
2021年度
賛助会員向けパンフレット

≪別冊≫

～ 自閉症支援を生活のすみずみに ～

このパンフレットの情報は2021年2月現在のものです。最新情報は、自閉症ｅサービスホームページでご確認をお願い
します。

2021.2版

自閉症ｅサービス全国ネット ホームページ

http://www.jiheishou-e.com/
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自閉症ｅサービス＠大阪・奈良 2021.2版

私たち自閉症eサービスは、自閉症支援に関する知識・技術・アイディア・資源が一
部の人たちにのみ占有されクローズドに限定されて取り扱われるものではないと考
えています。

自閉症の人たち・家族・支援者にとって意味のあることはすべてオープンになり、い
つでもアクセスできるようにすることが大切で、そのことで、さらなる創造と可能性が
生まれると確信しています。

専門家集団のおごりを排し、常にユーザー（当事者・家族と支援者）のニードに
応える姿勢を持って生活のすみずみにサービスを提供していきたいと思っています。

自閉症の人たちが普通に受け入れられる社会を目指し、自閉症eサービスは活動
を続けています。

自閉症eサービスのコンセプト
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賛助会員と入会方法

自閉症ｅサービス＠大阪・奈良 2021.2版

賛助会員について

入会方法

・賛助会員は、自閉症eサービスの活動（NPO法人自閉症ｅスタイルジャパン）
に賛同し、法人運営を資金面から支える個人会員で、当事者家族や一般市民の
方々に入会をお願いしています。賛助会員は、年度ごとに更新となります。
・自閉症ｅサービスが提供するキャンプ等の余暇プログラム等の「会員向けサービ
ス」は、賛助会員になられた家族・個人が対象になります。
・キャンプ等の余暇プログラムについては、応募状況等により、ご希望に添えないこ
とがありますことをご了承ください。
・賛助会員には、当該年度の自閉症ｅサービス人材育成プログラムの年間パスを
付与します。全国プログラムと＠大阪・奈良ローカルプログラムを年間パス価格で
受講でき、レジュメ集を無料で進呈させていただきます。詳細につきましては、全
国ネット及び＠大阪・奈良のパンフレットをご覧ください。
・2021年度の賛助会費は、16,000円になります。

①自閉症ｅサービス全国ネットHPより、必要事項をご記入の上、送信してください。

事務局より賛助会員受付(仮登録）メールをお送りいたします。

⇩ 
②下記のいずれかの方法で、賛助会費（16,000円）をご入金ください。

※途中解約の返金はできませんので、予めご了承ください。

⇩
③賛助会員通知（本登録）とレジュメ集をお受け取りください。

＊賛助会員費の入金確認ができましたら、自閉症ｅサービス全国ネット事務局より、会員通知と
特典のレジュメ集をお送りします。

⇩
④自閉症eサービスHPより希望する人材育成プログラムや余暇プログラム等にお申
込みください。

自閉症ｅサービス全国ネット ホームページ

http://www.jiheishou-e.com/

□クレジットカード □銀行振込
（入会される賛助会員名を明記してください）
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各プログラムへの参加方法及びキャンセル料について

自閉症ｅサービス＠大阪・奈良 2021.2版

会員向けサービスへの参加

人材育成プログラムへの参加
・賛助会員には年間パス（ローカルプログラムは、＠大阪・奈良所属とな
ります）を無償付与します（賛助会員以外の家族には年間パスは無償
付与されません）。
賛助会員の家族が人材育成プログラムの講座等を受講する場合は、
別途、年間パスを取得されるか、一般（パスなし）料金での受講になり
ます。
受講を希望される場合は、その都度、自閉症ｅサービスHPからお申し
込みをしてください。

賛助会員・家族で希望する会員向けサービス（余暇プログラム等）が
ありましたら、自閉症ｅサービスHPから個別にお申し込みください。
（ http://www.jiheishou-e.com/ ）
会場や天候等で変更・中止する場合があります。最新情報については、
自閉症eサービスHP等でご確認ください。参加決定のお知らせが届き次
第、前頁に記載しております振込口座またはクレジット決済で参加費を入
金してください。

余暇プログラムのキャンセル料について

余暇プログラムの参加決定通知後に参加者の都合でキャンセルされ
た場合は、キャンセル料が発生しますので、ご承知おきください。
・参加決定～2週間前まで 無料
・2週間前～1週間前まで 半額
・1週間前～当日 全額
※参加者が、前日・当日に体調不良で参加ができない場合は、参加
費の半額をキャンセル料としていただきます。
※主催者側の都合で中止や開催日が変更になった場合は、キャンセ
ル料はかかりません。
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2021年度 自閉症eサービス＠大阪・奈良
会員向けサービス（法人賛助会員とその家族対象）

余暇プログラム：旅行企画 定員 日程 場所 参加費(税込)

日帰り旅行① 18歳以上 5名 9/11（土）
奈良観光（仏閣めぐりとハイキ
ングor香袋づくり体験）

16,500円

日帰り旅行② 18歳以上 5名 9/25（土） 六甲山 自然満喫旅 16,500円

福井ツアー（1泊） 18歳以上 5名
10/16（土）

-17（日）
福井県 民宿泊と収穫体験 55,000円

日帰り旅行③ 18歳以上 5名 11/13（土） 妙見山でBBQ！ 16,500円

余暇プログラム：ｅレク 定員 日程 場所 参加費(税込)

前期（5月～8月） 中学生以上 5名 月1回
土曜日

10:30～
13:30

eカフェ（谷町オフィス内）
（谷町六丁目駅下車）

8,800円/回

後期（11月～2月） 中学生以上 5名

家族向け学習会 定員 日程 場所 参加費(税込)

①自分にあった
進路や仕事の見つけ方

20名 6月

豊中セミナールーム
（阪急庄内駅下車）

1,100円/回
②グループホームの様々な暮らし 20名 9月

③重度の方への意思決定支援 20名 12月

家族向け相談 定員 日程 場所 参加費(税込)

個別相談（予約制） 個別
随時

30分/回
ｅカフェ（谷町オフィス）
または、web相談

4,400円/回

◆NPO法人自閉症ｅスタイルジャパンの理念・運営に賛同し、資金面で協力をしていただける当事者・家族を対
象に賛助会員を募集しています。2021年度賛助会費は16,000円になります。

◆賛助会員には、年間パス（＠大阪・奈良所属）が特典として付与されます。
◆＠大阪・奈良では、合同会社オフィスぼんと協同で、法人賛助会員及びオフィスぼんサポート会員とその家族を

対象に会員向けサービスを提供します。詳細は法人HPをご覧ください。

余暇プログラム：ｅカフェ実習 定員 日程 場所 参加費(税込)

中学生以上（予約制） 個別
随時

60分/回
ｅカフェ（谷町オフィス内）
（谷町六丁目下車）

8,800円/回

自閉症ｅサービス＠大阪・奈良 2021.2版

自閉症ｅサービス全国ネット ＆ ＠大阪・奈良事務局（谷町オフィス）

〒542-0062 大阪市中央区上本町西3-3-28 FAX：06-6777-2624
e-mail：e.service.jimukyoku@gmail.com （なるべくメールでお問い合わせください）
HP：http://www.jiheishou-e.com/
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ＦＡＸ送信先：06-6777-2624（谷町オフィス）

自閉症ｅサービス＠大阪・奈良 2021.2版

余暇プログラム：旅行企画（18歳以上）

プログラム名 実施日 申込締切日 ☑

日帰り旅行① 奈良観光 9/11（土） 7/17（土） □

日帰り旅行② 六甲山 9/25（土） 7/31（土） □

福井ツアー
10/16（土）

-17（日）
8/28（土） □

日帰り旅行③ 妙見山でBBQ！ 11/13（土） 9/25（土） □

2021年度 自閉症eサービス＠大阪・奈良
会員向けサービス（賛助会員とその家族対象）

FAX用 申込用紙

余暇プログラム：eレク（中学生以上）

プログラム名 実施日 申込締切日 ☑

前期（5月-8月：4回）
月1回 土曜日
10:30-13:30

4/24（土） □

後期（11月-2月：4回） 10/23（土） □

家族向け学習会

プログラム名 実施日 申込締切日 ☑

①自分にあった進路や仕事の見つけ方 6月 未定 □

②グループホームの様々な暮らし 9月 未定 □

③重度の方への意思決定支援 12月 未定 □

参加を希望する方の
お名前（ふりがな）

ご所属（該当する会員にチェック）
□自閉症eサービス賛助会員 □オフィスぼんサポート会員

詳細については、詳細
が決まり次第、ご案内
させていただきます。
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自閉症ｅサービス＠大阪・奈良 2021.2
版

奈良観光（仏閣めぐりとハイキングor香袋づくり体験）

日帰り旅行①

●開催日：2021年9月11日（土）日帰り
●定 員：5名（18歳以上）
●参加費：16,500円（税込）/人 ●申込み〆切：7/17（土）
※お申し込みは、HPまたはFAX用申込用紙でお願いします。

開催要項

スケジュール

9:30

9:45頃

10:35頃

11:30

12:00

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

近鉄難波駅 集合

近鉄電車に乗って出発

近鉄奈良駅 到着
道すがら、鹿せんべいで餌付け体験

興福寺 中金堂拝観と五重塔見学

昼食

～ここから二手に分かれる予定です～

【 A ハイキングコース 】 【 B 体験コース 】
若草山 ふもとに到着 香り袋作り体験
ハイキング開始

若草山 山頂到着 奈良町散策
周辺観光後、下山 からくりおもちゃ館や旧家の

街並みを歩きます
東大寺 拝観 or  休憩

合流後、近鉄奈良駅 到着
電車に乗ります

近鉄難波駅 解散

自閉症ｅサービス＠大阪・奈良 2021.2版 7



自閉症ｅサービス＠大阪・奈良 2021.2
版

六甲山（自然満喫ツアー）

日帰り旅行②

スケジュール

●開催日：2021年9月25日（土）日帰り
●定 員：5名（18歳以上）
●参加費：16,500円（税込）/人 ●申込み〆切：7/31（土）
※お申し込みは、HPまたはFAX用申込用紙でお願いします。

開催要項

10:00

10:15頃

11:30頃

12:00頃

12:30

13:30

15:00

16:00

17:15頃

大阪モード学園前 集合

大阪モード学園出発 阪神高速

有馬温泉駅（六甲有馬ロープウェー） 到着

ロープウェーで六甲山頂駅 到着

六甲山牧場 到着
「ベーカリー＆カフェ【デルパパ】」でランチ

ヤギの餌やり体験
or

乗馬体験

アイスクリームづくり体験

六甲山牧場 出発

大阪モード学園前到着 解散
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自閉症ｅサービス＠大阪・奈良 2021.2
版

福井ツアー
一泊旅行

スケジュール（1日目）

CHECK

●開催日：2021年10月16日（土）～17日（日）一泊旅行
●定 員：5名（18歳以上）
●参加費：55,000円（税込）/人 ●申込み〆切：8/28（土）
※お申し込みは、HPまたはFAX用申込用紙でお願いします。

開催要項

スケジュール（2日目）

10:00

10:15頃

11:30頃

17:00頃

18:00

20:00

大阪モード学園前 集合

大阪モード学園出発

ヨーロッパ軒で昼食
気比神宮にお参り
敦賀近辺を観光

民宿「なかよし家」 到着
ゆったり休憩
夕食

温泉 → おやつタイム
おやすみなさい

8:00

10:30

12:00

13:30

15:00

17:00

おはようございます！
朝食
クラフト活動

昼食

道の駅で買い物
周辺散策
大阪へ出発

大阪モード学園到着
解散

CHECK
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妙見山でBBQ
日帰り旅行③

●開催日：2021年11月13日（土）日帰り
●定 員：5名（18歳以上）
●参加費：16,500円（税込）/人 ●申込み〆切：9/25（土）
※お申し込みは、HPまたはFAX用申込用紙でお願いします。

開催要項

スケジュール

10:00

10:15

11:00

11:30

13:00

14:00

14:30

15:30

17:00

阪急川西能勢口駅 集合

阪急川西能勢口駅 出発

黒川駅（ケーブルカー乗り場） 到着
ケーブルカーで山頂へ

妙見の森バーベキュー場 到着

バーベキュー準備と昼食

周辺散策

ケーブルカーで下山

テラスカフェツリーハウス 到着
喫茶・軽食タイム

猪名川町天文台 到着
経口50cm反射望遠鏡
プラネタリウム

阪急川西能勢口到着 解散
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自閉症eサービス@大阪

①申し込み ：
相談を希望される方は、希望する相談日（複数）と簡単な相談内容を期して、メールでお
申し込みください。
②日程調整 ：
折り返し、担当者より日程調整の連絡をさせていただきます。ご希望の相談日に担当者を配
置できない場合がありますので、ご承知おきください。
③相談実施 ：

1回の相談時間は30分ですが、2コマ（1時間）まで予約できます。（web相談も可能）
④継続相談 ：
継続を希望される方は、相談当日に次回の予約を取ってください。別日に改めて予約を取っ
ていただいても構いません。

「個別相談」では、相談者への情報提供と助言、カウンセリングが中心になります。療育セッション
や家庭訪問、施設訪問等には対応できません。相談時に、相談者の関係者・支援者が同席され
るのは構いません。

自閉症ｅサービスでは、会員向け
サービスの一環として、賛助会員
（家族）を対象に「個別相談」を開
催します。日々のお悩み事や将来の
ことなどの相談に応じます。予約制。

費用：30分／4,400円（税込）
自閉症ｅサービス賛助会員（家族）対象

相談の進め方

E-mail：bontanimachi@gmail.com
（TEL/FAX：06-6765-5611）

予約受付

●統括・ ・ ・中山清司（理事長）
●青年期・成人期担当・ ・ ・大中りよ子
●幼児期・学齢期担当・ ・ ・久賀谷洋
●事務・ ・ ・清水翔太（谷町オフィス）

※相談の申込は、基本メールでお願いします。
※新規相談の場合、日程調整の関係で、
申込から実際の相談まで、１ヶ月程度かか
ります。

相談担当チーム・・・相談場所：谷町オフィス

自閉症ｅサービス＠大阪・奈良 2021.2版 11
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2021.2版

このパンフレットの情報は2021年2月現在のものです。最新情報は、自閉症ｅサービスホームページでご確認をお
願いします。

自閉症eサービス
2021年度賛助会員向けパンフレット

自閉症ｅサービス＠大阪・奈良 2021.2版

自閉症ｅサービス全国ネット ホームページ

http://www.jiheishou-e.com/

自閉症ｅサービス全国ネット ＆ ＠大阪・奈良事務局（谷町オフィス）

〒542-0062 大阪市中央区上本町西3-3-28 FAX：06-6777-2624
e-mail：e.service.jimukyoku@gmail.com （なるべくメールでお問い合わせください）
HP：http://www.jiheishou-e.com/
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