
連　絡　先 活動内容 対　象 会員数 会　費

認
知
症

公益社団法人
認知症の人と家族の会・
奈良県支部

〒631ｰ0045 奈良市千代ヶ丘2ｰ3ｰ1
TEL/FAX 0742ｰ41ｰ1026

家族の集い（月2回）／会報の発行
／電話相談（火・金10時～ 15時、
土12時～ 15時）／面談相談（毎週
㊊奈良市庁内㊍西部公民館出張所）／講
演活動／研修会

認知症の本人・介護家
族・認知症に関心のある
人

240 5,000円／年

脳
卒
中

奈良県脳卒中友の会
「桜の会」

〒631ｰ0024 奈良市百楽園5ｰ12ｰ2
TEL/FAX 0742ｰ44ｰ9400

失語症合唱団（練習月1回）懇親会
／趣味活動、勉強会･講演会／宿泊を含む
国内旅行・海外旅行／会報や冊子の発行
など

脳卒中患者や家族 200
入会金：1,000円

3,000円／年

糖
尿
病

日本糖尿病協会
奈良県支部

〒632ｰ8552 天理市三島町200
天理よろづ相談所病院 世話部気付
TEL：0743ｰ63ｰ5611

市民公開講座や県内医療スタッフ育成の
ための講習会開催／日本糖尿病協会の月
刊情報誌「さかえ」の配布

糖尿病患者・家族医療機
関 の友の会を通しての所
属）、 糖尿病診療に関わ
る医療スタッフ

698

パ
ー

キ
ン
ソ
ン
病

全国パーキンソン病友の会
奈良県支部

〒632ｰ0094 天理市前栽町116ｰ1
センチュリー上田112号室
TEL/FAX 0743ｰ62ｰ0200
（月・水・金14：00ｰ16：00）

奈良県内の患者、家族拠点として、会員の
相談、会員の交流会、会報等の作成、本部
および他府県支部との連携など

パーキンソン病患者・ 家
族、もしくはパーキンソン
病に理解のあるサポー
ター

134 3,000円／年

事
故
・
病
気
の
後
遺
症

奈良脳外傷友の会 あすか

〒636ｰ0311 奈良県磯城郡田原本町八尾62ｰ5
TEL/FAX 0744ｰ33ｰ5980
Mail: tmy62ｰ5@gaia.eonet. ne.jp

月1回の定例会、定例会と同時開催の当事
者の「あゆみの会 」、毎週木曜日開催の自
主リハビリの会「宙の会」、勉強会や講演会
の開催、情報の発信、 NPO日本脳外傷友
の会の一員として社会へ理解と支援を求め
る働きかけ

事故や病気などによる脳
損傷により後遺症をもつこ
とになった本人とその家
族あるいはその支援者

40家族

会員（家族）
　 3,600円／年

準会員
　 2,000円／年

人

口

膀

胱

・

人

口

肛

門

（公社）
日本オストミー協会
奈良県支部

〒631ｰ0013 奈良市中山町西4ｰ535ｰ315
本間昌明方
TEL：0742ｰ40ｰ0125
FAX：0742ｰ41ｰ3661
Mail: honma-0181@sa.3.so-net.ne.jp

会員間の交流と研修（顧問医を迎えての研
修会、体験発表、温泉に1泊しての入浴体
験研修等）／会報発行／（会報発送／の
後）ストーマ相談会の開催／個人ストーマ
装具の備蓄、避難所に専用トイレ設置の要
請等災害対策の推進

人工肛門・人工膀胱 の保
有者と直腸または膀胱等
の機能障害を有する者及
びその家族

150 4,000円／年

難
病

(特活）奈良難病連

〒630ｰ8001 奈良市法華寺町265ｰ8
白樺ハイツⅡ106号室
TEL/FAX 0742ｰ35ｰ6707
Maii: nara_nanbyouren@kcn.jp

機関誌の発行/理事会（月1回）/ 県難病相
談支援センターとの交流会（年4回）/県保
健予防課との話し合い

県内の難病関係の患者
会・家族会のほか、該当
するグルー プのない希少
難病 の人

1,480 100円／年

(特活)奈良県腎友会

臓病

〒630ｰ8001 奈良市法華寺町265ｰ8
白樺ハイツ大宮Ⅱｰ107
TEL/FAX 0742ｰ55ｰ2554
HP：http://web1.kcn.jp/nara-jinyu/
Mail: naraken.jinyu@kcn.jp

1．国会請願など行政へ陳情および要望
２．臓器移植の普及および推進
３．ＣＫＤ慢性腎臓病対策など糖尿病撲滅
    運動や腎臓病の予防・啓発運動
4．機関誌の発行と会員相互の交流

腎臓病患者およびその家
族他この会の目的に賛同
する者

950 6,000円／年

そらまめ保存会 腎臓病でまだ
透析をしていない人の会）

〒630ｰ8306 奈良市紀寺東口町672ｰ2
吉川敏夫司法書士事務所内
TEL：0742ｰ26ｰ3900
FAX：0742ｰ24ｰ1154
HP：http://www.teitanpakushoku.jp/
　   soramame/index.html

集い／学習会（年4回：食事療法の指導な
どに特に力を入れている）
／親睦会／総会など

腎臓病と名のつくすべて
の疾患

40 5,000円／年

膠
原
病

全国膠原病友の会
奈良支部

〒633ｰ0043 桜井市高田179ｰ4
TEL/FAX 0744ｰ42ｰ0699
H P：http：//www4.kcn.ne.jp/~kogen

専門の先生を招いての医療講演・ 医療相
談会/交流会（年5回）/機関誌や刊行物の
発行／日常のお手紙や電話による相談／
その他、 友の会関西ブロックの運営委員
会 や宿泊交流会などへの参加や行政へ
の働きかけ※交流会には会員外の対象者
の方々も参加可

膠原病の患者や家族、医
療福祉の関係者など

100 4,200円／年

リ
ウ
マ
チ

ウ マ チ
（公社）日本リウマチ友の会
奈良支部

〒634ｰ0802 橿原市新口町481 井上方
TEL/FAX 0744ｰ23ｰ1929

支部総会／親睦会／医療講演・相談会／
ミニ療養相談会／おしゃべり会／会報発行
（年4回）／支部報発行（年2回）

リウマチの患者や家族、
医療福祉の関係者など

4,000円／年
（入会金500円）

名　　称

腎
臓
病



連　絡　先 活動内容 対　象 会員数 会　費

ク
ロ
ー

ン
病

奈良県クローン病・潰瘍
性大腸炎ネットワーク
NARA FRIENDS

〒637ｰ8799 五條郵便局私書箱第20号
TEL/FAX 0747ｰ22ｰ0031
HP：http：//narafriends.main.jp/

患者同士の交流（会員掲示板、顔の
見える交流会開催）／ IBDに関する最
新の医療開発、福祉対策の現状など
の情報共有／専門医との連携／病気
の早期発見や治療開 発に向けた発
言や要望をまとめる活動

クローン病・潰瘍性 大
腸炎（疾患性腸疾患：
IBD）の人やその家族、
医療福祉の関係者な
ど

3,000円／年

心
臓
病

心臓病の子供を守る会
奈良県支部

〒630ｰ8144 奈良市東九条町1140ｰ13
TEL/FAX 0742ｰ61ｰ7451
HP：
http://mamorukai-nara.jimdo.com/
Mail: hcomk@kcn.ne.jp

機関紙発行（毎月）／会員同士の交
流会、相談会、研修会など

心臓病児 およびその
家族

600円／月
（入会金1,000円）

多
発
性
硬
化
症

ほっとMS
多発性硬化症交流会

090ｰ9999ｰ1345（携帯）上田
TEL/FAX 0742ｰ43ｰ3065 玉置

毎月第1木曜日14時から16時まで。
おしゃべり交流会。情報交換など。 場
所：郡山総合庁舎内４F 奈良県協働
推進センターセミナー室

多発性硬化症の患者
や家族、医療福祉の関
係者

2,500円／年

(

薬
害
被
害
者

)

ス
モ
ン
病

奈良県スモン病患者を支
援する会

〒630ｰ0134 生駒市あすか野北3ｰ1ｰ3
TEL/FAX 0743ｰ78ｰ8435
Mail: hayaku@m3.kcn.ne.jp

スモン患者（キノホル
ム被害者）とその遺
族、およびスモン患者
の支援者

NCN(奈良キャンサーネット
ワーク)若草の会

〒630-8122奈良市三条本町13-1
はぐくみセンター1階 奈良市ボランティアイ
ンフォメーションセンター
「NCN若草の会」
TEL:0742-44-3214
FAX:0742-44-3214
Email:ncn2013@yahoo.co.jp

冊子「珠のコトノハ～がん患者のたま
うらの手記とサポート情報」
会報「わかくさだより」の発行、講演
会、交流会、「がん哲学外来、大仏さ
んカフェ」、情報提供

全がん種の患者、家
族、遺族、その他

50

正会員　2000円/
年

賛助会員　1口
5000円/年

ん
奈良がんピアサポート
なぎの会

〒639ｰ1001
大和郡山市九条町512ｰ20
TEL：090ｰ8983ｰ1285
FAX：0743ｰ53ｰ5828
Mail：nagi_nara@zeus.eonet.ne.jp

がん患者、家族への支援
◦がんピアサポーターへの支援
◦がんピアサポーターを目指す人への
支援
◦「サロンなぎ」（祝祭日の街中がんさろ
ん）開催
◦研修会・講演会の開催
◦会報「通信なぎ」の発行

（疾病）がん

正会員
（7）

支援会
員
（3）

賛助会
員
（5）

正会員・支援会 員
（1,000円／ 年）、

賛助会員
（1口3,000円）

乳
が
ん

あけぼの奈良
〒632ｰ0052
天理市柳本町1267 吉岡敏子方
TEL/FAX 0743ｰ66ｰ2180

会員同士の情報交換（あけぼのハウ
ス奈良・月１回）、講演会・相談会の開
催、会報「青垣だより」の発行
（ 年3 ～ 4回 ）、乳ガン検診を促す、
母の日キャンペｰンの参加

乳がん体験者… 普通
会員
会の趣旨に賛同される
方…賛同会員

97 2,000円／年

障
害
者

奈良県重症心身障害児
(者）を守る会

〒631ｰ0072 奈良市二名4ｰ1193ｰ17
TEL/FAX 0742ｰ43ｰ6782

研修会／シンポジウムや講演会の開
催／巡回療育相談／施設見学会／
交流キャンプ／介護教室（ヘルパー養
成講座 ）／機関紙「創生」年4回発行

重症心身障害児・者
親またはそれに準ず
るもの（正会員）

212
9,600円／年

（本部会費含む）

身
体
障
害

奈良県肢体不自由児・者
父母の会連合会

〒634ｰ0061 橿原市大久保町320ｰ11
奈良県社会福祉総合センター 2F
TEL：0744ｰ29ｰ0140
FAX：0744ｰ21ｰ6112

障がい者施策に関する活動 社会参
加のための事業 福祉の店わかくさ奈
良ファミリー店・ 橿原店の支援
訓練会の支援

肢体不自由児・者、お
よびその家族

314

一社）奈良県
聴覚障害者協会

〒634ｰ0061 橿原市大久保町320ｰ11
奈良県社会福祉総合センター 2F
TEL：0744ｰ29ｰ0133
FAX：0744ｰ29ｰ0134
HP：http：//web1.kcn.jp/hp27xt23/
Mail: since1948-nda@kcn.jp

県下の14の地域社会で活動するグ
ループのとりまとめ。協会としては、政
策活動や機関誌の発行／その他、手
話通訳派遣事業や、青年部、女性
部、高齢部や文化、体育活動など、聴
覚障害者の福利厚生に関する事業

奈良県聴覚障害者協
会の正会員に加入す
るためには、地域の協
会加入が必要

奈良県
中途失聴・難聴者協会

〒632ｰ0043
天理市佐保庄町218 出口明子方
HP：http：//naranancyo.web.fc2.com
FAX：0743ｰ66ｰ0847
Mail: nantyou_nara@yahoo.co.jp

例会（月1回）／機関紙の発行／その
他、女性部、高年部の行事の開 催
や、聴覚障害に対する啓発活動 など

中途失聴や難聴の人
および、会の活動に賛
同される人

60 正会員5,000円

名　　称

聴
覚
障
害

が
ん



連　絡　先 活動内容 対　象 会員数 会　費

（一社）奈良県
視覚障害者福祉協会

〒634-0061
橿原市大久保町320-11
奈良県社会福祉総合センター５F
TEL:0744-29-0144
FAX:0744ｰ23ｰ5999

編物、川柳、パソコンなど各種教室事
業/文化祭や体力作り、研修旅行など
ふれあいと交流を大切にする行事/そ
の他、相談支援事業、ガイドヘルプ事
業など

視覚障害のある人
342(正会
員181 賛
助161)

奈良県視覚障害者の
生活を守る会

〒631-0846
奈良市平松1-4-9
TEL/FAX：0742ｰ48ｰ5868
Mail:h-simada@m5.kcn.ne.jp

うたごえサークル活動/相談活動/点
字指導/パソコンサークル活動/レクリ
エーション活動/学習会/文化祭やス
ポーツ行事の開催等

視覚障害者 70 9600円/年

知

的

障

害

一般財団法人
奈良県手をつなぐ育友会

〒634-0061
橿原市大久保町320-11
奈良県社会福祉総合センター内
TEL:0744-29-0150
FAX:0744-29-0151
HP:
http://ikuseikai.sakura.ne.jp/index.html

「知的障害者児が地域であたりまえに
安心して暮らす」を目的に各種事業に
取り組んでいます。地域で暮らすため
の「安心ネットワーク」の形成、「この
子らを世の光に」運動、障害児の子育
て相談を含む「障害者110番」事業、
「本人の会」の振興に鋭意努めていま
す。

知的障害者のある人と
その家族、および関連
諸機関や関心のある
県民

781

自

閉

症

NPO法人奈良県自閉症協
会

〒639-1055
大和郡山市矢田寺町84-10
河村方
TEL/FAX:0743-55-2763
HP:http://eonet.ne.jp/^asn
Mail:kawafune@ares.eonet.ne.jp

成人部、療育部、ケンケンパ（高機能
アスペルガー）、おやじの会の各部活
動/情報提供/相談会/キャンプ/研修
会など

自閉症児・者本人・親・
教育・福祉関係者・自
閉症に関心のある県
民

180
正会員6000円、賛

助会員3000円

JDS日本ダウン症協会奈
良支部（奈良県中南部）

〒639-0231
香芝市下田西3-4-1
小川英一方
FAX:0745-78-5198
相談員TEL/090-4302-5571
Mail:jds-nara2004.3.27@ezweb.ne.jp

ダウン症児・者およびその家族に対
する相談と情報交換

奈良県に在住するダ
ウン症児・者とその家
族を基本単位（家族会
員）として構成

33家族
4000円/年（サポー
ト会員は3000円/

年）

JDS日本ダウン症協会奈
良北支部（バンビーナの
会）

JDS奈良北支部（バンビーナの会）
事務局
TEL:0742-41-6685(平井)
Mail:bambina2009_0801@yahoo.co.jp

講演会/相談会/英会話/クリスマス会
など年齢別のグループ活動と異年齢
の交流あり、ダウン症児・者を専門に
全国組織・公益財団法人日本ダウン
症協会（JDS）の地域グループとして
協働しています。/全国の情報を満載
したJDS会報と近畿ブロックのメール
配信あり。

0歳から成人まで、ダ
ウン症のある人とその
家族。
賛助会員として行政・
教育・医療・療育・福祉
関係者

総勢75
家族

正会員　6000円/
年（内4000円は東
京本部、2000円が

奈良北支部）
賛助会員　5000円
/年（内3000円は東
京本部、2000円が

奈良北支部）
＊行事により別途

参加費あり

ダウン症乳幼児子育て
サークルぽかぽか広場

代表：長谷川治子（保育士）
Mail:pokapkahiroba@dream.jp
ブログ：http://ameblo.jp/pokapokahiroba

月に一度、上牧町障害者福祉セン
ターにて活動

ダウン症乳幼児(就学
前）

120組
(豊中市、
芦屋市、
堺市、上
牧町）

障

害

児

ヒースの会

　〒奈良市三条本町13-1
奈良市役所健康増進課母子保健係
TEL:0742-34-5129(直通）
FAX:0742-34-3145

窓口を奈良市健康増進課におき運営
は当事者で行ています。例会（概ね月
1回）

奈良市市周辺に住む
病気や発達の遅れが
ある子供とその保護者
(年齢0歳から）

20名程度 1200円/年

て

ん

か

ん

（公社）日本てんかん協会
奈良県支部

〒639-1042
大和郡山市小泉町246-3
com.きらめき内
TEL/FAX:0743-54-1430

会報の発送（毎月）/例会(世話人会、
本人部会、母親の会、父親の会)/講
演会、学習会、キャンプ、スポーツ大
会、著名活動など
電話相談: 火～土10:00-16:00

てんかんを持つ当事
者・親・家族、てんかん
を持つ人に関わる
方々

56
入会金1000円

6000円/年

名　　称

視

覚

障

害

ダ

ウ

ン

症



連　絡　先 活動内容 対　象 会員数 会　費

奈良県精神障害者
家族会連合会
「奈良まほろば会」

〒639ｰ1042
大和郡山市小泉町73ｰ1ふらっと内
TEL/FAX 0743ｰ55ｰ4666

毎月会合
精神疾患のある人の
家族

10単会
単会により異なる。
（各地域の単会に
要問い合わせ）

夕焼け倶楽部
〒635ｰ0094 大和高田市礒野北町1ｰ2
TEL：0745ｰ23ｰ8105
FAX：0745ｰ23ｰ8082

例会（月1回）
精神障害者であること
基本的に誰でも可）

10名

「松葉会」

〒639ｰ1042 大和郡山市小泉町2815
やまと精神医療センター内
TEL：0743-52-3081
FAX：0743-52-8879

家族会例会（月1回）／病院の協力に
よる勉強会や講演会、施設への見学
会など

やまと精神医療セン
ターに入院・通院する
精神障害 のある人の
家族

すみれ会

〒635ｰ0094 奈良県大和高田市礒野北町
1ｰ2 地域生活支援センターなっつ内
TEL：0745ｰ23ｰ7214
FAX：0745ｰ23ｰ8082

家族会例会
（月1回・大和高田市中央公民館）

精神障害のある人そ
の家族で同じ悩みを持
つ家族と相談したい人

大和郡山
精神障害者家族会
「さくら会」

〒639ｰ1134 大和郡山市柳2ｰ23ｰ4
ふれあい工房内
TEL：0743ｰ54ｰ6701
FAX：0743ｰ54ｰ6731

例会（毎月第３日曜13：30 ～16：00
大和郡山市三の丸会館）

精神障害のある人を
身内に持つ家族

30 5000円/年

NPO法人なゆたの会

〒634ｰ0844 橿原市土橋町244ｰ1
セイハイツ21 103号
TEL：0744ｰ23ｰ0745
分かち合いの電話（傾聴電話）
TEL：0744ｰ24ｰ5452（火・木午後）
FAX：0744ｰ23ｰ0745
HP：
http：//www12.ocn.ne.jp/~circleｰn/
Mail:  circleｰn@arion.ocn.ne.jp
　 （職員対応）
nayuta@able.ocn.ne.jp
　 （メンバｰ対応）

例会（第1土・第4木 ）／レクレーション
／橿原市の作業所運営／勉強会

精神病院・クリニック入
院、通院歴がある方

100 無

あらくさ家族会

〒631ｰ0818 奈良市西大寺赤田町1ｰ7ｰ1
(吉田病院内）
TEL：0742ｰ45ｰ4601（吉田病院）
FAX：0742ｰ46ｰ9061（吉田病院）

例会（ 月1回 ）／ 交流会や学習会／
花見やクリスマス会などのレクレー
ション（当事者も自由に参加できます）
／会報の発行／喫茶室（月２回）（当
事者と家族会が病院内にて開設して
います）など

医療法人平和会に所
属する精神科に入院、
通院する当事者の保
護者および活動を応援
してくださる賛助会員。

90名前
後

5,000円／年

薬物・アルコール・ギャン
ブル依存症回復施設
社団法人GARDEN Healing
Garden Care Center
（デイケアセンター）

〒635ｰ0065 大和高田市東中2ｰ10ｰ18
北橋ビル2F
TEL：0745ｰ22ｰ0207
FAX：0745ｰ43ｰ5825
HP：http://kura-ag.org/
Mail: info@garden-ag.org

リカバリーダイナミクスプログラム や
エンカウンターグループ、農作業やス
ポーツを通して依存症からの回復と
自尊感情を育て、豊かな社会生活を
送れるよう支援する治療共同体です。

薬物、アルコール、
ギャンブル依存症、 自
傷からの回復を望 む
人

利 用
100名
協力会

員
3,000名

存症
奈良県断酒連合会

〒630ｰ8044 奈良市六条西3ｰ22ｰ15サン
パレスマツモトB棟102号 山崎公平方
TEL/FAX 0742ｰ93ｰ9709
Mail: narashidansyukai@ybb.ne.jp

連合としては、記念大会（年1回）、 研
修会、アルコール問題県民セミナーな
どを開催するほか、機関誌やパンフ
レットを作成。その他、相談は随時受
け付けている。

入会の条件は酒をや
めたいという意志だ
け。年齢、性別、 職
業、宗教等は一切 関
係ない。

本人
186、
家 族
157名

会費は翼下地域断
酒会が徴収。 その
中から一人月に

550円を納入する。

奈良若草断酒会

〒632ｰ0071
天理市田井庄町293ｰ8
新井和彦 方
TEL/FAX 0743ｰ63ｰ6113

例会（19：00 ～ 20：45に開催） ㈪天理
市前栽公民館㈫郡山三の丸会館 ㈭
田原本町公民館㈮王寺町中央公民
館 ㈯橿原市天理教八木大教会昼例
会（14：00 ～ 15：45に開催） ㈬結﨑公
民館一泊研修会／機関紙の発行／
アルコール関連問題の相談

酒をやめたいという意
志だけが入会の条件
です。家族とともに参
加するのが、断酒会の
基本です。

本 人
50

家 族
24

本人入会費
　 1,000円、

1年間は
　 1,300円／月、

以後
　 1,700円／月
家族会員は
　 200円／月

名　　称

精
神
障
害

依
存
症


