
No. 分　類 団　　体　　名 事　　業　　名 事　業　概　要

1 健康・福祉 香芝市身体障害者福祉協会 障がい者社会参加、交流事業

　私たち障がい者は様々な障がいにより、バス、電車などの公共交通機関や自家用車で外出したいと思ったと
き、歩行が困難であったり、介添えがなければ外出できず、これらの交通機関を使って気軽に出かけることが
難しい状況があります。
　市内の障がい者への外出の機会を提供することにより、障がい者の社会参加と交流を促進し、障がいの有
無に関わらず、市民一人ひとりが生きがいと安心を持って生活できる地域社会づくりのために、以下の『障がい
者社会参加、交流事業』を実施します。

１　社会参加事業
　障がい者の社会参加と交流を目的に、社会見学を実施する。車いすを利用する障がい者のために、リフト付
きバスを使用し、また聴覚障害者のための手話通訳者を設置し障がい者が参加しやすい環境を確保する。
　行き先：和歌山方面予定
　実施日：平成２５年９月
　周知方法：身障協会通信（２５年８月発行）
　その他：リフト付きバス２台、手話通訳

２　歩こう会
　障がい者の健康づくりと交流を目的に、近郊地の公園等においての散策を実施する。
　行き先：奈良方面予定
　実施日：平成２５年１１月
　周知方法：身障協会通信（２５年８月発行）
　その他：マイクロバス２台

３　もちつき大会
　障がい者の社会参加と市民との交流を目的に、総合福祉センターロビーにて、もちつき大会を実施する。
　実施日：平成２６年２月
　周知方法：身障協会通信（２６年１月発行）

2 健康・福祉 香芝市手をつなぐ育成会
市内総ての障がい児者の発達・成長のための
環境を整える事業

対象：育成会会員を含む市内総ての障がい児と親、各関係機関

「子育て支援おせっかい活動（相互活動）」の推進
　はじめてこの子に出会った親の障害受容に寄り添い、孤育させない。親の養育力を、子の発達期に適したも
のとすることを目指します。世代を超えた子育て経験を共有する仕組みを構築し、子育て知識技能の蓄積と互
助活動の振興が進み、障がい児者を育てやすい地域社会つくりに貢献できると考えます。
　　　赤ちゃん～幼児期　　　すべて支援が必要な存在
　　　幼児期～学童期　　　　焦らず子どもの興味に合わせて
　　　小学高学年～中学生　やる気や自信のなさを家事参加で
　　　そして自立のために　　（自立式鉄塔の足の数を増やす）
　上記については、私たちが、傾聴、共感アドバイス等ができますが、近年、発達障がい児者の相談も多く、専
門的なアドバイスが必要と考え、専門的な講師・先生の講演等を、異なった角度から０歳～１８歳までをシリー
ズで聞きたいと思います。

平成２５年度　香芝市まちづくり提案活動支援事業　事業一覧
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3 健康・福祉 香芝市母子寡婦福祉会
一人親世帯生活応援事業～学習支援と支え合
い～

■総会・お楽しみ会
　子供連れで参加できる行事を企画することで、日頃より接点の少ない当事者や地域福祉関係者たちとの出
会いのきっかけをつくるよう、総会の後に交流会を実施する形にしている。交流会では、奈良交通お笑い演劇
同好会の劇を鑑賞し、昼食を食べた後、飛行機飛ばしと新聞ゲームを行う。

■潮干狩り
　６月９日（日）に開催する。みんなで和気あいあいと楽しみ、日頃の心配事なども相談できるよう、この事業を
開催する。また、民生委員やボランティアの参加を得て、つながりをつくることを目的としている。三重県御殿場
海岸までバスで行き、潮干狩りをする。雨天の場合は、県立琵琶湖博物館と京都西陣織会館に行く。

■夏休み習字教室・勉強応援会
　８月２４日の午前中、低学年の子は貯金箱を作り、高学年の子は習字を習う。午後は勉強会を開催し、夏休
みの宿題で分からない所などを見てもらう。教員や学生などの協力を得た中での開催となる。

■ぶどう狩り
　１０月に開催する。母子だけではなく、寡婦の方々にも楽しんでいただけることを考え、ぶどう狩りを開催する。
民生委員やボランティアの参加を得て、つながりをつくることを目的としている。三世代同居の少ない時代に年
配の方々と子どもの関わりの中で互いの温かみを感じることも目的としている。

■野外での料理教室
　野外で昼食とバームクーヘンを作る。料理教室を開催することで、家庭においても子どもたちが料理をできる
ようになり、家族としての役割を果たすことができるようになることを目的としている。

※昼食代・入場料は実費で負担する。

4 健康・福祉 香芝市レクリエーション協会 香芝市レクリエーション協会活動事業

　市民の余暇生活を開発し充実させるため、レクリエーションの普及振興を図り、市民の心身の健全な発達と
明るく豊かな生活の形成に資することを目的に活動している。
　１７団体、会員４２５名が毎週１回、主体的・独自性をもってレクリエーションの普及振興に活動している。

９月　ペタンク大会
　老若男女だれもが楽しめるペタンクを通して、参加者の親睦を図り、生涯スポーツの啓発を図る。

３月　クラブ体験入会デー
　一般市民に公開し、一緒に体を動かしクラブ体験をしていただき、入会を促す。

5 子育て・教育 あしび子ども会 キャンプ大会

　ハイツ内の公園で子ども会発足以来続いているキャンプ大会を行う。園児・小学生低学年が参加するため、
初めて親なしで外泊する子どもがいるため、市のキャンプ場ではなく、万が一途中で泊まりが無理になってもす
ぐ迎えに来てもらえるハイツ公園で行う。
　４班に分かれて行動し、夕食は班毎にメニューを決めて事前に必要な物・数量を検討させ、班毎に買い出しも
させる。各班毎に保護者が調理の指導を行い、出来栄えの審査も行う。
　夕食後、キャンプファイアーの代わりにグランドで野外映写会をして楽しむ。
　最近、簡単なテントがあるが、基本形の三角テントを使用して、設営の指導も行う。

6 子育て・教育 香芝市子ども会育成連絡協議会 市子連　体験バスツアー（ハーベストの丘）

　市子連加盟の会員から４０名、市内の一般小学生を対象に４０名、計８０名を募集し、本年度は大阪府堺市に
ある「ハーベストの丘」へ体験ツアーを実施する。
　ソーセージ作りを体験するとともに、野外での食事や団欒を通じて、参加者相互の親睦を図るとともに、動物
とのふれあいを通じ、自然や命の大切さを学んでもらう。
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7 子育て・教育 かしば女性会議
環境カルタ作成と市内小学校への配布（環境
教育の啓蒙）

　今回の事業は環境部会からの提案を取り上げ、小学校における生活に密着した環境教育を推進するため、
環境カルタの作成・配布を企画した。
　環境カルタを実際に作成し活用している事例に学ぶ学習会を数回実施。全会員からカルタの文言を募集。内
容的には「地球温暖化」「省資源」「ゴミ分別」「環境教育」など多岐にわたったが、特に「香芝市に特記した文
言」を取り入れ、環境学習を通して故郷愛の啓発に繋がることを期待している。
　決定した４５編を読み札とし、取り札は市内在住のイラストレーターに依頼。４５枚１組の子ども向けの環境カ
ルタの原案が完成した。
　体裁はA５版。１セット４５枚×２。回を重ねた使用に耐えるよう全カードにラミネート加工を施し、昨年度試作
品１０セットを完成した。
　市内１０小学校に配布し、実用に供するには最低５０セット。女性団体、生涯学習グループなど成人向けの環
境学習にも対応するには更に５０セットの必要を見込んでいるが、今回の事業では先ず５０セット作成の予定で
ある。

8 子育て・教育 瓦口子供会 陶芸体験事業

　７月下旬、公民館にもりも陶芸の森本先生にお越しいただき、会員の子ども達が貯金箱や土鈴などを製作す
る予定。
　参加費は無料。
　夏休みの楽しい思い出になればと思っています。

9 子育て・教育 子どもフェスティバル実行委員会
子どもフェスティバル事業
（行政提案型テーマ：多くの市民が集い、交流
するイベントの実施）

　市内の子ども達の交流を図り、様々な体験講座を催すことにより、生き生きとした子どもならではの感性が磨
かれ、心豊かな子ども達を育てることを目的とする。

（内容）
砂絵、スライム作り、あてもの・工作、紙細工・紙飛行機・どんぐりのこま作り、勾玉作り・組紐作り、軽スポーツ
体験コーナー、ダーツ・輪投げ・ボウリング・ガラガラ抽選、クラフト、釣り天狗、スタンプラリー、英語教室等

10 子育て・教育
日本ボーイスカウト奈良県連盟葛城
地区　香芝第１団

香芝スカウト祭

　香芝中学校のグラウンドを借用し、ボーイスカウト香芝第１団、第２団、ガールスカウト奈良第４６団合同でス
カウト活動を市民にアピールし、なおかつスカウト活動を通じて、青少年の健全育成を行っていることを理解し
てもらう。
　具体的な展開内容を以下に示す。
◎火起こし/テント生活体験コーナー展開
◎モンキーブリッジ体験コーナー展開
◎割りばし鉄砲・紙飛行機製作コーナー展開
◎ステージプログラム（外部団体）
　香芝天衝太鼓、香芝子ども楽鼓の会、PLW DANCE PLACE、香芝市立香芝中学校（吹奏楽部）
◎ステージプログラム（ボーイスカウト/ガールスカウト）
◎模擬店出店

11 子育て・教育 別所子供会 夏の集い

（目的）別所地区の子ども達に、ゲームを通して、ルールを守ってみんなで楽しく遊ぶきっかけ作りをする。手作
り体験を通して、素材や道具を用いて自分の力で作品に仕上げていく大変さや楽しさを味わう。
（実施場所）別所公民館
（参加費）子供会員はなし。子供会員以外は昼食代及び材料費・経費
（対象とする市民）別所子供会員及び別所に住む子供会員以外の子供（幼・小）
（実施体制）別所子供会役員
（市民への貢献内容）
・ミニ運動会（昔なつかしの遊び）
・昼食タイム（弁当手配）
・当てもの
・手作り体験（県子連事務局に依頼、対象は幼・小）
・業者による実演試食（こんぺい糖、又はポン菓子）
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12 子育て・教育 朗読劇グループ　遊夢 朗読劇公演

・朗読劇は朗読と演劇の中間に位置するものであり、朗読表現を中心として、いくらかの演劇的補助手段（音
響、美術など）を用いて、舞台化するものである。
・年２回（９月と３月）、香芝市ふたかみ文化センター小ホールにて定期公演を行っている。（午前・午後の２回公
演。無料だが整理券が必要）
・公演の案内は広報かしばお知らせ版に掲載する他、文化センター、図書館、中央公民館等に配布している。
・要望があれば、図書館主催の朗読を楽しむ催しや幼稚園・保育所等での出張公演を行う。
・朗読劇という手法を通じて、地域の人達との交流を深めるとともに、子ども達を物語の世界にいざない、健全
な発達・育成の一助となることを図っている。

13 産業・文化・連携
香芝市国際交流市民の会（グローバ
ル香芝）

国際理解事業、国際交流事業、外国人在住者
支援事業

１．国際理解セミナーは年に２回か３回、ふたかみ文化センターの会議室棟で開催、参加費は無料、市との共
催で、国際理解を深めるために実施。
２．国際料理教室は、留学生や外国人を講師に招き、外国の家庭料理等の作り方や文化・習慣等を教えてい
ただく。
３．スポーツ交流会は、大阪教育大学と白鳳女子短期大学の留学生と、グローバル香芝の会員、市民が、白鳳
女子短期大学の体育館等でスポーツやゲームをし、留学生と交流。
４．ホストファミリー交流会は市と共催、市総合福祉センターで集会後、留学生を自宅に招待し交流。
５．ふれあいフェスタは、バンブーダンスや英語ゲームを楽しんでもらい、世界のコーヒーで交流の場を提供。
６．日本文化を楽しむ集いは、ふたかみ文化センターで、大阪教育大学や白鳳女子短期大学の留学生に、お
茶・お琴・振袖や袴の着物を着て楽しんでもらい、俳句作りにチャレンジ。
７．広報かしばお知らせ版の英語・ひらがな、中国語、スペイン語訳版を、１月と８月を除く、年間１０ヶ月発行
し、市役所のホームページからもリンクし、市内に在住する外国人等の利用に供している。
８．日本語学習支援は、大阪教育大学と白鳳女子短期大学の留学生と、外国人在住者の日本語学習支援希
望者を対象に、会員が無償で教えている。
９．日本語勉強会は年に３回、留学生や市在住の外国人に日本語を教えるための知識を得るため開催。受講
テキスト費５００円。

14 産業・文化・連携
特定非営利法人　平和のための香芝
戦争展

平和のための香芝戦争展開催事業

　核兵器や戦争の惨禍、悲劇の現実を講演、遺品やパネル展示、映像を通じ市民とりわけ子ども達に知らせ、
平和の尊さを訴える。

１．平成２５年９月１４日（土）午前９時から午後５時
　　　　　　　　　９月１５日（日）午前９時から午後４時
　　遺品展示、パネル展示、ビデオ上映、紙芝居、体験談等
２．平成２５年９月１４日（土）
　　講演と映像「戦争で犠牲になるのは子どもたち　─アフガン・イラク・シリアの現状報告─」
３．平成２５年９月１５日（日）
　　合唱組曲「ぞうれっしゃがやってきた」発表会
　　「マリンバ」ミニコンサート
４．平成２５年８月６日（火）
　　被爆６８周年原爆被害者追悼のつどい
５．平成２５年９月１４日（土）
　　戦争遺跡「どんづる峯地下壕見学会」
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15 産業・文化・連携
二上山博物館友の会　ふたかみ史遊
会

ふたかみ邪馬台国シンポジウム１３事業

　邪馬台国、そして女王・卑弥呼、邪馬台国はどこか？
　日本古代史上最大の関心事です。二上山博物館と友の会「ふたかみ史遊会」では、発掘調査で得られた最
新の考古資料を通じて、邪馬台国が存続したと推定される２世紀後半～３世紀後半の大和と各地域との関係
を考えるシンポジウムを平成１３年度から１２回にわたって開催してきました。今年度は関東地域に焦点を当
て、各分野に精通した７名の考古学者によって、邪馬台国時代前後の関東と近畿について検討します。
【開催日】７月１４日（日）１３：００～１７：００、７月１５日（月）９：３０～１５：３０　※２日間開催
【会　場】ふたかみ文化センター１階・市民ホール
【定　員】先着３００名（事前申し込み不要）
【参加費】一人３５０円（２日間有効）　※友の会会員は無料。

16 産業・文化・連携 非営利活動法人　グリーンピープル 香芝検定ウォーク＆親子検定事業

　歴史を軸として広く現状を知り、分析し、他と比較してどうすればよりよくなるのかを多くの皆さんと考える手段
のひとつとして香芝検定を位置付けることができます。
　今年度は、本検定は行わず、フィールドワークとしての香芝検定ウォークと旭ヶ丘小学校において親子検定を
実施します。
　今後も香芝検定関連事業を通して、香芝の文化の一翼を担い、地域の活性化、発展に少しでも貢献できるよ
うに市民の手で香芝検定を育てていただきたいと思います。

17 産業・文化・連携 ふたかみ市民オペラ ふたかみ市民オペラ　第１８回公演

・演目はオペレッタ「ヴェネツィアの一夜」。
・場所はふたかみ文化センター市民ホール。
・チケット代は前売り券３，０００円、当日券３，５００円。
・広く市民の方にオペラに親しんでもらうことを目的とする。
・オペラは初めてという人にもわかりやすい日本語上演に、芝居や台詞の中に笑いも交えた親しみやすい舞台
を作り、衣装やバレエ、照明やエレクトーンとの共演等、本格的なオペラの舞台作りにも重きを置いている。
・舞台に使う大道具や小道具も含めて、団員の手作りをモットーにしている。
・公演に向けて、歌唱や演技、台詞等の練習を行う。
・公演時に団員のメッセージが書かれたパンフレットを配布。
・公演終了時にロビーで舞台衣装のまま来観者とふれあう。

18 産業・文化・連携 冬彩実行委員会
冬彩事業
（行政提案型テーマ：多くの市民が集い、交流
するイベントの実施）

①１２月中旬に市役所南側『今池親水公園』を会場（飲食ブースは市役所駐車場を一部使用）にロウソクを会
場歩道および斜面、公園内有効スペースに飾り付けます。（約５，０００個）
②会場内に舞台を設置し、ロウソクの"和"の雰囲気にマッチした楽曲の生演奏をし、幻想的な空間を更に盛り
上げます。（７～８組程度予定）
③プログラム終盤に今池内から打ち上げられるガーデン花火と和太鼓のコラボレーションを行い観客のみなら
ずスタッフの心も圧倒します。
④和紙玉・陶芸ランプシェード・サンドブラストガラス器・牛乳パック再利用器の作成教室を数回実施し、その作
品を当日に飾っていただくことにより市民参加を促進します。
⑤香芝市内で店舗を構える飲食業者を対象として『食ブース』を設置。　※冬彩オリジナルメニューも多数あり
⑥広報・ポスター・ホームページ・フェイスブックページ等を利用して『設置サポーター（実行委員メンバー扱い）』
と『点火サポーター（当日手伝い）』を募集し、共に創りあげる喜びをさまざまな方と共有します。　※名称は運営
上の都合により変更の可能性あり
⑦広報活動の一環として、他のイベントに積極的に参加し、告知および募金活動を行います。
⑧協賛企業および個人協賛を募り、事業費をカバーします。
⑨フォトコンテストを開催します。
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19 自然環境 香芝市すみれ会 地域女性団体活動事業

・環境学習（リサイクル）研修会
　牛乳パックを利用して作るモノづくり（ティッシュケース・めがねケース）
・地域交流学習会（健康ヨガ教室　二上地域）
　体の健康と地域交流活動を通して会員増を図る。
・スポーツ教室（ニュースポーツ・カローリング）
　試合形式で行い体力増進と仲間意識を高める。
・特別養護老人ホーム慰問（大和園白鳳）
　会員が踊りや歌・フラダンスなどを披露する。

20 自然環境 西真美花の会 花いっぱい活動事業

　心豊かで住みよく美しい街づくりの推進を図るため、西真美地区において、フラワーロード及び地域公園等に
おいて花の植栽等の緑化活動を続けており、また地元真美ヶ丘西小学校校庭内への花植え活動を児童ととも
に行う。

21 自然環境 真美ヶ丘花いっぱい推進の会 真美ヶ丘地区「花いっぱい運動」
　真美ヶ丘地区内の公道脇や会館地内、保育所、幼稚園、小中学校正門前に花を植え、住民のふれあいや和
みを育成していく。また、地区内の景観美化の向上を図る。

22 自然環境 レインボー女性学級 女性学級普及活動事業

・ホウ酸ダンゴ作り
　女性学級が地域での活動のPRを兼ねてホウ酸ダンゴ作りを実施し、公民館やふれあいサロンに参加してい
ただいた方に配布します。
・ふれあいサロン（尼寺地域）
　レインボー女性学級は尼寺地域を中心として活動していますので、公民館を借りて健康教室やエコ活動の推
進などを行い交流を深めます。
・みんなで健康体操
　地域の健康増進を講師を招いて実施します。（歪み矯正体操等）
・環境学習エコ製品（小物づくり）
　広告用紙を利用して小物入れを作り、ふれあいサロン開催時に配布します。
・管外学習（バス利用の方が経費削減）
　吉野の紙すきの里に体験学習に参加して、葉書等を作って、地域の一人暮らしの老人やふれあいサロンの
開催時に絵手紙などを配布予定（計画）。

=行政提案型事業


