
２０１４年度　事業報告書

２０１３年４月１日～２０１４年３月３１日まで

特定非営利活動法人　ならチャレンジド

１．事業の成果

県市町村、企業や地域の方々がご協力くださり、社会参加や職場実習の機会は増えてきました。

特別なことから普通の取り組みになってきました。心から御礼申し上げます。

ムジークフェスト、市町村民集会、夏祭り、アート展、きんてつ鉄道まつり、プロバスケット

「バンビシャス奈良」試合、奈良交通バス乗車体験、募金活動、地域のイベント等です。

また、職場実習においては、市町村幼稚園・保育園、病院の看護補助を重点的に取り組みました。

（株）三輪そうめん山本、斑鳩町立斑鳩幼稚園、ＪＡならけん・まほろばキッチン、県立医科大学

では、職場実習から就労へとつながりました。

生徒たちは体験を重ねるなかで確実に成長し、秘めた可能性を開花させています。また、事業所

の方々も一生懸命に取り組む生徒たちの姿から「素直な生徒さんですね」「仕事の基本を思い出さ

せてくれました」等と喜んでくださっています。

２．事業の実施に関する事項

　（１）特定非営利活動に係る事業



定款の

事業名

事業内容 実施

日時

実施

場所

従事者

の人数

受益対象者の範

囲及び人数

支出額

（千円）

社会参加事業 県市町村等行事へ

の参加等

年間 県内一円 ３人 特別支援学校生

徒多数

1,255

就労支援事業 職場実習

就労講習

年間 県内一円 ３人 特別支援学校生

徒多数

388

生活相談事業 生活相談 年間 県内一円 ２人 特別支援学校生

徒多数

0

障害者自立支援法に基

づく相談支援事業

実績なし 0

障害者自立支援法に基づ

く障害福祉サービス事業

実績なし ０

障害者自立支援法に基づ

く地域生活支援事業の受

託事業

実績なし ０

（２）その他の事業

定款の

事業名

事業内容 実施

日時

実施

場所

従事者

の人数

受益対象者の範

囲及び人数

支出額

（千円）

物品販売事業 実績なし 0

受託事業 実績なし 0

飲食店事業 実績なし 0



◎特定非営利活動

（１）社会参加事業・・・年間で１１０回

　　①ムジ―クフェスト、奈良青年会議所記念行事、高田活活まつり、ならヒューマンフェスティバ

ル、きんてつ鉄道まつり、プロバスケット「バンビシャス奈良」試合、、春咲きコンサート等

へ

生徒・卒業生が一緒に参加しました。学校を超えた先輩・後輩が一緒に活動することが、子ど

もたちの成長にとても大切だと気づかされました。ならチャレンジド活動の貴重な財産です。

　　②「キラリと輝く！特別支援学校アート展２０１４」を県文化会館にて県特別支援学校長会・な

らチャレンジド主催で開催。期間中１９００名の方々が来場され、「生徒たちの素晴らしい作

品

に感動した」等の感想が多数寄せられました。

　　③「７月差別をなくす強調月間市町村民集会」（２４市町村）の受付係に生徒４８名が参加しま

し

た。４年目となり、市町村の恒例行事となっています。１年生が初体験する場であり、地域の

方々や他の支援学校の同級生との出会いの場になっています。

④奈良交通株式会社様の全面的なご協力（無料）で、奈良養護学校の車いす利用生徒がバス乗車

講習を体験できました。生徒たちはバスに乗り、街へ出かけるきっかけとなりました。

⑤学校と連携し、様々なイベントへ参加しました。

これらの活動をニュース（年３回発行（5/25、10/31、2/2５）、ホームページで広報させて



いただきました。

（２）就労支援事業・・・職場実習　４７回　　就労講習５回

　　①年間４７回職場実習を行いました。

新規開拓先は、以下の１５事業所です。

（株）三輪そうめん山本、ＪＡならけん・まほろばキッチン、斑鳩町立斑鳩幼稚園、斑鳩町立

あわ保育園、大和郡山市立郡山南幼稚園、大和高田市立磐園幼稚園、大和高田市立高田こども

園、香芝市立鎌田幼稚園、香芝市立二上保育所、香芝市立五位堂保育所、河合町立西穴闇保育

所、吉野町立吉野保育所、三宅町立三宅小学校、奈良県西和医療センター、天理よろづ相談所

病院

　　②幼稚園・保育園の実習では、最終日、園児たちとの別れの祭、目を真っ赤にして大粒の涙を流

す生徒たちの姿が印象的です。これまであまり自信を持てなかった生徒が成長し、自信を持つ

きっかけとなったようです。

③（株）三輪そうめん山本（高等養護学校生徒）、斑鳩町立斑鳩幼稚園（西和養護学校生徒）、

ＪＡならけん・まほろばキッチン（高等養護学校生徒）、県立医科大学（西和養護学校1人、

大淀養護学校2人、高等養護学生徒 4人）では、実習を重ねる中で、就労へとつながりました。

　　④高等養護学校の授業の一環で、アビリンピック奈良大会のビルクリーニング講習（４回）を奈

良県ビルメンテナンス協会と一緒に取り組みました。全国大会出場選手へは、特別講習を行い

ました。また、西和養護学校においても中学生の清掃講習が開催されました。



奈良東養護学校では、従来からの関係で、春日大社（地域の歴史）、春日野荘（食事マナー）、

南都銀行（お金）の方々から講習を受けました。

（３）生活相談事業は、随時、就労現場・事務所等にて実施しました。

　（４）障害者総合支援法にもとづく相談支援事業・障害福祉サービス事業・地域生

活支援事業の受託事業、その他の事業の実績はありません。

◎特定非営利活動に係る事業

【社会参加】　１１０回

・4/1　　　　　　三宅町幼児園パート辞令交付　（高等養護学校卒業生）

・4/11　　　　　 人権を確かめ合う県内一斉行動　大和高田市（受付：高等養護学校）

・4/11　　　　　 人権を確かめ合う県内一斉行動　御所市（講演：赤川、受付：高等養護）

・4/13　  バンビシャス奈良　試合 （奈良市、ならチャレンジド７人）

・５/9            田原本町企業内人権教育推進協議会　総会（受付：高等養護学校2人）

・5/10　　　　　 病院まつり２０１４「あをによし祭」（奈良東 2人、高等養護学校1人）

・5/19　 　 大淀あらかしホールクラシック音楽祭（大淀２人、高等養護学校1人）

・6/22　 　 まほろばざーる２０１４　（ならチャレンジド13人）

・6/14～29 　 ムジ―クフェストなら２０１４　（9会場、生徒26人）



　　　　　　　　（県文化会館、奈良市生涯学習センター、富雄南公民館、なら100年会館）

・7/8 　　宇陀企業内人権教育推進協議会　（講演：赤川、受付：高等養護学校生

徒）

・7/10　　アビリンピック奈良大会（障害者技能競技大会）

・7/17　　ならちゅうしん経営研究会総会

（橿原ロイヤルホテル、西和、高等養護3人）

・7/26～27 　　高田活活まつり（ならチャレンジド）

・7/28　　奥田副知事、前田副知事表敬訪問（アート展、奈良東、高等養護学校生徒）

・7/1～31 　　差別をなくす市町村民集会　

（2４市町村、生徒 4 ８人受付）

・8/1 　　県立医科大学オープンキャンパス　（西和養護2人、高等養護2人）

・8/11　　第１１回シンポジウム　（着ぐるみ、受付、奈良、奈良東、奈良西）

・8/12～21 　　キラリと輝く！特別支援学校アート展２０１４

・8/12　　アート展チラシ配布（近鉄奈良駅前、奈良西、西和、高等養護学校生徒）

・8/20　　奥田副知事、前田副知事、吉田教育長来訪（アート展）

・8/24　　全国金魚すくい大会　（高等養護学校）

・9/2 　　南都銀行80周年＆経営説明会　（奈良東、高等養護学校）

・9/20　　県立医科大学公開講座　（受付：西和養護、高等養護学校生徒）



・9/26　　県社会教育、公民館研究大会　（高等養護学校2人）

・10/1　　赤い羽根共同募金運動オープニングセレモニー（奈良、奈良西、高等養護）

・10/5　　バンビシャス奈良　試合 （ならチャレンジド１６人）

・１０/12 　　バンビシャス奈良　試合 （ならチャレンジド１０人）

・10/25     ならヒューマンフェスティバル（奈良西、西和養護、ならチャレンジド） 

　・11/1～2 　  きんてつ鉄道まつり２０１４　（奈良西、ならチャレンジド）

　・11/2　  香芝ふれあいフェスタ

（香芝警察署、香芝消防署ブース、ならチャレンジド2人）

　・11/9 奈良県人権教育推進協議会研究大会（西和養護2人、高等養護2人）

　・11/9     　    バンビシャス奈良（平群町、ならチャレンジド）

　・11/10   　    香芝市長表敬訪問（アビリンピック選手・高等養護学校）

　・11/11 　 桜井市長表敬訪問（アビリンピック選手・高等養護学校）

・11/15    奈良中央信用金庫クリーンキャンペーン（橿原市、高等養護学校3人）

　・11/15～16    やまとたかだ元気ウィーク（高等養護学校5人）

　・11/16    全国豊かな海づくり大会（大淀、川上、五條、橿原）

（大淀養護2人、高等養護学校生徒2人）

　・11/17         平群町人権・命の尊さへの町民集会

（奈良養護1人、奈良東養護1人、高等養護1人）



・11/21 　 全国アビリンピック（名古屋市）　（高等養護学校生徒2人）

・11/26　　　   奈良養護学校 バス乗車体験講習会

・12/1～12      奈良中央信用金庫「アート展」　（西和養護、高等養護学校作品）

・12/16　　　　 大淀町人権フェスティバル　（大淀養護2人、高等養護1人）

・12/11～23　　奈良県共同募金会・カレンダー販売 

（11日。生徒25人　奈良、奈良東、奈良西、西和、高等養護学校）

・12/13　　　　 奈良県識字合同学習会（明日香村、大淀養護1人、高等養護2人）

・12/14　　　 　バンビシャス奈良　試合（大和郡山、ならチャレンジド）

・12/20 　 香芝冬彩　（西和養護学校、高等養護学校生徒）

・12/21　　　 　奈良交響楽団・定期演奏会の招待（特別支援学校生徒６０人県文化会館）

・12/28　　　 　バンビシャス奈良　試合（奈良、ならチャレンジド）

・1/4            バンビシャス奈良　試合（奈良、ならチャレンジド）

・1/25　　　　 　バンビシャス奈良　試合（奈良、ならチャレンジド）

・1/26　　　　　 県ぴーすぺーすプロジェクト（高等養護学校生徒、天理市駅前）

・1/28　　　　 　県立医科大学・山下昌宏理事表敬訪問 （西和養護学校長等、就労の御礼）

・2/21 県人権ひろば （イオンモール橿原、高等養護1人）

・2/22           バンビシャス奈良　試合（橿原、ならチャレンジド）

・2/26　　　　   県ぴーすぺーすプロジェクト　（天理市駅前、高等養護学校）



・3/7 　　        なら１００チャリィコンサート

（なら１００年会館、奈良1人、奈良東 1人、奈良西 1人、高等養護1人）

・3/14　　　　　 県立医科大学「公開講座」　受付係（高等養護学校生徒）

・3/15　　　　 　バンビシャス奈良　試合（橿原、ならチャレンジド）

・3/22　  春咲きコンサート（なら100年会館、ならチャレンジド２５人）

・3/25       　  小城利重・斑鳩町長表敬訪問（幼稚園就労の御礼、西和養護学校長等）

・3/26       　　県ぴーすぺーすプロジェクト（天理市駅前、高等養護学校生徒）

【職場実習】　・・・　４７回

・6/2～6   （株）三輪そうめん山本　　 （高等養護学校2人）

・6/9～13 サンマルク大和郡山店　　　（西和養護学校2人）

・6/23～27    サンマルク橿原店　　　　　（高等養護学校1人）

・6/23～27    サンマルク学園前店　　　　（高等養護学校1人）

・6/23～27    大和郡山市立郡山南幼稚園　（高等養護学校1人）

・6/23～27    大和高田市立磐園幼稚園　　（高等養護学校1人）

・6/23～27    香芝市立鎌田幼稚園　　　　（高等養護学校1人）

・6/30～7/4    大和郡山市立郡山南幼稚園　（高等養護学校1人）



・6/30～7/4    斑鳩町立斑鳩幼稚園　     （西和養護学校1人）

・6/30～7/4    奈良県西和医療センター　 （高等養護学校1人）

・7/7～11   （株）シティサービス（県リハビリセンター）　（高等養護学校1人）

・7/7～11    田原本町立田原本幼稚園　 （高等養護学校1人）

・7/22～8/1   （社）愛和会・宮森幼稚園　（高等養護学校1人）

・7/23～25    春日野荘　　　　　　　　 （奈良東養護学校2人）

・7/23～27    上牧町立図書館           （高等養護学校1人）

・7/28～8/1    奈良県立医科大学         （高等養護学校2人）

・8/18～22    大和高田市立高田こども園 （高等養護学校1人）

・8/18～22    吉野町立吉野保育所       （高等養護学校1人）

・8/18～29    （株）三輪そうめん山本　 （高等養護学校2人）

・8/18～29    奈良県立医科大学なかよし保育園（高等養護学校１人）

・8/25～29    奈良県総合医療センター   （奈良東養護学校1人）

・8/25～29    奈良市立三笠保育園       （奈良東養護学校1人）

・8/25～29    斑鳩町立あわ保育園       （西和養護学校1人）

・8/26～28    春日野荘                 （奈良東養護学校 1人）

・9/8～12    奈良県立医科大学         （西和養護学校1人）

・9/16～17    三井住友銀行・ＳＭＢＣグリーンサービス（株）　（奈良養護学校1人）



・10/6～10    三宅町立三宅小学校　     （高等養護学校1人）

・10/14～17　    アスカ美装（株）　       （高等技術専門校 1人）

・10/28～１１/１　ＪＡならけん・まほろばキッチン（高等養護学校1人）

・11/4～7 　 天理よろづ相談所病院     （高等養護学校2年生、2人）

・11/4～7    済生会中和病院           （高等養護学校1人）

・11/10～20    （株）三輪そうめん山本   （高等養護学校1人）

・11/18～21　    奈良交通・サンマルク大和郡山店（奈良東養護学校1人）

・11/25～28　　　県リハビリセンター       （高等養護学校1人）

・12/1～5 　（株）シティサービス・教育研究所（高等養護学校1人）

・12/1～12    斑鳩町立斑鳩幼稚園       （西和養護学校1人）

・1/28～30    香芝市立二上保育所       （西和養護学校1人）

・1/28～30    奈良交通・サンマルク大和郡山店（西和養護学校1人）

・2/2～6    南都銀行事務センター     （高等養護学校2人）

・2/9～13   （株）シティサービス・リハビリセンター（高等養護学校1人）

・2/16～20    奈良交通・サンマルク大和郡山店（高等養護学校1人）

・2/16～20    奈良交通・サンマルク橿原店（高等養護学校1人）

・2/16～20    南都銀行事務センター     （高等養護学校2人）

・2/23～26    河合町立西穴闇保育所     （高等養護学校1人）



・3/2～6    香芝市立五位堂保育所     （高等養護学校1人）

・3/3～5    近鉄奈良駅               （高等養護学校 1人）

・3/16～24    斑鳩町立斑鳩幼稚園       （西和養護学校1人）

【就労講習】　・・・　年5回

【就　　労】

①（株）三輪そうめん山本　・・・　高等養護学校1人

②斑鳩町立斑鳩幼稚園　・・・　西和養護学校1人

③ＪＡならけん・まほろばキッチン　高等養護学校1人

④奈良県立医科大学 　・・・　西和養護1人、大淀養護2人、高等養護 4

人


