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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 

 

 

                                                 ２０１９年９月２９日発行 

第２４８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/                                              

 

ホームページをプチリニューアルしました！ 
 

前号から会報をホームページからダウンロードできるようになりました。でも、どこからダウンロードで

きるのかがわかりにくいということもあって、ホームページのプチリニューアルをしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会報もこれからは地球環境にやさしい、電子データ化が進んでいくのでしょうか。  

まだまだ新しい時代についていけていないところもありますが、できることで少しずつ改

良を進めていきたいと思います。新しくなったおたふく会のホームページをぜひ一度のぞ

いてみてくださいね。  

http://www.otahuku.net/ 

おたふく 

 

これまで、あまり自分の会のホームペー

ジを見る機会がなかったのですが、前回の

リニューアルから 10年がたち活動内容も当

時とは大きく変わっています。 

今の時代に、インターネットで親の会を

探している人もきっといるはず。新入会員

さんを増やそうと、チラシ、リーフレット

を新しくしたこともあり、次はホームペー

ジを新しく。 

変えたいところは話合いのなかでたくさ

ん出てきたのですが、将来的には自分たち

で内容を書き換えられる、スマホ対応のホ

ームページにフルリニューアルをめざし、

今回はプチリニューアルにとどめることに

なりました。 

最近加入された若い会員さんが熱心に意

見を出してくださるのもうれしいことで

す。素晴らしい技術を持った方もいます。 

 

ここから 

http://www.otahuku.net/
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「進路進学 勉強会」 

★高校受験について★ 

7 月 28 日(日)10 時から ドーンセンター中会議室 2 で、中学校の特別支援教諭をされている八木悦子先生を

講師にお招きして勉強会を開催し、高校受験について分かり易く丁寧に教えて頂きました。当日は 10 名の方

が参加され、講義後にも積極的に質問などを頂きました。 

 まず最初に、高校には色々な種類がある事を教えて頂きました。選択の幅がある事を知り、子どもの将来

についても希望を持って考えられるきっかけになりました。選抜の種類や時期・入試の評価内容については、

知らない事ばかりでしたが、詳しく教えて頂き大変参考になりました。進路決定までの流れを中学 3 年生の

年間スケジュール表として見せて頂きました。志望校を決める時に余裕をもって、見学や相談をするのにと

ても役立つ情報でした。 

 先が見えない不安で、本人は置いてけぼりで親ばかりが焦っていましたが、色々な高校を見学したり相談

会に参加した上で、本人の意向もしっかり聞き、時間を掛けて志望校選びに挑みたいと思いました。 

 八木先生におかれましては、お忙しい中、おたふく会でしか聞けない深いお話をしてくださり、ありがと

うございました。心より感謝しております。                     

進路進学担当者一同 

 [参加者の感想（抜粋）] 

・公立校・私立校、両方とも中身が有意義でした。テストに関してはチャレンジテストなど詳しく教えて頂

き分かり易かったです。評価のつけ方も詳しく教えて頂き大変分かり易かったです。 

・高校は種類も多く、分からない事が多かったのですが、今回の勉強会のおかげで高校の違いなどをうかが

う事ができ、とても参考になりました。進路決定までのスケジュールも参考になりました。 

・入試の時期や評価方法など、詳しく教えて頂いたので、我が子の受験の際の対応に参考になりました。 

・ありがとうございました。少し得意な部分は有るものの学力のほうは不安しか無かったのですが、早い時

期から沢山高校を見て本人に合う所を探す事も大事なのだなと思いました。親ばかり焦ってしまい本人に

合うと言う事を忘れていました。 

・進路決定までの流れがよく分かりました。希望校の決定など、どうしたら良いか全く分からなかったので

参考になりました。 

・高校受験への流れや多様な選択肢が体系的に分かって良かったです。沢山の資料もありがとうございまし

た。また、お子さんの受験の時の体験談もとても共感できました。 

・沢山の質問にていねいに答えて頂き、色々な疑問が解消されました。受験生ですが、とりあえず前向きに

やっていこうと思えました。 

・進路先の選択が少ないので、特別支援学校しかないかなと思っていましたが、私立校も考えてみようと思

いました。公立高校の特別支援学級の事が聞けて良かったです。 

・見学会にて障害への配慮と対応を確認する事が大切だと感じました。機会をとって見学会に繰り返し通っ

てみたいと思いました。 

 

アドベンチャー 私市くろんど園地方面ハイキング 

 

6 月 23 日（日）10 時～大谷先生にご同行していただき、私市くろんど園地方面

にハイキングに行きました。3 家族大人 3 人、子ども 2 人と少ない人数でしたが、

帰りのコースは気を抜くと滑り落ちてしまいそうな道が続いたり、去年の台風の影

響で大木が倒れたりしていたり、道がデコボコしていたりと、これぞ「アドベンチ

ャー！」という感じで、子ども達は楽しかったようです。 

《感想》 

今日はめっちゃ歩いたけど、すごい楽しかった。山道でスパイダーマンみたいに

登ったり、降りたりしたのがおもしろかった。また、アドベンチャーでハイキング

に行きたいです。（小 5 K 君） 

報告 

報告 
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アドベンチャー 初谷川川登り 

 

8 月 18 日（日）大谷先生にご同行していただき、4 家族（大人

5 人、子ども 4 人）で初谷川にて毎年恒例の川登りをしました。

当日は快晴で、非常に暑かったのですが、初谷川に入ると木陰

で涼しく、水が澄んでいてひんやりしていました。足をつける

ととても気持ちよかったです。今回は大谷先生が小さな釣り竿

を子どもたちの人数分用意してくださいました。中学生は見事

に小魚をゲットしました。小学生もサワガニを捕ったり、水鉄

砲で遊んだりと楽しく過ごしました。今年も上級生が下級生を

自然とリードする姿が見られ、子ども同士よく協力してくれま

した。夏休みの後半の一日、楽しく活動できました。 

《感想》 

・とても楽しかったです。今度は色々と道具を持って行き、参加したいです。（中 1 Ｍ君） 

・あんなところがあったら、子どもが小さいときに遊ばせられたなぁ…と思いました。私自身も涼めて、楽

しい一日でした。また秋のアドベンチャーも参加したいと思います。（中 1 Ｍ君 保護者） 

 

 

アンダンテ&ジェントル 

フェルトワークショップ 

 

日 時：6 月 30 日 10 時半から 16 時、場所：阿倍野区民センター アトリエ 

講 師：加藤ますみ先生（ハンドメイドフェルト工房 ZÜS 主宰 https://zuszuszus.com/ ） 

参加者：青年 6 名、大学生 1 名 

フェルトは羊の毛（ウール）をお湯、石鹸水や摩擦などの刺激を与え縮ませることによってできる不織布

です。逆にウールの衣類を洗濯する場合は縮ませないようにしなくてはなりません。今回、対比したウール

を扱う方法、「ウール等おしゃれ着の洗濯方法」と「フェルト制作の方法」を学びました。制作に時間がかか

るので途中、昼食やティータイムをとりながらの作業でしたが、皆とても素敵なカード入れを完成させるこ

とが出来ました。 

 

講師感想 

力を加えることによってだんだん縮んでいく羊毛の性質をつかって、カード入れを作りました。 

初めての経験の方も多い中、みなさん、とても根気強く作業してもらいました。色を選んで模様を付けて、

目標の大きさまで縮んだ時、とても満足そうな顔で、わたしもとても、嬉しかったです。お仲間に入れても

らってありがとうございました！ 

 

 

報告 

報告 

https://zuszuszus.com/
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アンダンテ＆ジェントル交流会 

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 月 3 日（土）ドーンセンター多目的室にて調理実習でお世話にな

っている山下先生が参加されているサックスだけじゃないアンサン

ブル「にこにこ」（サックス 4 本とパーカッションのバンド）をお迎

えしての交流会を開催しました。参加者は本人 9 名・会員（世話人

含め）10 名でした。 

近くで見る生の演奏は素晴らしく、皆聞き入っていました。また

夏らしい曲や知っている曲をご用意下さり、心地よくその音色を楽

しませていただきました。楽器の紹介もしていただき皆物知りにな

れました。もっと聴きたい、また聴きたいという思いを残しながら

のあっという間の一時でしたが、暑い中、お越し下さったサックス

だけじゃないアンサンブル「にこにこ」様には感謝いたします。ありがとうございました。 

後半は自分が言いたいこと、困っていること、こんなんだったらい

いな等、各人の主張があれば発言してもらいました。普段自分の思い

を伝える場面がないので、こういう機会は本人たちにとって大切だと

思えました。 

それぞれ悩んでいることも多く、すぐに解決できることばかりでは

ありませんが、私たちが声を上げ続けることで軽減される問題などは、

これからも主張し続けなければと思いました。テーマパークについて

調べてくれた人の発表も興味深く、とても盛りあがり、楽しい交流会

となりました。                    （Ｉ） 

 

 

 

 

＜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。 

 

報告 

募集 
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次回のアドベンチャー 秋恒例 釣り！ 
 

秋恒例となりました「釣り」を今年も実施する予定です。今年は釣れるかな？ 

釣り場は駅近で、電車でも行きやすい場所ですので、是非ご参加ください！ 

 

日 時：10 月 27 日（日）10 時に Osaka Metro「コスモスクエア」駅 改札前集合 

場 所：シーサイドコスモ 

講 師：大谷和夫先生 

参加費：1 家族 300 円 

 ※早く来て釣りを開始していただいて結構です。その場合は担当者に連絡してください。 

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。 

 

 

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！ 

 

大阪府作業療法士会の作業療法士とのソーシャルスキルアッププログラムです。今回は、「ちょこっとコミ

ュニケーション力アップ！」をテーマに、活動（作業）を通じて作業療法士とおたふく会メンバーと一緒に

考えてみようという取組です。コミュニケーション力又は作業療法士にちょこっと興味がある方、参加して

みませんか？ 

 

対 象：青年本人 

日 時：11 月 3 日（日）13：30  13：00～受付開始 

場 所：ドーンセンター地下多目的室 

〆 切：10 月 25 日（日）  

 参加費等詳細は申込者に直接メールにてお知らせします。申込方法、申込先は 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。 

   

 

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：11 月 3 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。 

募集 

募集 

募集 
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特定非営利活動法人 全国ＬＤ親の会 総会、研修会  
 

特定非営利活動法人 全国 LD 親の会総会、研修会が 6 月 15 日（土）に開催され、参加してきました。 

総会は全国の親の会が参加され、議案書に沿って進行され、決議として「平成 30 年度事業報告」「平成 30

年度決算報告および監査報告」「平成 31 年度（令和元年度）役員選任」理事会報告として「平成 31 年度（令

和元年度）事業計画」「平成 31 年度（令和元年度）予算」について議事が進行され滞りなく終了しました。

その後、「発達障害のある高校生の実態調査からみた現状と課題 NPO 法人全国 LD 親の会・会員調査」と

のタイトルで、NPO 法人全国 LD 親の会の東條裕志氏から全国 LD 親の会加盟団体の「15～21 歳の子どもと

その保護者」を対象に行った会員調査の内容を要約して報告されました。報告の内容はほぼ実感として感じ

ているようなものでしたが、やはり調査の分析結果で出てくると「なるほどね、やっぱりね」という形で報

告されているところが印象に残りました。例えば「進路選択で困った内容」として多かったのが「情報が少

なかった」「不登校であった」、中学校の学級籍は通常学級が減り特別支援学級が増えている、保護者から見

た「学校としての発達障害の理解」は以前調査より進んでいるように見える、保護者の 1/3 は子どもに「友

人がいない」と思っているが保護者が「友人がいない」と回答していても本人は約 6 割「友だちがいる」と

回答している、高校生と高卒者を合わせた集計ではどの学校でも「責任ある役割が苦手」という設問に「は

い」「どちらかといえばはい」の回答が合わせて 5 割以上ある。といった内容は実体験としてあるなと感じま

した。調査結果の報告は親の会で活動されている人にとっては「うんうん」とうなずく内容ばかりで目新し

いものではないかもしれないけれども、分析、文章化していくと周りの人たちへの理解が深まるものとして

とても参考になるのではないかとそのように思いました。 

 

第 18 回全国ＬＤ親の会公開フォーラム  

ライブビューイング感想 
 

6 月 16 日(日)、国立オリンピック記念青少年総合センター(東京)で行われた全国 LD 親の会公開フォーラム

が試験配信され、午前中の基調講演「社会的自立を支える力」(講師：品川裕香氏)および文科省による行政

解説「特別支援教育の動向について」のみライブビューイングとしてドーンセンター中会議室にて開催いた

しました。おたふく会瓦版リニューアルの影響で告知から当日まであまり日が無く、参加は 5 名と少なかっ

たのですが、以前におたふく会総会特別企画でお招きした品川氏の講演を再び大阪に居ながらにして受講で

き大変好評でした。参加者全員から今後も遠方での講演会のライブ配信を希望する声が上がりました。 

 

★『かけはし』最新号、全国ＬＤ親の会ＨＰにアップ★ 
全国 LD 親の会発行の会報「かけはし」最新号（第 89 号）が、ホームページに PDF で掲載されました。最

新号では、全国 LD 親の会理事長挨拶、6 月に行われた研修会・全国の青年交流会・公開フォーラムの報告、

全国 LD 親の会会員の構成調査結果のほか、文科省・厚労省提出の要望書など内容も盛り沢山です。ブロッ

ク便りではおたふく会が所属する近畿ブロックからの報告が掲載されています。ぜひご覧ください。過去の

会報も下記 URL からダウンロードできます。 

http://www.jpald.net/kakehasi.html  ※おたふく会会員には 11 月会報に同封します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告 

報告 
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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: 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) 

11/3…地階多目的室(中会議室４)、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)  

 

＊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） 

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

 

＊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
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おたふく会 2019年度 9月運営委員会 報告 

 

2019 年 9 月 1 日(日)      ドーンセンター中会議室 1    出席：16 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 

11/3(日)…多目的室、2/2 日(日) …中会 1、3/1(日)運営委員会前に互選会、5 月予定 時間 10:00～12:00 

２．会報等印刷発送の予定 

9 月号 9/29(日)：青 ⇒11 月号 11/24(日)：小･中 ⇒3 月号 3/29(日)：高･大 ⇒6 月号 6/28(日)：青 

＊会員外への発送 6 月･11 月(9 月分同封)･3 月予定 

３. おたふく会瓦版 

6/10、7/10、8/11 配信 

 

理解啓発活動 

１．総会・特別企画 

２．対行政等の要請活動など 

３. おたふく会活動紹介 

9/1(日)、2/2(日) 時間 13:00～13:30、場所:ドーン小会議室 

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、8/20 プチ･リニューアル打合せ 

・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 

・勉強会「高校受験について」&アンケート閲覧  7/28(日) 参加 10 名 

２. 学年・所属グループ交流会 

 ・高校生 G 大学生等 G 合同保護者交流会：6/30 参加 16 名 

・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 

・(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 

３．おたふく会ペアレント･メンター活動 

・「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 

9/1(日)、2/2(日)  時間 13:30～ 場所:ドーン小会議室 

 

本人活動 

１．アドベンチャークラブ 

・私市くろんど園地方面 ハイキング 6/23(日) 参加 5 名(大人 3 名･子ども 2 名) 

・初谷川川登り 8/18(日) 参加 9 名(大人 5 名･子ども 4 名) 

・秋恒例 釣り！ 10/27(日)10:00～シーサイドコスモ 

２．中高生プログラム 

・夏休みだねー。昼ご飯を作ろう！ 8/3(土) ※申込なく中止 

・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） 

・フェルトワークショップ 6/30(日) 参加 12 名(本人 7 名･会員 5 名) 

・青年本人交流会 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)  

参加 19 名(本人 9 名･会員 10 名) 
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・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)午後 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 2/16(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」 

 

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)  

 研修会(予定) ｢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 

・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 

・懇談会 ①9/29(日)13:00～ ドーン中会 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) 

・パネラー依頼 アクト大阪公開講座「家族支援の再考－支援が支援であるために」8/29(木) 

・メンター派遣 9/29(日) 茨木市保健医療センター 

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) 

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(※)  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) 10 月･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 

 

 

近畿ブロック 会議報告 

開催場所  大阪ドーンセンター 

開催日時  2019 年 7 月 21 日（日）13:00～17:00 

出 席 者  当番会 奈良パンジー 

おたふく会、たつの子、翼、トムソーヤ、らっきょうの花、sky(スカイプでの参加) 

         (理事・評議員) 3 名 

欠 席 者  明日葉、あおぞら、はあとりんく 

【議題】 

Ⅰ．第 28 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第 12 回総会 6 月 15 日（土） 国立オリンピック記念青少年センターに於いて 

②第 13 回総会 福岡県北九州市・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 
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③第 14 回総会(2021 年度) 

④2019 年度会員状況    ・会員数：2,396 名（241 名減）  ・入退会について：33 都道府県 40 団体 

 

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」 

 報告書：HP に掲載  http://www.jpald.net/report_2018.html 

②一般社団法人日本 LD 学会第 28 回大会 

・大会テーマ：LD の「定義」を再考する ～教育定義の誕生から<20 年>の今こそ～ 

・日時：2019 年 11 月 9 日（土）～10 日（日） ・会場：パシフィコ横浜 会議センター 

・大会会長：小貫 悟 先生（明星大学）     ・参加申込期間：2019 年 4 月 1 日～9 月 20 日 

・親の会企画シンポジウム：発達障害者の顕在化されにくい読み書き困難 ～厚生労働省実態調査より～ 

③合理的配慮と基本的環境整備実例収集（次回 9 月末） 

④その他  ・今後の研究事業（案）・・・１．発達障害者への生涯学習事業 ２．発達障害児の家族支援事業 

（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」 88 号：4 月 16 日（火）発行（HP に掲載） 

②第 18 回公開フォーラム   日時：2019 年 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   ・参加者: 合計 127 名 (当日参加 11 名) 

③第 19 回公開フォーラム 

・日時：2020 年 6 月 21 日（日）    ・場所：西日本工業大学小倉キャンパス 6F スタジオ 

④特別支援教育支援員養成事業 

・2019 年度特別支援教育支援員養成講座 in 大阪 

日程：2019 年 8 月～11 月   会場：ドーンセンター 

共催：大阪 LD 親の会「おたふく会」     後援：大阪府教育委員会・大阪市教育委員会・堺市教育委員会 

・2019 年度ボランティア支援員養成講座 in 滋賀 

日程:2019 年 8 月 3 日（土）・4 日（日）   会場：草津市立市民交流プラザ 大会議室 

共催：滋賀ＬＤ親の会「トムソーヤ」 

後援：滋賀県教育委員会・守山市教育委員会・草津市教育委員会・近江八幡市教育委員会 

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） 

・LD 等の発達障害のある高校生の実態調査報告書Ⅲ（全国ＬＤ親の会・会員調査）  発行予定：2019 年 9 月頃 

・親の会ブックレット  全国 LD 親の会 30 周年記念事業 

⑧その他 

 ・アジア太平洋ディスレクシアフォーラム 2020 in 岡山 2020 年 6 月 6 日～7 日  NPO 法人エッジ主催 

 ・アジア太平洋ディスレクシアフォーラム 2020 in 岡山プレイベント 

日時：6 月 29 日(土） 10:00～17:00     場所：岡山大学教育学部本館 4 階 401 号室 

(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     ・参加者：55 名 講師 1 名  合計 56 名 

④2020 年度 研修会  ・日時：2020 年 6 月 20 日（土）  西日本工業大学小倉キャンパス 6F スタジオ 

⑤2019 年度 青年の交流会  日時：2019 年 6 月 15 日（土） 

・江戸東京博物館と両国散策  参加者：24 名(内、懇親会申込は 18 名) 

⑥2020 年度 青年の交流会  

・日時：2020 年 6 月 20 日（土）   担当会：北九州すばる 

 (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 

・「教科書デジタルデータを利用した拡大教科書、音声教材等普及促進プロジェクト」評価会議 

③総務省・厚生労働省「デジタル活用共生社会実現会議ＩＣＴアクセシビリティ確保部会」 

 報告 http://www.soumu.go.jp/main_content/000615517.pdf 

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 

⑦アジア太平洋リハビリテーション国際会議 in マカオ 

「Sharing of Parents of children with disability: advocacy and services; and regional collaboration initiatives」  障害があ
る子どもたちの親どうしのシェアリング：擁護、サービス、地域協力の取り組み 
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社会福祉法人しが夢翔会 障がい児者相談センターみゅう 相談支援専門員。 

関わっていた知的障害者が誤認逮捕されたことをきっかけに、2007年より弁護士や社会福祉の仲間と任

意の勉強会を開始。 

「反社会的行動を伴う障がい者の支援検討会（しがＡＳＢサポートネット）」代表。 

2012年より「共生社会を創る愛の基金」の助成を受け、犯罪行為のある障害者の支援活動を展開。 

○ 近畿ブロック確認事項 

Ⅱ． 2019 年度近畿ブロック研修会 

・2019 年近畿ブロック研修会    日時：2019 年 11 月 17 日（日）13:30～16:00 

・講師；越野先生  ・テーマ：発達障がい児(者)が犯罪・事件にかかわったら～当事者や親の心構え 

・場所：大阪産業創造館   ・参加費：500 円   ・担当：明日葉 

 

Ⅲ．2019 年度近畿ブロック青年の集いについて 

・日時：2019 年 10 月 20 日（日）10:00～15:40 ・場所：平城京跡歴史公園朱雀門ひろば ・当番会：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・会計・会議当番会確認 

・2018 年度会計報告・2019 年度予算案 

・2019 年度近畿ブロック名簿作成 

 

Ⅴ．その他 

・第 14 回全国 LD 親の会総会(2021 年度)の開催県について   開催県：大阪 

・次回近畿ブロック会議    日時：2020 年 3 月 8 日（日） 13:00〜17:00 

場所：大阪ドーンセンター  当番：トムソーヤ 

 

ＮＰＯ法人全国ＬＤ親の会・近畿ブロック研修会 

発達障がいの有無にかかわらず、世間ではいろいろな犯罪に巻き込まれることがあります。 

言葉巧みにそそのかされ、意図せず犯罪に加担し加害者になってしまうなど、思いもよらないところで、「逮

捕」されたりする事もあります。そんな世の中ですが、いろいろな支援をうけながら、なんとか自立しようと

頑張っている子ども達が犯罪に巻き込まれないように、また、不幸にも巻き込まれた時にどう対応すれば良い

かを教えていただくために、専門家の先生をお呼びして、具体的な事例も交えながら、「発達障がい児(者)

が犯罪・事件にかかわったら～当事者や親の心構え〜」と題して、お話していただくことになりました。障が

い児(者)への、様々な支援内容を知るひとつのきっかけとしても、有意義なお話が聞けると思いますので、一

人でも多くの方のご参加をお待ちしております。 

 

日 時：2019 年 11 月 17 日(日) 13 : 30 ～ 16：00（受付 13：15 ～） 

場 所：大阪産業創造館 5 階 研修室 D 

Osaka Metro「中央線」堺筋本町駅下車(最寄出口 1 番より) 徒歩約 5 分 

Osaka Metro「堺筋線」堺筋本町駅下車(最寄出口 12 番より) 徒歩約 5 分  

講 師：越野 緑 先生 

 

 

 

 

 

 

定 員：37 名  

対 象：全国 LD 親の会 加盟の親の会会員 

参加費：500 円 

申込み： 10 月瓦版でおたふく会会員の申込先をご案内します。先着順にて受付し、各会参加人数枠が確定

次第、参加の可否を申込者にメールでお知らせします。 

主 催 ： 特定非営利活動法人全国 LD 親の会 近畿ブロック 

発達障がい児(者)が犯罪・事件にかかわったら 

～当事者や親の心構え〜 
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11月会報印刷発送作業＆交流会のお知らせ 

11月 24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：小学生グループ・中学生グループです。 
《小Ｇ中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 

＊今回は高校生の保護者を囲んでの交流会を開催予定＊ 

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》 6/30 会報印刷発送作業&交流会では、高校生グループ･大学生等グループの会員の皆さ

んに多数(16 名も！)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 
《3月号 3/29(日) 》：高校生･大学生等グループ ⇒  

《6月号 6/28(日)》：青年グループ  

 

◆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 

10

月 

 

20 日(日) 全国 LD 親の会  

特別支援教育支援員養成講座⑤ 

ドーンセンター 9:30～16:40 

20 日(日) 近畿ブロック 青年のつどい 

平城宮跡歴史公園 朱雀門ひろば 

近鉄西大寺駅南出口改札前集合 10:00～15:40 

26 日(土) 全国 LD 親の会  

特別支援教育支援員養成講座⑥ 

ドーンセンター 9:30～14:50 

27 日(日) アドベンチャー  

秋恒例  釣り！ 

Osaka Metro「コスモスクエア」駅 

改札前集合 

10:00 集合 

11

月 

3 日(日) 運営委員会 ドーンセンター地階 多目的ﾙｰﾑ 10:00～ 

3 日(日) 保育「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 

3 日(日) アンダンテ＆ジェントル  

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 

ドーンセンター地階 多目的ﾙｰﾑ 13:30～ 

9 日(土) 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～ 

パシフィコ横浜 会議センター  

10 日(日) 

17 日(日) 近畿ブロック研修会  

発達障がい児(者)が犯罪・事件にかかわっ
たら ～当事者や親の心構え 

大阪産業創造館 研修室 D 13:30～16:00 

23 日(土) 全国 LD 親の会  

特別支援教育支援員養成講座⑦ 

ドーンセンター 9:30～16:10 

24 日(日) 全国 LD 親の会  

特別支援教育支援員養成講座⑧ 

ドーンセンター 9:30～16:30 

24 日(日) 会報印刷発送作業  

小学生･中学生グループ 
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～ 

24 日(日) (高校生の保護者を囲んで)小学生・中学生
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 

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 

 




