の生活に前向きになるための
アドバイス、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、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 2時間はあっ

という間でした。 

＜参加者の感想＞ 

○私のテーブルは、高１、中３、中１（２名）、小４、小２の６名のお母さん達でした。 

高校受験の話しや、高１男子のアルバイトの話で、夏休みにぷろぼのに３日間通って、アルバ

イトの仕事の訓練を受け、その後、近所のスーパーでレジ等の仕事をしているとのことでし

た。バイト先には事前にお母さんからお子さんの特性を伝えた上で採用されたそうです。 

 

○社会人まで成長されているお子さんの話は、わが子の数年後の姿のように思い話を聞きまし

た。考えさせられたり、貴重な情報も知りよかったです。別の機会でも、もっと話が聞きたい

と思っています。よろしくお願いします。 

 

○普段の活動では話をする機会がなかなかないので、ゆっくりお話しできたのが良かったで

す。また先輩お母さんから、お子さんのアルバイトのお話など社会に出る準備としてのヒント

を聞くことができました。ありがとうございました。 

 

○新年会に参加するのは初めてで少し緊張しましたが、 

和気あいあいとした雰囲気で楽しくお食事をする事が 

出来ました。普段お会いする事が出来ないアド部の方 

から就労やアルバイト、高校入試のお話を聞く事が出 

来て子供の将来について改めて考えるところがありま 

した。 
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２．アド部懇談会 

１月２４日の通信印刷後に、今後のアド部活動等について懇談しました。 

今年度は見学会ができなかったため、来年度は施設見学の実施することや、Ｍさんから、奈

良市内の実家を開放して、何か活動に役立てたい、また計画中とのお話しもありました。 

参考として親なき後の子供がお金で困らないための 5つのポイントを紹介します。 

①  住む場所を用意する。 

② 定期的にお金が入る仕組みを用意する。 

③ そのお金が子供の生活に使われる仕組みを用意する。 

④ 病気に対する対策をしておく。 

⑤ 困ったときに頼れる箇所を確保しておくなど。 

 

 

３．新入会員さんとランチ会 

 

３月２４日（土）に畝傍の社会福祉法人橿原市手をつなぐ育成会が運営されている「まぁぶ

る」にて、アド部主催ランチ会を開催しました。 

新入会員の親１名、小学生の親１名、中学生の親１名、アド部６名の９名の参加者があり、 

おいしい食事をとりながら、近況報告や悩みの相談など、閉店時間まで語り合いました。 

 学校などに通うこどものことを詳しく知りたいけれどどうしたらいいだろう、バイクの免許

を取得したくて教習所も通っている息子が心配、大学４年生の息子は就活する様子が無くて大

学院にと思っているようだけれど、などのさまざまな悩みに、先輩お母さんがアドバイスして

くださって、大変有意義な時間となりました。 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1523349325/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGxwb3AuY29tL2ltZ19pbGx1c3QvZmxvd2VyL2ZzcHJpbmcwM19tMTgucG5n/RS=^ADBZyaRCLDXO3_WrFa1TRuNBh.6qAU-;_ylt=A2RinFzMJcta7FYAcS.U3uV7


 

パンジー通信 49号 2018.5 

 8 

土曜会児童部 

 

                     いらっしゃいませ！ 

                     フリーマーケット！ 
                       

 

４月１４日（土）福祉センター体育館にて土曜会児童部フリーマーケットを開催しました。 
何日も前からゲームを考えて作ったり、お菓子を家の人と作ったり、いらなくなったおもち

ゃを選んで、ひとついくらにするかを考えて値札を作ったりして、今日の日を迎えています。 
体育館の床に寝転びながら値段をつけたり、買ったものを置き忘れたり、やり方を試しにや

って見せて何が当たるかお客さんにバレてしまったりと、子どもたち一人一人の個性があふれ
ていました。 
売り買いしているうちに、お金のやりとりや言葉のやりとりがうまくなっていき、楽しさの

中からソーシャルスキルトレーニング。楽しい仲間とその保護者の方々に囲まれて楽しい一時
を過ごしました。 

＜ 参加者の感想 ＞ 
◎小４男子親 
昨年に比べ店子として大きな声で「いらっしゃいませ！」と言えて、お金の計算もして、積
極的に接客ができていました。家でもお菓子作りをしていると「ママお菓子用意してくれて
ありがとう❤」と感謝の言葉を言ってくれて本当に成長を感じました！ 
 

◎小5男子親 
ちょっと思春期突入で、会話をするのが面倒な様子が見られましたが、楽しかったようです
今のメンバーが本当に仲良くなったなぁ、仲良いと感じられるのは相手の事を考えて行動が
できていると思いますし、皆の成長に感動しました。本当に有難うございました！ 
 

◎小５男子親 
家族で参加させて頂きました。店の看板に自分で考えた宣伝を書き込む等、自分で考える力
もついてきたなあと感じた一面でした。店番は兄妹で言い合いをしながらも（笑）役割分担
できていたので、良い経験だなぁと思いました。 
 

◎中1女子 
お釣りに何を出したらいいかとか勉強になりました。 

 
◎中1男子親 
事前準備は本人がやりました。値段の設定は「いくら 
やったら買ってくれるかな〜」と試行錯誤していまし 
た。相手の事を考える良いトレーニングだな、といつ 
も思います。 
 
◎中1女子親 
去年から親がお膳立てせずに本人に任せていました。 
弟が楽しみで色々準備しているのに対し、本人は弟の 
用意したものに便乗している感じでした。また来年は 
もっと楽しめるような成長を期待するばかりです。 
最後に本人が喜ぶ商品(ＣＤ)を提供いただき感謝です。 
 

 

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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土曜会青年部 

 

 

          春の新入生歓迎を兼ねたイベント 

 
 

 

１. 時間 

１０：００         近鉄高の原駅集合 

１０：１０～１２：５５   自由行動 

１１：２０～１３：４５   映画鑑賞（女子のみ） 

１３：００～１３：３０   昼食（男子のみ） 

１３：５５～１４：２５   昼食（女子＋保護者１名） 

１３：３５～１５：２５   自由行動時間 

１５：３０～        解散（女子は別行動） 

 

２.詳細 

３月２１日（水）高の原イオンにて、春の新入生歓迎を兼ねたイベントを開催しました。 

土曜会青年部６人、新入生１人が参加し、映画鑑賞（女子のみ）、昼食をみんなで福祉食べ

る、ショッピング、ゲームコーナーで遊ぶといった時間を過ごすなど店内を満喫。子どもた

ちはとても楽しい時間を過ごし、参加者全員の交流も深めました。 

                      

                     （報告：同行者 土曜会成人部 大学４年生男子） 

 

＜ 参加者の感想 ＞ 

 

○中学生男子親 

昼食でカツ丼を頼んだらしいのですが、間違えてミニサイズを注文し 

てしまい、お腹が空いたとか… 

追加料金を払って通常サイズへの変更や、別の物を追加して食べる等、 

いろんな方法があることを伝えました。 

こういう失敗も経験の一つ。 

親子一緒だと、つい口出しをして失敗することがないですよね。 

このような機会をありがとうございました。 

 

○中学生男子親 

疲れた様子で帰ってきましたが、楽しかったと話していました。      

本人は目的がはっきりしている方が遊びやすいみたいですが、たまにはこんな風に友達と過ご

すのも、良い経験になったと思います。 

 

○中学生女子 

電車の行き方の方法を調べたり。帰り方を勉強出来てよかったです。 

イオンは、楽しかったです。 



 

パンジー通信 49号 2018.5 

 10 

○中学生男子親 

定期的に友達とは遊んでいますが外出は家族と出かける程度でしたので、今回参加させて貰え

て有難かったです。精神面より体力の方でバテバテで帰宅して三時間爆睡していました。人が

多い場所に出かけてられたのも、調子が良くなったことと、皆さんへの信頼あってこそだと思

います。 

本当に有難うございました。 

 
○中学生親 

今回は、行きは最寄り駅まで送りましたが、帰りはひとりで自宅まで帰って来ることができ、

また少し成長がみられ、嬉しく思いました。 

特に欲しいものもなく、昼食以外にはお金を使うことはなかったようですが、友だちがゲーム

しているところを見ているだけでも楽しめたようです。 

家族以外で、友達とショッピングモールで過ごせたこと、良い経験になったと思います。 

 

○大学４年生男子（報告者） 

反省点は、昼食と映画館以外、青年部の子ども達と一緒に過ごせず、一人で過ごす時間がほと

んどであったため、子ども達が何をしているかが把握出来なかったので、今後に生かしたい。 

自由な時間を過ごすことをはき違えていた私の過ちである。 

ただ、帰宅中に子供たちの面倒をみれたのは良かったと思う。 
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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２７日 新年会（採食酒器たち花／大和八木） 

   ２月２４～２５日 マッケンジーソープ絵画展（郡山イオン イオンホール） 

３月１１日 近畿ブロック会議（岡山きらめきプラザ） 

   ３月１８日 役員会議（あすなら苑） 

   ４月２１日 新旧役員会議（あすなら苑） 

５月１４日 パンジー通信・総会資料印刷・発行（はぐくみセンター） 

 

今 後 の 予 定  

   ５月２７日 パンジー総会・地域別交流会（あすなら苑） 

   ６月２３日 全国ＬＤ親の会総会（ウインクあいち） 

     〃   青年の交流会（名古屋城と栄見学） 

   ６月２４日 公開フォーラム（ウインクあいち） 

   ７月１５日 近畿ブロック会議（大阪ドーンセンター） 

   ７月２２日 役員会議（あすなら苑） 

   ９月 ９日 役員会議（あすなら苑） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 アド部 》 

活 動 報 告 

1月２４日 印刷後おしゃべり会 

1月２７日 新年会 

３月２４日 ランチ会 

今 後 の 予 定 

５月２７日 総会および地域別交流会 

６月 ランチ会 

７月 ぷろぼの見学会 

《 小 中 学 部 》 

活 動 報 告 

１月１６日 サロン川西 

１月２７日 新年会(懇親会） 

 ２月２０日 サロン川西 

 ３月１０日 春のレクレーション（ボーリング） 

 ３月２１日 サロン川西 

 ４月１７日 サロン川西 

今 後 の 予 定  

 夏のレクレーション（カラオケ等）  

《 ピアカン 》 

活 動 報 告 

１月２７日 新年会参加＆ピアカウンセリング 

２月２４日 マッケンジーソープ絵画展ワークショップ 

手伝い 

３月２４日 成人部ランチ会参加＆ピアカウンセリング 

今 後 の 予 定 

    未  定 

 

４月にイオン黄色いレシート

キャンペーンの寄付金をいた

だきました。ご協力ありがと

うございます！引き続き、毎

月１１日はビック平群店に！ 

よろしくお願いいたします。 
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活 動 報 告 

２月１７日 西大寺 ミュンヘン 

幹事はＩ君で１１名参加しました。 

洋食屋さんの、若者向きなガッツリした料理 

トンテキ、ハンバーグ、から揚げ、ソーセージ 

スパゲッティなど大満足な食事でした。 

今回も大和中央高校の先生も参加され、「どうしたら 

給料が上がるの？」など話題が出ました。 

 

今 後 の 予 定 

５月１９日（土）開催いたします。 

大和八木駅に１８時集合。 

鳥貴族で食べ放題、飲み放題の予定です。 

各活動は、随時、フェイスブックに

て公開しています。ご覧いただきま

したらぜひ、いいね！をお願いしま

す。 

 

 

 

 

 

土曜会は、特別支援教育士ＳＶの大庭譲治先生が共に活動するソーシャルスキルトレーニング（ＳＳＴ）学

習の場です。土曜会活動は、小学生の児童部、中高生の青年部、１８歳以上の成人部の３つの部に分かれて活

動しています。 

  

活 動 報 告 

       ２月１０日 土曜会活動／福祉パーク 

   ３月１０日 土曜会活動／福祉パーク 

   ４月１４日 土曜会活動／福祉センター(フリーマーケット) 

 

今 後 の 予 定 

  ５月１２日 土曜会活動／福祉センター 

  ６月 ９日 土曜会活動／福祉パーク 

  ７月１４日 土曜会活動／福祉センター 

  ８月１１日 夏のデイキャンプ（のどか村・三郷町ｳｫー ﾀー ﾊ゚ ｸー） 

 

 

 

 

活 動 報 告 

２月 １０日 土曜会活動／福祉パーク 

３月 １０日 土曜会活動／福祉パーク 

３月 ２１日 春のリクリエーション（高の原イオン） 

４月  ８日 土曜会活動／福祉センター 

 

今 後 の 予 定 

   ５月１２日 土曜会活動／福祉センター 

  ６月 ９日 土曜会活動／福祉パーク 

  ７月１４日 土曜会活動／福祉センター 

  ８月１１日 夏のデイキャンプ（のどか村・三郷町ｳｫー ﾀー ﾊ゚ ｸー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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