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奈良県生駒市上町 1543 番地　
TEL　0743-71-3331

およびその家族、地域住民の方々

の理解を高め、
450 人
ボランティア団体や学校による演奏・
合唱・体操等
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本イベントは、生駒をもっ
と元気なまちにするために
協働で行う「イコマニア」
認定イベントです。
　イベントは、多くの人が
楽しみ、軽やかにまちとつ
ながる素敵な場。イベント
に積極的に参加し、時には
担い手になって、「楽しさ」
をキーワードにした、活力
あふれるまちをともにつく
りましょう。
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　 ウウェル音楽祭

平成29年7月8日（土）
13：30 ～ 14：30

　ウェル音楽祭とは、 毎年1回、 介護施設の
ご利用者様・ご家族様と地域の方々が音楽を通じて
触れ合いを深めて頂けるよう、 開催しているイベント
です。 毎年多数の方に、 ご来場頂いております。
　また、 地域の方々に演奏・合唱・踊りでご出演頂き、
ご利用者様・ご家族様はじめ、 スタッフ共々心より楽しま
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