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                                               ２０１９年１１月２４日発行 

第２４９号 大阪ＬＤ親の会「おたふく会」     

 

 

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/                                              

 

2020年冬企画のご案内 

起立性調節障害について学ぶ勉強会＆相談会 

 会員の方々より、「起立性調節障害のある児童への対応方法を学びたい」「不定愁訴との違いがわからず、

診察を受けるタイミングがわからなかった」などの声が寄せられていますので、リクエストにお応えして「起

立性調節障害」についての勉強会と相談会を実施します！ぜひご参加ください。 

日時・場所：1 月 25 日（土）13 時～14 時 30 分 ドーンセンター地階 多目的ルーム  

講    師：石崎 優子先生（関西医科大学小児科） 

備   考：参加費無料。定員 30 名、先着順（〆切 1/13）。相談は申込時にメールでお願いします。 

 

おたふく会ペアレント・トレーニング 

 「子どもにどう関わればよいのかわからない…。」など悩んでいませんか？楽しくなる子育てについて一緒

に考えましょう。中高生の保護者さん対象の思春期バージョンへの申込みも受け付けします！ 

実施日：①1 月 18 日(土)、②2 月 1 日(土)、③2 月 29 日(土)、④3 月 20 日(祝金)、⑤⑥調整中(全 6 回) 

講 師：古川 惠美先生（関西福祉大学看護学部） 

対 象：小学生から高校生の保護者 ※最少遂行人数 3 組 

場 所：ドーンセンターまたは大阪市内の公民館 

備 考：参加費無料。申込状況によって「午前の部」「午後の部」に分かれます。②回目以降はペア･トレ参

加中にサポート保育「英語であそぼ」を利用できますのでご相談ください（幼児小学生対象）。 

 

就労移行支援事業所見学会 

 就労移行支援事業所は、通いながら就職に向けたサポートを受けることができる場所です。 

見学予定の事業所は発達障害に特化した事業所で、就職までの道のりとして [ライフスキルコース][ワークス

キルコース][リクルートコース]と 3 つのステージに分かれて、その方の段階に応じてサポートしています。 

日 時：2 月 8 日（土）10 時、Osaka Metro 谷町線「阿倍野」駅南改札口集合 

対 象：正会員、本人（高校生以上）の参加も可能ですが保護者同伴でお願いします 

参加費：無料 

おたふく 

募集 

上記の企画への申込方法、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。 

http://www.otahuku.net/
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互選会のお知らせ 
 

 おたふく会には色々な活動があり、これらは会が発足して以来、会員の要望からひとつひとつ生まれてき

たものです。それぞれの活動は会員が自覚をもって支えていくことで成り立っています。皆が力を出し合っ

て会の運営に協力し合い、その中で親自身も共に成長しています。あなたも一緒に「おたふく会」を運営し

ていきませんか？現運営委員・新運営委員候補でない方も、正会員ならどなたでもご参加いただけます。 

 

日 時：3 月 1 日（日）10 時～12 時 ※互選会終了後に 3 月運営委員会を実施します 

場 所：ドーンセンター4 階中会議室 1 

問合せ：事務局 otahukuhp@gmail.com 

 

現運営委員の皆様へ 

来年度の体制を決めるため、現運営委員・来年度運営委員候補の方々にお集まりいただき、新運営委員の

選出、会計精算など互選会にて行います。何かと忙しい時期かと思いますが、是非ともご協力をお願いしま

す。現運営委員の方々は、①来年度委員継続の可否または新運営委員候補の選出、②互選会への出欠（←現

運営委員・新運営委員候補とも）を、2 月末までに上記事務局にお知らせください。 

 

会計精算のお願い 

立替えがある委員の方は、2 月 2 日（日）運営委員会、3 月 1 日（日）の互選会・運営委員会で必ず行って

ください。どうしても参加が難しく当日に精算できない場合は、上記事務局までご連絡ください。 

 

おたふく会新体制交代までの流れ 

 3 月 1 日（日） 互選会…新年度運営委員の選出、会計清算。3 月運営委員会 

 5 月 24 日（日）  第 30 回総会…総会での承認を得て、新体制が発足します。 

 6 月 7 日（日）  6 月運営委員会…新運営委員対象にオリエンテーションを行います。 

新年度に入っても 5 月の総会承認を得るまで現体制が続きます。第 30 回総会特別企画担当（高校生 G・大

学生等 G）は、現在のグループのままで行ってください。 

 

運営委員の役割は… 

運営委員は各活動の企画立案や会運営に関する活動を話し合い決定します。主な担当は以下の通り 

【役員】 代表・副代表・事務局・会計・広報・監事 

【運営委員】 

＜会務＞ HP、会報編集、印刷発送、代表副代表 ML、瓦版、会場予約、資料管理、活動紹介など 

＜会員向け活動＞ 進路進学、グループリーダー、ペアレント･メンター 

＜本人向け活動＞ 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(青年活動)など 

＜外部連携＞ 全国ＬＤ親の会･近畿ブロック、その他外部関係機関との会議担当 

（JDDnet 大阪、大阪府/大阪市の発達障害者支援体制整備関連、大阪府/大阪市発達障害者支援センター、 

 大阪府障害者雇用支援 NW、大阪府/大阪市発達障害団体 NW など） 
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アンダンテ＆ジェントル 青年本人活動 

女子力男子力アップ講座 パート１０ 

ちょこっとコミュニケーション力アップ！ 

 

11 月 3 日（日）ドーンセンター多目的室 本人参加者 9 名、大阪府作業療法士会より 14 名。 

パート 10 では、コミュニケーションの力が必要なジェスチャーゲーム、二人三脚、目隠し風船割りなどの

体を使うゲームを楽しみました。以前に経験している人がいたこともあり、積極的に皆参加できていました。 

ゲームの間に考える時間を上手く作って下さり、「困った場面」での対処の仕方や「断り方」について話し

あったり、「マイナスことばをプラスに言い換える」課題で意見の交換をしました。 

「言い換え」では親も驚くほど上手い言い換えがどんどん本人から出て、改めてこの子達は普段からいろ

んなことを意識して生きているんだと気づかされました。長い間の療育を通して、皆自然と長所を見つけて

もらっている成果なのかな？とうれしくなりました。 

例）気が散りやすい→色々なことに興味関心が持てる 

遅い→マイペースで仕事が出来る 慎重 ていねい あせらずに仕事が出来る 

おおざっぱ→おおらか 適当に出来る 

負けず嫌い→根性がある 成功するまであきらめない 

がんこ→自分の意志を貫ける      など 

今回も各人、自然と身につき、心に残る活動は貴重な経験となりました。限られた時間の中で、本人たち

の生きる力にプラスになる活動を続けていただけていることに改めて感謝いたします。先生方ありがとうご

ざいました。                                   （スタッフ） 

＜大阪府作業療法士会 西口先生の感想＞ 

今年度も貴重な機会をありがとうございました。今回は、おたふく会様の「職場や学校でのコミュニケー

ションに困り感がある人が多い。」とのお話から、「ちょこっとコミュニケーション力アップ講座」を企画し

ました。 

コミュニケーションには、言葉を用いる言語性のものと表情や姿勢や様子での表現や状況に合わせて理解

しあう非言語性のものがあり、両方を体感できるプログラムを行いました。少し面倒なテーマだと思った方

もおられたと思いますが、皆さん活発にお話ししてくださいました。同じジェスチャーや言葉でも、思いつ

く答えや意見は人それぞれ違っていました。マイナス言葉をプラス言葉に言い換えマイナス思考を和らげる

活動「リフレーミング」でも色々な表現があり、マイナスと言われる言葉もプラスだと思う方もいました。 

そのことから、人の考えは様々であると考え、自分の考えを伝え相手の考えを聞いてコミュニケーション

を楽しむことが大切なのだと、私自身あらためて思いました。 

皆様のご協力とご参加ありがとうございました。 

 

大阪府作業療法士会 西口講師による報告会 

11 月 3 日（日）ドーンセンター多目的室にて開催。 

大阪府作業療法士会の作業療法士の方々には「女子力・男子力アップ」の名の下、青年本人たちがライフ

スキルを身につけるべく様々な活動の企画、運営を支援して頂いています。この度は運営委員会の後、西口

先生に活動報告とともに作業療法士とは？作業療法士の観点から見る発達障がいとは？これまでのおたふく

会での活動についてなどのお話を頂戴しました。私たちがあまり身近に接する機会のない作業療法士ですが、

日常生活におけるあらゆる生活行為（動作）、学校生活や就労に必要な「作業」の獲得を目指し支援をしてく

れる頼もしい専門家です。以下のホームページで作業療法士や支援のヒントが紹介されております。  

大阪府作業療法士会ホームページ http://osaka-ot.jp/  

「仕事と生活 裏ワザブック」 http://osaka-ot.jp/wp-content/uploads/2014/04/shigototoseikatsu.pdf 

「発達障がいのある児童生徒への学習および学校生活支援 作業療法士からの提案」 

http://osaka-ot.jp/wp-content/download/pamphlet/hattatusyougai.pdf 

大分県作業療法協会ホームページ「伝～No.9～（まんが 作業療法物語～こども編～）」 

https://www.oita-ot.com/広報誌について 

報告 

報告 

http://osaka-ot.jp/
http://osaka-ot.jp/wp-content/uploads/2014/04/shigototoseikatsu.pdf
http://osaka-ot.jp/wp-content/download/pamphlet/hattatusyougai.pdf
https://www.oita-ot.com/広報誌について
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アドベンチャー 

秋恒例 釣り！ 

 

10月 27日(日)10時から シーサイドコスモ（大阪南港）にて釣りをしました。大谷先生にご同行いただき、

6 家族 12 名が参加しました。当日は天気が良く、過ごしやすかったのですが、肝心の魚はなかなか釣れず…。

釣果はメンバー全体で小ダイ、ガシラ、ベラが数匹とイマイチでしたが、子どもたちは晴天のもと、のびの

びと活動できていました。 

今回も中学生が中心になって、魚を捌いて見せてくれたりして、 

場を盛り上げてくれ、仲良く活動できました。小学生では、見事に 

魚を釣り上げた子もいました。 秋晴れの一日、のんびりと楽しく 

過ごせました。 

【感想】 

・楽しかった…理由もなく楽しかった。（中 2Ｔ君） 

・親子でボウズだったけど、潮風が気持ちよかった。絡まった釣り糸 

を解く息子の姿に成長を感じることができ、嬉しかった。 

（中 2Ｔ君 保護者） 

 

＜次回のアドベンチャー＞ 

冬の廃線敷きハイキング 

 

JR 福知山線の生瀬駅から武田尾駅までの廃線を歩きます。途中で真っ暗なトンネルを懐中電灯で照らしな

がら通ったり、川で石投げをしたりして楽しみます。 

初めての方、鉄道好きなお子様や保護者様のご参加もお待ちしております。 

 

日 時：1 月 19 日（日）10 時～ 

場 所：10 時に JR 福知山（宝塚）線「生瀬（なまぜ）」駅 集合 

講 師：大谷 和夫 先生 

参加費：400 円（保険代） 

 

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。 

 

 

支援教育支援員交流会のお知らせ 
 

 今回は「学校現場でのサポートで工夫していること」をテーマに情報交換をします。

支援教育支援員のお仕事に興味のある方のご参加も大歓迎です！ 

 

日 時：3 月 18 日（水）10 時～12 時 

対 象：小中学校の支援教育支援員の方、ご興味のある方 

場 所：ドーンセンター4 階 小会議室 1 

備 考：申込不要（直接会場にお越し下さい）。参加費不要。 

 

募集 

報告 

募集 
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ペアレント・トーク GO！（第６回） 

「オリジナル・サポートブックをつくろう！」 
（サポートブックに関心のある方、一緒に語り合いましょう） 

 

「サポートブックとは」と検索すると、「通常学級や特別支援学級在籍の発達障害のお子様を、学校と連

携しながら、合理的配慮をお願いするためのツール」とか、「お子さんに関わる人にお子さんのことを知っ

てもらい、安全で楽しく過ごしてもらうための支援ツール」、「新しい支援者に知っておいてほしい、本人

に関するさまざまな情報（特徴・接し方・支援方法など）を保護者がまとめた手作りの冊子」、「自閉症・

発達障害などの方が初めて接する人・サポートしてもらう人達に、いつでも誰からでも同じ支援をうけるこ

とができる」ため、などの説明があり、インターネット上には、さまざまな自治体や、発達障害者支援セン

ター、支援事業所のサイトにおいて記入用紙や記入例が掲載されダウンロードできるようになっています。 

では、わたしたちの子どもたちにとって、どのようなサポートブックがいいのでしょうか？  

今回は、おたふく会のペアレント・メンターさんの中で、実際に子どものためのサポートブックを作った

ことのある数名のメンターさんより、サポートブックを作ったときの工夫や気を付けたこと、学校や支援事

業所に渡したときの経験や感想を話していただき、参加者のみんなで語り合いたいと思います。 

（おたふく会のペアレント・メンターは、大阪府のペアレント・メンター養成研修を受講・修了して登録

しメンター活動を行っています。今回の企画は、メンバーの交流会を兼ねています。） 

 

★日 時：3月 8日（日）13時 30分～16時 30分 

★場 所：ドーンセンター4階 小会議室 2 

★対象者：正会員さんのみに限らせていただきます。ご了承ください。 

★参加費：無料 

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。 

 

アンダンテ＆ジェントル（青年本人活動） 

＜栄養士の先生による調理実習のお誘い＞ 

毎回、好評をいただいている調理実習のお知らせです。 

今回も栄養士の先生に、バランスの取れたおいしい料理を教えていただきます。当日は、買い物から調理

の後片付けまで、自分達で行っていただきますが、丁寧に指導して下さるので、初めての人でも、自信のな

い人でも大丈夫。自分で料理を作って、おいしさと達成感を味わってみませんか。 

興味のある方は是非ご参加ください。 

 

日 時：2 月 16 日（日）10 時～15 時頃（終了次第解散） 

対 象：青年本人 

場 所：阿倍野区民センター調理室（地下鉄谷町線 阿倍野駅 6 番出口すぐ） 

講 師：栄養士 山下 香代 先生 

メニュー：炊飯器で炊くケチャップライス、ロール白菜、ミルクティープリン、他にサラダか和え物を予定 

持ち物：エプロン、三角巾、タオル、マスク等（詳細は参加者に後日お知らせします） 

参加費：実費（1000 円くらいまでの予定） 

定 員：12 名（先着順） 

〆 切：2 月 3 日（月）まで（定員になり次第〆切ですのでお早めに！） 

申込方法、申込先は瓦版及び A＆G 通信にてお知らせします。 

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。 

募集 

募集 



6 

＜中高生プログラム＞ 

クリスマスパーティーをしよう！ 

 

クリスマスは、みんなで「ブッシュドノエル」と「チキン」を作ろう！！ 

「ブッシュドノエル」はフランス語で「クリスマスの薪」の意味で、切り株の形をしているケーキです。 

調理の後の片づけまで、仲間と一緒にワイワイ協力するから、初めての人も、自信がない人も大丈夫。 

片付けの後は、カードゲームをしませんか～ 

今回は、小学生高学年も中高生の先輩と一緒に楽しいパーティーをしよう！ 

 

日 時：12 月 7 日（土）10 時～12 時 

対 象：小学生高学年～高校生 

メニュー：「チキンステーキ」「コーンスープ」「ブッシュドノエル」「パン」 

場 所：ドーンセンター 4 階 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） 

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。 

 

パパ・ママの、運営委員会参加のサポート  

保育「英語であそぼ」 
お父さん、お母さんが、おたふく会運営委員会に参加している間、3 階の「こどものへや」で、楽しく自

由に過ごします。「英語」の歌やカード、リトミック運動を使って「英語であそぼ」に誘い、英語に触れる楽

しい時間を過ごします。小学校英語準認定指導者・小学校教員の有資格者が講師を務めます。 

 

日 時：2 月 2 日（日）9 時 45 分～12 時 

対 象：小学生～中学生の本人及びきょうだい 

場 所：ドーンセンター3 階「こどものへや」 

持ち物：お茶 

 

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。 

 

 

 

 
★日時：2月 23日（日）10時 30分集合（12時位までには終了予定です） 

★場所：ドーンセンター地階ワークステーション（事務作業の仕事場） 

★参加費は必要ありません。この日‟はたらいた”お手当をお一人ずつにお渡しします。 

 

 

 

◎参加者の人数を前もって知っておきたいので、事前の申し込みをお願いします。 

★必ず 本人の氏名、携帯番号、保護者の連絡が取れる電話番号をお知らせください。 

★申込先：おたふく会事務局 otahukuhp@gmail.com 

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。 

募集 

募集 

おたふく会の‟お仕事体験”やってみませんか？ 

《青年による事務作業委託のお知らせ》★☆募集！（高校生も可）☆★ 

   
 

今回は、これまでの会報印刷・発送作業ではなく、事務作業のみを行っていただきます。 

資料を印刷したり、封筒の切手貼りや袋詰めなどをする「事務の仕事体験」です。 

みんなで協力し合って作業して「交流」する時間も楽しみましょう！ 

 



7 

「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: otahukuhp@gmail .com  

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。 

 

 

 

 

 
 

事務局からのお知らせ 
＊今後の運営委員会は… 

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！(いずれも日曜開催 時間:10:00～12:00 場所:ドーンセンター) 

2/2…4 階中会議室 1、3/1…4 階中会議室 1(運営委員会の前に互選会開催) 、5/10…4 階中会議室 1 

 

＊今後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、会の活動を紹介しています。事前申込・参加費不要。お気軽にお越しください♪  

2/2(日) 時間:13:00～13:30 場所:ドーンセンター4 階小会議室にて。 

 

＊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。 

 

＊アドレス・住所変更は… 

事務局メールアドレス：otahukuhp@gmail.com または会報差出し住所までご連絡下さい。 

mailto:otahukuhp@gmail.com


8 

おたふく会 2019年度 11月運営委員会報告 

 

2019 年 11 月 3 日(日)      ドーンセンター中会議室 4    出席：13 名 進行：代表 書記：事務局 

会務 

１．運営委員会の今後の開催予定日  時間はいずれも 10:00～12:00 

2/2 日(日) …中会 1、3/1(日)前半･互選会…中会 1、2020 年度 5/10(日)中会 1、6/7(日)前半･新年度ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ、9/6(日) 

２．会報等印刷発送の予定 

11/24(日):小中 ⇒ 3/29(日):高大 ⇒ 2020 年度 6/28(日):青 ⇒ 9/27(日)：高大 ⇒ 11/29(日):小中 ⇒ 3/28(日):青 

今年度青年本人委託→2/23(日)10:30～会員継続事務手続きの準備作業依頼 

会員外への発送→6 月･11 月(9 月分同封)･3 月 

３. おたふく会瓦版 

6/10、7/10、8/11、9/10、10/7 配信済 

 

理解啓発活動 

１．総会・特別企画 

 担当:高校生 G･大学生等 G 

 日時･場所:2020/5/24(日)14:00～16:00 ドーン特会 

特別企画テーマ:「発達障害のある青少年が犯罪に巻き込まれないために(仮)」 

講師:辻川圭乃氏(大阪弁護士会） 

 参加費:おたふく会会員無料、会員同伴の家族(保護者)500 円、一般 1,000 円 定員:90 名(先着順) 

募集方法:3 月会報･継続手続書類･ＨＰに掲載、会員および関係機関・団体に告知 

２．対行政等の要請活動など 

３. おたふく会活動紹介 

2/2(日)13:00～13:30 ドーン小会議室 ＊来年度は 9 月･2 月実施予定 

４．おたふく会ホームページ 

・2019 年度発行分より会報発送後ＨＰに掲載 

・ブログ「会報より」会報から抜粋しての掲載は終了となりました http://otafukukaihou.blogspot.jp/ 

 

会員交流 

１．進路・進学 

２. 学年・所属グループ交流会 

 ・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 参加 18 名 

・(高校生の保護者を囲んで)小中学生 G 合同保護者交流会：11/24(日)会報印刷発送作業終了後 ドーン和室 1･2 

・高校生 G 大学生等グループ合同保護者交流会：3/29(日) 会報印刷発送作業終了後 ドーン和室 1･2 に変更 

３．おたふく会ペアレント･メンター活動 

・ﾍﾟｱﾚﾝﾄ･ﾄｰｸ GO！(第 6 回)「オリジナル・サポートブックをつくろう！」3/8(日)13:30～16:30 ドーン小会 2 

４．おたふく会 30 周年事業企画委員会 

2/2(日)13:30～ ドーン小会議室 

５．起立性調節障害について学ぶ勉強会&相談会 

  1/25(土)13:00～14:30 ドーン地階多目的 講師:石崎優子先生(関西医科大学) 定員:30名 

６．就労移行支援事業所見学会 

  2/8(土)10:00  Osaka Metro「阿倍野」駅南改札口集合 ※本人の参加可（高校生以上） 

７．おたふく会ペアレント・トレーニング 

 全 6 回、①1/18 ②2/1 ③2/29 ④3/20 ⑤⑥調整中、最少遂行人数 3 組以上の申込で実施 

８．支援教育支援員交流会 

  3/18(水)10:00～12:00 ドーン小会 1 
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本人活動 

１．アドベンチャークラブ 

・秋恒例 釣り！ 10/27(日)10:00～15：00 シーサイドコスモ 参加 6 家族(大人 6 名･子ども 6 名) 

・冬の廃線敷きハイキング 1/19(日)10:00 JR 福知山線「生瀬」駅集合 

２．中高生プログラム 

・クリスマスパーティーをしよう！ 12/7(土)10:00～ ドーン調理室 ※小学生高学年も参加可 

３．アンダンテ＆ジェントル（青年本人活動） 

・女子力・男子力アップ講座パート 10 ちょこっとコミュニケーション力アップ！ 

 11/3(日)13:30～ドーン多目的室 講師:大阪府作業療法士会 参加 9 名 

      11:30～大阪府作業療法士会 西口講師による報告会 

・栄養士の先生による調理実習のお誘い 講師:栄養士 2/16(日) 阿倍野区民センター調理室 メニュー未定 

４．パパ・ママの、運営委員会参加のサポート保育「英語であそぼ」 

・11/3(日)9:45～ドーン「こどものへや」 参加 1 名 

 ・2/2(日)9:45～ 

 

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） 

・近畿ブロック会議 ①7/21(日) ②3/8(日) 

・研修会 ｢発達障がい児（者）が犯罪にかかわったら〜当事者や親の心構え｣ 

11/17(日)13:30〜 大阪産業創造館 研修室 D 参加 6 名 

・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・親の会懇親会参加 

２．JDDnet 関連 

・懇談会 ①9/29(日) ②3/29(日) 

・発達障害啓発週間イベント 2020 年 4/5(日)午後 ドーン大会 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) ②10/28(月) 

同 成人ワーキンググループ(※) ①8/30(金) ②12/20(金) 

同 こどもワーキンググループ(※) ①9/4(水) ②12/23(月) 

・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(※)  ①8/29(木) 

同 基礎調査ワーキング会議(※) ①5/23(木) ②6/20(木)  ③7/30(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(※) ①9/30(月) 

・大阪市発達障がい者支援センター連絡協議会 ①8/28(水) 

・大阪府発達障がい者支援センター連絡協議会 ①8/5(月) ②2/3(月) 

・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 ③2/14 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) ①6/13(木) ②10/30(水) 2 月予定 

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 

６.その他 

 〈講演依頼〉大阪市教委主催:特別支援教育に関する保護者講座「支援を要する子どもの卒業後の進路について」 

10/31(木) インクルーシブ教育推進室 2 階研修室 2 
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3月会報印刷発送作業＆交流会のお知らせ 

３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：高校生グループ・大学生等グループです。 
《高Ｇ大Ｇ合同保護者交流会》 作業終了後よりドーンセンター4階和室 1･2にて 
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。ご参加お待ちしています。 

《お礼》9/29 会報印刷発送作業&青年 G 保護者交流会では、大勢(18 名も)の会員の皆さんにお集ま

りいただきありがとうございました。 

 

会報印刷発送担当＆交流会 今後の予定 
《6月号 6/28(日) 》：青年グループ ⇒  

            《9月号 9/27(日)》：高校生グループ･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・Osaka Metro 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 日 内    容 場    所 時  間 

12

月 

7 日(土) 中高生プログラム  

クリスマスパーティーをしよう！ 

ドーンセンター4 階 調理室 10:00～12:00 

1

月 

18 日(土) ペアレント・トレーニング① ドーンセンター4 階 中会議室 午前中 

19 日(日) アドベンチャークラブ 

「冬の廃線敷きハイキング」 

JR 福知山（宝塚）線「生瀬」駅 10:00 集合 

25 日(土) 起立性調節障害について学ぶ勉強会&

相談会 

ドーンセンター地階 多目的ルーム 13:00～14:30 

2

月 

1 日(土) ペアレント・トレーニング② ドーンセンター4 階 小会議室 午前・午後 

2 日(日) 英語であそぼ ドーンセンター3 階 こどものへや 9:45～12:00 

2 日(日) 運営委員会 ドーンセンター4 階 中会議室 1 10:00～12:00 

2 日(日) おたふく会活動紹介 ドーンセンター4 階 小会議室 13:00～13:30 

2 日(日) おたふく会 30 周年事業企画委員会 ドーンセンター4 階 小会議室 13:30～ 

8 日(土) 就労移行支援事業所見学会 Osaka Metro 谷町線「阿倍野」駅   

南改札口 

10:00 集合 

16 日(日) アンダンテ＆ジェントル 栄養士の先
生による調理実習のお誘い 

阿倍野区民センター１階 調理実習室 10:00～15:00 

23 日(日) 青年による事務作業委託「おたふく会
の‟お仕事体験”やってみませんか？」 

ドーンセンター地階 

NPO 協働フロア(ワークステーション) 

10:30～ 

29 日(土) ペアレント・トレーニング③ ドーンセンター4 階 小会議室 午前・午後 

3

月 

 

1 日(日) 互選会＆運営委員会 ドーンセンター4 階 中会議室 1 10:00～12:00 

8 日(日) ペアレント・トーク GO！（第 6 回） 

「ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ｻﾎﾟｰﾄﾌﾞｯｸをつくろう！」 

ドーンセンター4 階 小会議室２ 

 

13:30～16:30 

18 日(水) 支援教育支援員交流会 ドーンセンター4 階 小会議室 1 10:00～12:00 

20 日(祝金) ペアレント・トレーニング④ ドーンセンター4 階 小会議室 午前・午後 

29 日(日) 

 

会報印刷発送作業  

高校生グループ・大学生等グループ 

ドーンセンター地階 

NPO 協働フロア(ワークステーション) 

10:00～ 

 

29 日(日) 

 

高校生グループ・大学生等グループ合
同保護者交流会 

ドーンセンター4 階 和室 1･2 

 

作業終了後 

 
 


