２０１９年６月３０日発行

第２４７号 大阪ＬＤ親の会「おたふく会」

おたふく

大阪 LD 親の会「おたふく会」事務局
連絡先 URL
http://www.otahuku.net
/form/otoiawase.php

大 阪 LD 親 の会 「おたふく会 」はＬＤ等 の発 達 障 害 のある子 どもや青 年 の親 の会 です。
会報の内容について転載または一部引用をご希望の方は当会までご連絡ください
おたふく会 ホームページ
ＵＲＬ
http://www.otahuku.net/

第 29 回大阪ＬＤ親の会「おたふく会」総会の報告とご挨拶
去る 5 月 19 日（日）
、ドーンセンター5 階特別会議室にて、第 29 回大阪 LD 親の会「おたふく会」総会を
開催、
正会員 41 名のご参加と 78 名分の委任状をいただきました。2018 年度活動報告および決算報告のあと、
2019 年度の役員・運営委員案・活動方針と計画、予算案、会則改定への各提案について審議が行われました。
各提案は承認可決されましたことをご報告いたします。

新代表挨拶
2019 年度 おたふく会代表

溝上 久美子

この度、大阪 LD 親の会「おたふく会」の代表になりました溝上です。皆さまどうぞよろしくお願いいた
します。おたふく会に入会したのはもう 15 年近く前になります。総会担当をきっかけに副代表、会計決算担
当として長年関わってきましたが、代表になる日が来るとは思ってもいませんでした。今回、代表就任のお
話を頂いて、リーダーシップというものがあまりない私が「おたふく会」の代表に相応しいのだろうかと、
かなり悩みました。しかし、
「おたふく会」で子育てに関する悩みを相談し、情報をいただいたおかげで、何
とか就労につながることができ、いろいろな心配はありながらも、以前と比べるとずいぶん子どもに手をか
ける時間は減ってきました。私自身にとっても「おたふく会」で出会えた会員のみなさまの存在はとても大
切であることに改めて思いいたりました。これまでいただいたご恩を少しでもお返しし、今まで皆さんがご
尽力してくださってきたことを何とか次の代表の方までつなぐことが出来ればと、代表をお引き受けさせて
頂くことになりました。副代表をはじめ、運営委員や会員のみなさまのお力をお借りしながら、これまでの
ように、やりたい人がやりたいことを、できる人ができることを、無理せず楽しく活動することを継続した
いと思っています。
来年は LD 学会が大阪で開催され、再来年には「おたふく会」は創立 30 周年を迎えます。この 30 年間で
発達障害に対する認知度は格段に上がり、発達障害者支援法が制定され、療育だけでなく福祉や就労支援の
施策も充実してきました。改めて親の会である「おたふく会」のこれからの役割を考えていかなくてはなり
ません。
まだまだ頼りない代表ではありますが、皆様のお力をお借りしながら頑張っていきたいと思います。
何卒、よろしくお願いいたします。
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おたふく会総会・特別企画

わが子に必要な支援を考える～親にできること

報告

5 月 19 日(日)13：30 よりドーンセンター大会議室にて、講師としておた
ふく会会員・元会員の保護者 3 名にお越し頂き、おたふく会総会特別企
画講演会「わが子に必要な支援を考える～親にできること」が開催され
ました。
当日は正会員 51 名とそのご家族 1 名が参加されました。 参加された皆
さんは、講義の内容のポイント等をメモに取ったり、頷いて共感された
りと、熱心に聞いておられました。今まで良く分からなかった事案、知
らなかった事等も、工夫された講義の構成や配付資料があってよりわか
りやすく教えて頂きました。自立への貴重な体験談、子育てにおける子
供への理解や配慮等のお話、時折笑い声が湧き上がる楽しいエピソード
など大変参考になりました。（Ｎ）
【参加者の感想】
 我が子が小学生の時に（現在 24 歳）毎月のおたふく会の運営委員会や各種の行事に参加し、多くのことを教
えていただいた方々の講演でした。子どもの良いところを探しながら、ポジティブな言葉かけをすること。相
談できる力をつけること。体力作り等々・・・。おかげで今の暮らしがあることに感謝しています。ありがと
うございました。
 相談支援機関・能力開発機関の対応によって法律が違うことを知ることができました。就職に向けての対応の
みではなく、定着に向けての活動が重要とわかった。
 一人ひとり違う個性があり、それぞれの進路があり、暮らし方もそれぞれだということがよくわかりました。
 資料１とてもわかりやすいです。お話も体験を含め参考になります。これから就活をひかえており、何から手
を付けて良いのか調べないとと気ばかりあせっていました。参考になります。ありがとうございます。
 最新の制度の事を教えて頂くと共に資料、用語解説集も作成して下さってとてもわかりやすかったです。お一
人お一人の大切に選択してこられた道筋を我が家に照らし合わせながら感謝の思いで聞かせて頂きました。
 現在小学生の発達障害児がいます。まだまだ就労して自立、一人暮らしをするというのは遠すぎる目標ですが、
今回の講演で伺ったことを子育てに活かしていけたらいいなと思いました。
「普通」の若者でも 1 年以上 1 つ
の所で勤めたり、親から自立するのは難しいことだと思うのに、お三方（のお子様も）はすごい努力をなされ
たのかな感心致しました。
 漠然とした不安はあるものの「就業」まで具体的に考えていなかったのですが、色々な支援機関があるのを知
り、自分の息子にはどの支援が適切なのか検討していきたいと思います。またお子さん達が前向きにお仕事を
し、自分の生活を確立しようと頑張られているのを聞き将来への希望が持てました。
 親として自分をセルフコントロールできる力、客観視できる力をつけることが大切だとお話を伺い感じました。
家庭での手伝いの大切さを改めて感じました。頑張ってもらいます。
 先輩方のお話を聞けて大変勉強になりました。子どもの選択肢をできるだけ広げられる様、法律や制度につい
てもしっかりと知識を持つようになりたいと思います。
 就業支援機関利用の流れがとてもわかりやすく、自分の子がどこにあてはまるか等よくわかりました。各所の
定義が何かもわかりました。体験談も貴重なお話で参考になりました。
 用語解説集、わかりやすくてありがたいです。先輩おふたりの話がとても参考
になりました。大学の先生や施設職員の方の専門職の人の話も勉強になります
が、当事者や親の方の話は具体的でイメージしやすいです。
 先輩方の生のお話はとても参考になりました。目の前のことだけではなく、少
し先のことに目線をおいて子どものことを見ることができるのが親の会の魅力
だと改めて感じました。
 仕組みや法律制度がころころと変わるので、困るのですが、上手に利用出来るよう情報収集の必要性をとても
感じました。それにしても支援機関が多いですね。それぞれに基づく法律と受けられる支援が違うとのお話に
納得です。
 一般の講演では聞くことができない具体的なお話をお聞きすることができて良かったです。
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「ペアレント・トーク GO！」（第５回）の報告

報告

おたふく会ペアレント・メンター交流会＆メンター活動説明会を開催しました。
・日時：2019 年 4 月 21 日(日) 13：30～16：30
・会場：ドーンセンター和室
・参加者：7 名（内、メンター6 名・一般会員 1 名）
今年度は、2 年に 1 回の大阪府のペアレント・メンター養成研修の年に当たっています。
「ペアレント・メ
ンター活動」に興味関心のある会員の方に、ペアレント・メンター活動とはどういうものなのかの説明会を
兼ねて、すでに養成研修を受講・修了して現在メンター登録・活動をしている「おたふく会」のメンターさ
んたちの交流会（2018 年度分）を同時開催しました。
まず、2 月 20 日に行われた、大阪府ペアレント・メンター事業運営委員会と、2 月 23 日に開催された、ペ
アレント・メンターフォローアップ研修＆メンター交流会での資料を回覧しながら、その内容について報告
しました。
一般会員の参加者は 1 名でしたが、
2 月 23 日の全体交流会へのおたふく会からの参加者は少なかったので、
2018 年度の大阪府ペアレント・メンター活動の報告会ともなりました。その後、これまで大阪府のメンター
活動に派遣されたことのあるメンターさんより、実際にメンター活動に参加しての経験談や感想を述べあっ
たり、まだ未参加の方からは、今後の抱負や気になることなどの話がありました。その後は自由トークで、
それぞれの現在の悩み事なども相談したり、
和気あいあいと語り合いながら、
あっという間の 3 時間でした。

令和元年度（2019 年度）

募集

大阪府ペアレント・メンター養成研修のお知らせ
6 月 14 日に開催された「大阪府発達障害団体ネットワーク」会において、今年度の養成研修についての概
要説明がありましたのでお知らせいたします。
・ベーシック研修（新規メンター養成研修）
・対象：大阪府発達障害団体ネットワークに加盟している団体に所属し、2 年以上支援活動されている方
（所属団体からの推薦が必要です）
・日時：1 日目：9 月 10 日(火)13：00～16：30
2 日目：9 月 24 日(火)10：00～16：30
・会場：ドーンセンター 大会議室 3
・講師：鳴門教育大学大学院学校教育研究科 准教授 小倉 正義 先生
大阪大学キャンパスライフ健康支援センター 准教授 望月 直人 先生
・申し込み方法：後日の「おたふく会・瓦版」にてお知らせします（希望の方は、お見逃しなく！）
※メールでのお申し込みのみ・郵送でのお申し込み不可

報告

支援員交流会

3 月 24 日(日)13：00 よりドーンセンター小会議室にて、昨年の年度末以来 2 回目の支援員交流会を開催し
ました。参加は、おたふく会より会員 4 名と全国 LD 親の会近畿ブロックの会員 4 名の計 8 名でした。全国
LD 親の会主催「特別支援教育支援員養成講座」の講師をされており、おたふく会アドベンチャークラブの
ご指導にも来ていただいている大谷和夫先生をアドバイザーにお招きしました。
「学校との連携」
をテーマに、
実際の教育現場の大変さに悩む支援員さんに、先生から沢山のアドバイスをいただきました。
また、いかに落ち着いた学級作りに支援員として役立てるか、困っている児童生徒が安心して授業や集団
に参加できるよう先生方と協力しているか、親の会会員でベテラン支援員さんのお話の一つ一つが心に残り、
担当者自身も支援員として明日からがんばろうと勇気づけられた交流会となりました。 (Ｉ)
《今年度も全国 LD 親の会「特別支援教育支援員養成講座」が大阪で行われます。障害のある児童生徒への
サポートに興味のある方に最適なプログラムです。
募集開始のお知らせが 7 ページに掲載してありますので、
是非ご参照ください。
》
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会員の構成調査結果

「進路進学

勉強会」★高校受験について★

募集

＆アンケート閲覧
本年度は、中学校の特別支援教諭をされている八木悦子先生を講師にむかえ、勉強会を開催します。高校
ってどんな種類があるの？志望校を決めるまでのスケジュールって？受験する高校によって試験の点数と内
申点の割合が違うの？内申点って？お子さんの高校進学にむけて解らない事や不安に思う事はありません
か？現職の中学校教諭のお立場から、一般的な高校受験のお話に加えて、特性故の注意したい事や対策を解
りやすくご教示いただきます。皆さん、ぜひご参加下さい。
講
師
八木悦子先生（中学校 特別支援教諭）
日
時
7 月 28 日（日）10：00〜11：30
受付／9：45（受付後、勉強会開催までの時間もアンケート閲覧可能です）
場
所
ドーンセンター 中会議室 2
参 加 費
無料
定
員
25 名（正会員限定・お子様の参加はご遠慮下さい）
申込方法、申込先は瓦版または各グループリーダーさんからメールでお知らせします。
郵送で申し込む場合は、おたふく会事務局まで送ってください。
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
当日は 11：30 から 12：00 まで進路進学アンケートの閲覧会も実施します。
お子さんの中学進学や高校受験などに関する先輩お母さん方の経験談が見られる絶好の機会です。
こちらもぜひご参加下さい。
（正会員限定・お子様の参加はご遠慮下さい）
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高校生の保護者の方にお話を聞く会＆アンケート閲覧

報告

6 月 16 日（日）13：00 から、ドーンセンター中会議室 1 にて、「高校生の保護者の方にお話を聞く会」を
開催し、その後アンケートを閲覧しました。9 名の保護者の方々が参加され、4 名の高校生保護者から入学前
（中学での様子、学校選び）から入学後（在籍校での理解とサポート）までの貴重なお話を伺うことができ
ました。
【感想】
（参加者の感想抜粋）












進路フェアで親が 3 校程度に絞って、子どもに最終選択させることは本人が納得する上でも大切と感じまし
た。
今からフェアなどで色々見ないと、と実感しました。受験する学校の絞り方など考えるヒントになりました。
子どもをいつ参加させれば良いかのタイミングも参考になりました。
何を基準に高校を選べば良いかも分からなかったのですが、私立や公立の違いなども分かって良かったです。
オープンスクールへ行く必要があるのに本人の腰が重くイライラしていましたが、親だけ行けば良いのかと
目からウロコでした。
中学校の先生からは高等専修学校ばかり勧められるので、支援の子は普通の高校には行けないのか？と思っ
ていましたが、そうでもないみたいで。先生もそれほど知識があるわけでもないのがわかり、少し安心しま
した。
皆さんのそれぞれのお話が全部とても参考になり、進路について親子で色々頑張られているんだなと。私も
子どもと色々話し合っていこうと思います。
学校や塾には進学の情報が本当になく、ネットの情報もアテにならないため、今日は生の話を聞く事ができ
て良かったです。
準備の時期や対策など参考になることがたくさんありました。貴重なお話をありがとうございました。
高校生の保護者の方々が、質問に丁寧に答えて下さったので、しっかり相談する事ができました。
高校種別や学科が多岐に渡っていたので、いろんな話が聞けました。

【アンケート（今後進路進学でやってもらいたいことなど要望）】
（参加者の要望抜粋）
 今日みたいな会の第二弾があるとありがたいです。
 支援学校の中等部卒で高等部・高等支援に進学したお母さんの話が聞きたいと思います。
 長期休暇（夏・冬も）のサポート学習みたいなのがあれば・・・

高校生の保護者の皆様、
どの年齢の子どもの保護者にも具体的でわかりやすくお話し頂き、感謝致します。
ご参加頂いた皆様もご多忙の中、お時間を割いて頂き、本当に有難うございました。
進路進学担当者 一同

進路進学アンケートお礼
2019 年 3 月に小・中学校をご卒業されたお子様を持つ保護者の皆様へお願いしておりました進路進学アンケ
ートへたくさんのご返送ありがとうございました。
これから進学先などを検討しようとする後輩会員の貴重な資料とさせていただきます。
-----進路進学担当者 一同----
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★夏恒例企画「アドベンチャー・初谷川川登り」のご案内★

募集

大谷先生にご同行いただき、今年も夏のアドベンチャーは自
然の川を歩く、川登りです。
ちょっと深いところもあるので、泳ぐこともできます。親子
で楽しめる活動です。
開催日・場所：8 月 18 日（日）10 時 30 分 能勢電鉄妙見口駅改札前集合
講
師：大谷和夫先生
定員・参加費：子ども 15 名まで計 30 名程度。１家族 300 円
持ち物等詳しく
申込方法、申込先は瓦版または各グループリーダーさんから
は、参加者にお
メールでお知らせします。郵送で申し込む場合は、
知らせします。
おたふく会事務局まで送ってください。

＜中高生プログラム＞

夏休みだねー。

昼ご飯を作ろう！

募集

長～い夏休み中は、みんなで昼ご飯を作って食べよう！！
調理の後の片づけまで、仲間と一緒にワイワイ協力してするから、初めての人も、自信がない人も大丈夫。
美味しい昼ご飯を作りませんか～
日 時 ：8 月 3 日（土）10 時～12 時
場 所 ：ドーンセンター調理室
持ち物 ：エプロン、三角巾、手拭きタオル
参加費 ：実費（1000 円くらいまで）
メニュー：
「揚げないフライドチキン」
「サラダうどん」「プリンアラモード」
申込方法、申込先は瓦版または各グループリーダーさんからメールでお知らせします。
郵送で申し込む場合は、おたふく会事務局まで送ってください。

＜青年本人活動＞ 会員さん、大学生等グループ本人さんも大歓迎！！！

☆アンダンテ＆ジェントル

募集

交流会☆参加者募集☆

素敵なコンサートと茶話会でお菓子を食べながら、わいわいおしゃべりを楽しみましょう。
今回は、サックス 4 本とパーカッションのバンド、
「にこにこ」の生演奏(演奏予定曲『風になりたい』他)も
あります。皆さんの知っている曲もたくさんで 楽しいですよ。
迫力ある生の音色を聴いた後は、茶話会をして、一緒に盛り上がりましょう。
また、会員の方や大学生等グループ本人で音楽のお好きな方、青年本人活動に興味のある方は 是非ご参加下
さい。
日時: 2019 年 8 月 3 日(土) 13：40 受付開始、16：30 頃終了予定
場所: ドーンセンター 地下 1 階 多目的ルーム
ゲストバンド名: サックスだけじゃないアンサンブル「にこにこ」
対象: 青年本人(大学生等グループ本人も可)、会員
参加費: 700 円
〆切: 7 月 29 日(月)
定員: 25 名
申込方法、申込先は、瓦版または各グループリーダーさんからメールでお知らせします。
郵送で申し込む場合は、おたふく会事務局まで送ってください。
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「子どもを知る」－発達検査のお知らせ
大阪法務少年支援センターの臨床心理の専門家の方々による「（非行につながりかねない問題の）相談や発
達検査」を実施しています。発達検査の結果（プロフィール）に基づいて、生活等の助言をしてください
ます。結果（プロフィール）はいただけますので、学校での個別の指導計画、個別の教育支援計画等に活
用できます。
対 象 ： おおむね小学校 5 年生以上 （毎月 2 名まで受付）
場 所 ： 大阪法務少年支援センター
〒590-0014 大阪府堺市堺区田出井町 8-30 南海高野線浅香山駅、ＪＲ阪和線堺市駅下車
＊検 査： WISC-Ⅳ（16 歳以下） WAIS-Ⅲ (16 歳以上)
＊費 用： 無料
＊時 間： ２時間 30 分 1 人に対して技官 2 人体制
＊問合せ･申込み：おたふく会事務局 Email: otahu kuhp@g ma il.co m
メールのタイトルに｢発達検査｣、本文に①希望する日時、②氏名、③子どもの学年・年齢・性別、
④住所、⑤日中連絡のつく電話番号、⑥相談したい内容（非行につながりかねない問題点）
を全て記入の上、おたふく会事務局まで申し込んでください。
受付後、大阪法務少年支援センターの担当官の方から直接連絡を入れて頂きます。
＊〆 切： 定員になり次第しめきります。また申込は実施月の前月末日までにお願いします。
また、大阪法務少年支援センターでは、電話による相談もおこなっていらっしゃいます。お急ぎの方や、とりあえず
相談を、という方は直接お電話も受け付けて下さいます。

相談専用電話 072－228－5383
受付時間 平日 8:30～12:15 13:00～17:00

＊発達検査を受けられた方へ＊ 発達検査終了後、おたふく会事務局まで感想をお送り下さい。

★特別支援教育支援員養成講座ｉｎ大阪（6 日間・8 日間コース）募集開始★
全国 LD 親の会では、発達障害等の障害のある児童・生徒への支援の充実、特別支援教育の推進、保護者の
エンパワメント、障害のある幼児児童生徒に対する社会一体となった支援の充実を目的とした事業の一環と
して、特別支援教育支援員養成講座を開催しています。講師陣は、日本 LD 学会、特別支援教育士資格認定
協会のご協力を得て、特別支援教育士 SV の有資格者等を中心としています。特別支援教育支援員、学習支
援員、介助員だけでなく、学童保育・放課後等デイサービスなどで発達障害児の支援を行っている方等に必
要な知識や技能を織り込んだ最適のカリキュラムです。申込み・詳細は、全国 LD 親の会、またはおたふく
会 HP をご覧ください。
＊ボランティア支援員養成講座 in 滋賀（2 日間コース）も募集中！詳細は全国 LD 親の会 HP をご覧下さい。

★『かけはし』88 号発行★
PDF にて全国 LD 親の会 HP にアップしています。下記よりダウンロードできます。
http://www.jpald.net/kakehasi.html

★厚労省事業「発達障害者の顕在化されにくい読み書き困難についての実態調査」
アンケート報告とお礼★
報告書を全国 LD 親の会のホームページに掲載しています。アンケートへのご協力、ありがとうございまし
た。下記ページからダウンロードしていただけます（全 165 ページ）
。
http://www.jpald.net/report_2018.html
第Ⅰ部 発達障害者本人へのアンケートについて、 第Ⅱ部 発達障害者の親へのアンケートについて
第Ⅲ部 発達障害者本人および支援者へのヒアリングについてそれぞれまとめた構成内容になっています。
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おたふく会 2019 年度 6 月運営委員会 報告
2019 年 6 月 2 日(日)

ドーンセンター中会議室 1

出席：19 名

進行：代表

書記：事務局

会務
１．事務局・会計より
会員数 122 名…正会員 117(小中…18,高 18,大…16,青…65)･サポート会員 5

6/2 時点

２．運営委員会の今後の開催予定日（時間 10:00～12:00）
6/2(日)前半ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ…中会 2、9/1(日)…中会 1、11/3(日)…多目的室、2/2 日(日)、3/1(日)、5 月予定
３．会報等印刷発送の予定
6 月号 6/30(日):高･大

⇒9 月号 9/29(日)：青

⇒5 月総会担当：高･大

⇒11 月号 11/24(日)：小･中

⇒3 月号 3/29(日)：高･大

＊会員外への発送 6 月･11 月(9 月分同封)･3 月予定

４. おたふく会瓦版
6 月より配信再開予定(6/3 打合せ)
理解啓発活動
１．総会・特別企画
・第 29 回おたふく会総会

5/19(日)10:30～12:00

ドーン大会議室 1 参加 41 名･委任状提出 78 名

・特別企画テーマ：「わが子に必要な支援を考える～親にできること～」
5/19(日)13:30～16:00

ドーン大会議室 1

講師:保護者 3 名

参加:51 名…内訳:会員 50 名･家族 1 名

２．対行政等の要請活動など
３. おたふく会活動紹介（時間 13:00～13:30、場所:ドーン小会議室）
・5/12(日)参加 1 名、9/1(日)、2 月予定
４．おたふく会ホームページ
・会報発送後ＨＰに掲載予定
・ブログ「会報より」2018 年度以前の会報より一部抜粋して掲載予定

http://otafukukaihou.blogspot.jp/

会員交流
１．進路・進学
・新中 1 新高 1 アンケート

（新中 1…2 名

新高 1…11 名回収）

・高校生の保護者の方にお話を聞く会&アンケート閲覧

6/16(日)13:00(受付 12:45～)ドーン中会議室 1

参加 9 名
・勉強会「高校受験について」&アンケート閲覧

7/28(日)10:00(受付 9:45～)ドーン中会議室 2

２. 学年・所属グループ交流会
・小学生 G 保護者交流会：6/2(日)14:00～

ドーン中会議室 2

参加 6 名

・高校生 G 大学生等 G 合同保護者交流会：6/30(日)会報印刷発送作業終了後

ドーン小会議室 3

・青年 G 保護者交流会：9/29(日) 会報印刷発送作業終了後ドーン小会議室 6
・小学生 G 中学生 G 合同保護者交流会：11/24(日)会報印刷発送作業終了後

ドーン小会議室

３．おたふく会ペアレント･メンター活動
・メンター交流会＆メンター説明会

4/21(日) 13:30～ドーン和室 2

参加 7 名（うちメンター6 名）

・「サポートブックについての勉強会」企画中
４．おたふく会 30 周年事業企画委員会（時間 13:30～、場所:ドーン小会議室）
・9/1(日)、2 月予定
５．その他
・支援員交流会：3/24(日)13:00～ドーン小会議室 3

参加 8 名(会員 4 名･他会 4 名)

・おたふく会座談会：6/2(日)13:00～14:00 ドーン中会議室 2「小学校での加配について」
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参加 6 名

本人活動
１．アドベンチャークラブ、中高生プログラム、アンダンテ＆ジェントル(青年本人活動)
・アドベンチャー：私市くろんど園地方面 ハイキング
初谷川川登り

6/23(日)10:00〜

8/18(日)10:30〜

・中高生プログラム：夏休みだねー。

昼ご飯を作ろう！

8/3(土)10:00～

ドーン調理室

・アンダンテ＆ジェントル：
フエルトワークショップ
青年本人交流会

6/30(日)10:30〜17:00 阿倍野区民センター

定員:12 人

サックスだけじゃないアンサンブル「にこにこ」の演奏と茶話会
8/3 日(土)午後

女子力・男子力アップ

ドーン多目的室

パート 10

11/3(日)午後

定員:25 人(青年会員参加可能)
ドーン多目的室

講師:大阪府作業療法士会

(午前中に講師を囲んで作業療法士会の取組み等の懇談会を企画中)
調理実習

講師:栄養士

2 月予定

外部連携
１．全国 LD 親の会、近畿ブロック
・令和元年度特別支援教育支援員養成講座

①8/24 ②8/25 ③9/7 ④9/8 ⑤10/20 ⑥10/26 ⑦11/23 ⑧11/24

・今年度『かけはし』の発行は年 2 回（会員外には会報にて発行を告知）
・第 12 回全国 LD 総会
研修会

6/15(土）13:00～14:15 国立オリンピック記念青少年センター

6/15(土）14:30～16:30

センター棟 311

・青年交流会｢江戸東京博物館と両国散策｣

懇親会

6/15(土）17:00～19:00 D 棟レストランさくら

6/15(土)12:15～

・第 18 回公開フォーラム｢発達障害にとっての社会的障壁と合理的配慮｣
・公開フォーラム試験的ライブビューイング(基調講演･文科省報告)
・近畿ブロック会議

①7/21(日)午後

センター棟 311

6/16(日)9:40～16:30

6/16(日)午前

センター棟 501

ドーン中会議室 1

ドーン中会議室 2

・日本 LD 学会第 28 回大会「LD の「定義」を再考する～教育定義の誕生から＜20 年＞の今こそ～」
11/9(土)～11/10(日) パシフィコ横浜会議センター 親の会ポスター展示: 親の会懇親会:
２．JDDnet 関連
・発達障害啓発週間｢発達障害のある子どもの思春期に寄り添う｣上映＆講演会

4/7(日)13:30～ドーン大会議室 3

３．大阪府ペアレント･メンター事業関連
・大阪府ペアレント･メンター事業運営委員会

①7/1(月)

４．今年度実施の障害者施策会議及び上記以外の関連団体会議

(※)は公開の会議(傍聴可)

・大阪府発達障がい児者支援体制整備検討部会(※) ①7/10(水)
同 成人ワーキンググループ(※)

①8/30(金)

同 こどもワーキンググループ(※)

①9/4(水)

・大阪市障がい者施策推進協議会障がい者計画策定･推進部会(※)
同 基礎調査ワーキング会議(※)

①5/23(木)

②6/20(木)

・大阪市障がい者施策推進協議会発達障がい者支援部会(※)
・大阪市発達障がい者支援センター連絡協議会
・大阪府発達障がい者支援センター連絡協議会

7 月･2 月予定

・大阪障害者職業支援センター発達障害者雇用支援連絡協議会
・大阪府発達障害団体ネットワーク関連

①6/14(金)

②11/8 予定

・ホットメールなにわ（大阪市発達障害関係団体等ネットワーク）
５．発達検査
・毎月 2 名まで受付

※過去の体験者は感想を事務局まで送付
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③2/14 予定
①6/13(木）

10 月･2 月予定

近畿ブロック
開催場所
開催日時
出席者

欠席者

会議報告

岡山きらめきプラザ 703 号室
2019 年 3 月 10 日（日）13:00～17:00
当番会 高知sky
トムソーヤ、はあとりんく、翼、たつの子、明日葉、パンジー、あおぞら、おたふく会
（理事・評議員）３名
らっきょうの花

【議題】
Ⅰ．第 27 回 NPO 法人全国 LD 親の会評議員会報告
１．組織運営に関する審議
①定款変更手続完了（2018年度総会で定款変更決議） ※理事の任期を総会から総会までの2年間とする。
②【決議事項】運営規則改定
③第12回総会 日時：2019年6月15日（土）13：00～14：15 （受付開始 12：30）
場所：国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟311
④【決議事項】第13回総会 日時：2020年6月20日（土） 場所：西日本工業大学小倉キャンパス 6Ｆスタジオ
２.事業実施に関する審議
（１）LD 等の発達障害に関する研究事業
①厚生労働省平成 30 年度障害者総合福祉推進事業(2 次分)
指定課題 40 「発達障害者の顕在化されにくい読み書き障害についての実態調査」
内示額 199 万円
期間
平成 30 年 10 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日
②一般社団法人日本 LD 学会第 27 回大会
③一般社団法人日本 LD 学会第 28 回大会
④LD 等発達障害のある高校生の実態調査
（２）LD等の発達障害に関する理解啓発事業
①会報「かけはし」
【決議事項】 発行形態について
②第18回公開フォーラム
【決議事項】
発達障害にとっての社会的障壁と合理的配慮
日時：6月16日（日）9：40～16：30（開場9：10）
場所：国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟501
③第19回公開フォーラム
④特別支援教育支援員養成事業
・2018年度特別支援教育支援員養成講座 in 大阪
・2018年度ボランティア支援員養成講座 in 滋賀
⑤全国ＨＰ
⑥ブログ
・Canpan ブログ
http://blog.canpan.info/support-tool/
⑦理解啓発冊子販売事業（収益事業）
(３)LD等の発達障害のある人及び家族等の支援事業
①空白県対応
②親の会設立支援
③2019 年度 研修会
・日時：2019年6月15日（土）14:30～16:30 国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟
・テーマ：発達障害のある高校生調査報告
④2019年度 青年の交流会
・日時：2019年6月15日（土） 国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟 集合
(４)LD等の発達障害のある人に対する支援・制度の充実に向けた活動事業
①2020 年度予算要望
②文部科学省関連
③厚生労働省関連
2019 年 1 月 13 日日本 LD 学会第 2 回研究集会「顕在化しにくい発達障害の早期発見と支援」
④JDDnet 関連
⑤日本障害者協議会
⑥全国特別支援教育推進連盟
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⑦アジア太平洋リハビリテーション国際会議 in マカオ
Ⅱ．近畿ブロック研修会
①2018 年度近畿ブロック研修会
日時：2018 年 11 月 18 日
テーマ：各会今後の活動のために SNS の活用も含めて
報告：岡山はあとりんく
場所：神戸市青少年会館 6 階
参加者数：20 名
②2019 年度近畿ブロック研修会
Ⅲ．2018 年度近畿ブロック青年のつどい
青年の集い報告（滋賀トムソーヤ）
2019 年度担当会：奈良（パンジー）
Ⅳ．近畿ブロック体制について
・
近畿ブロック全国評議員

・
・

2017-2018
2018-2019

らっきょうの花 → 2019-2020
明日葉→ 2020-2021 調整中

トムソーヤ

会計 2017-2018 パンジー → 2019-2020 らっきょうの花
会議当番 2019 年 7 月 パンジー
2020 年 3 月 たつの子
※ 遠方の会のネット参加について、今後 体制を整えていく方向。

Ⅴ．その他
・ 各会の活動報告 各会より発表
※ はあとりんくより「アジア太平洋ディスレクシア・フォーラム」
（2020 年

岡山で開催）。

・次回近畿ブロック会議
日時：2019 年 7 月 21 日（日）13 時～17 時（部屋の予約時間）
場所：大阪ドーンセンター 中会議室 2
当番：パンジー

事務局からのお知らせ
＊今年度の運営委員会は…
旬の情報が行き交う｢おたふく会｣の運営委員会は、会員さんなら、どなたでも参加できます。時間を作られて、
ぜひ一度出席してみられてはいかがでしょうか！（時間：10:00～12:00、場所：ドーンセンター中会議室）
5/12(日)…参加 12 名 9/1(日)…ドーン中会議室 1 11/3(日)…中会議室 4（多目的室） 2/2 日(日) 3/1(日)
＊今年度のおたふく会活動紹介は…
｢入会を考えているがおたふく会のことについて知りたい｣、｢どういう活動に参加していいのか分からない｣
という方に向けて、年に数回、おたふく会活動をご紹介しています。お気軽にお越しください。事前申込み・
参加費は不要です。直接会場にお越しください♪（時間：13:00～13:30、場所：:ドーンセンター小会議室）
①5/12(日)参加 1 名 ②9/1(日) ③2 月予定
おたふく会ブログ「会報より」 http://otafukukaihou.blogspot.jp/ もぜひご覧ください！
＊おたふく会の新しいチラシとリーフレットができました！
関係機関等に配布して下さる方は、チラシ（A4 サイズ）または 3 つ折リーフレットのいずれかをご指定の上、
事務局まで必要枚数をお知らせ下さい。
事務局連絡先メールアドレス： otahukuhp@gmail.com
アドレス・住所変更や瓦版申込は、上記事務局までご連絡下さい。郵便での場合は会報差出し住所まで！
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9 月会報印刷発送作業＆交流会のお知らせ
9 月 29 日(日)
《会報印刷発送作業》

10 時よりドーンセンター地階にて

担当は、青年グループです。
《青年Ｇ保護者交流会》会報作業終了後よりドーンセンター4 階小会議室にて
＊参加者多数の場合は交流会会場を当日に変更することがあります。
午前中の会報印刷お手伝いで集まったあとは、グループの会員で集まり保護者交流会を行います。
「子どもの最近の様子」
「学校や仕事場での出来事」「将来のこと」など、普段だれにも相談でき
ないことも保護者同士で和気あいあいと話せる絶好の機会です。多数のご参加おまちしています。

会報印刷発送担当＆交流会
《11 月号

今後の予定

11/24（日）
》小学生・中学生グループ ⇒
《3 月号 3/29(日) 》：高校生・大学生等グループ

◆ドーンセンター（大阪府立女性総合センター）
〒540-0008 大阪市中央区大手前 1 丁目 3 番 49 号 ☎ 06-6910-8500
◆最寄駅は、京阪天満橋駅・メトロ谷町線天満橋駅・JR 東西線大阪城北詰駅

おたふくカレンダー
月
7
月

日
21 日(日)
28 日(日)

8
月

3 日(土)
3 日(土)
18 日(日)
24 日(土)
25 日(日)

9
月

1 日(日)
1 日(日)
1 日(日)
7 日(土)
8 日(日)
29 日(日)

10
月

29 日(日)
20 日(日)
26 日(土)

内
容
全国 LD 親の会 近畿ブロック会議
進路進学勉強会「高校受験について」
＆アンケート閲覧
中高生プログラム「夏休みだねー。昼ご飯
を作ろう！」
ｱﾝﾀﾞﾝﾃ&ｼﾞｪﾝﾄﾙ交流会 サックスだけじゃ
ないｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ「にこにこ」の演奏と茶話会
アドベンチャー 初谷川川登り
全国 LD 親の会
特別支援教育支援員養成講座①
全国 LD 親の会
特別支援教育支援員養成講座②
運営委員会
おたふく会活動紹介
30 周年事業企画委員会
全国 LD 親の会
特別支援教育支援員養成講座③
全国 LD 親の会
特別支援教育支援員養成講座④
会報印刷発送作業 青年グループ
青年グループ保護者交流会
全国 LD 親の会
特別支援教育支援員養成講座⑤
全国 LD 親の会
特別支援教育支援員養成講座⑥

場
所
ドーンセンター4 階 中会議室 2
ドーンセンター4 階 中会議室 2

時 間
13:00～17:00
10:00～12:00

ドーンセンター4 階 調理室

10:00～12:00

ドーンセンター地階
多目的ルーム
能勢電鉄妙見口駅改札前集合
ドーンセンター

13:40 受付開始
～16:30
10:30～
10:20～15:30

ドーンセンター
ドーンセンター4 階 中会議室 1
ドーンセンター4 階 小会議室
ドーンセンター4 階 小会議室
ドーンセンター
ドーンセンター
ドーンセンター地階
NPO 協働フロア（ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ）
ドーンセンター4 階 小会議室
ドーンセンター
ドーンセンター

12

9:30～15:00
10:00～
13:00～13:30
13:30～
9:30～16:10
9:30～15:00
10:00～
作業終了後
9:30～16:40
9:30～14:50

