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                                               ２０２０年３月２２日発行 

第２５０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/                                              

 

 

大阪ＬＤ親の会「おたふく会」第３０回総会 

会員の皆さんとこの 1 年を振り返り、また新たな 1 年間の活動計画を話し合いたいと思います。今後のお

たふく会の発展的活動のあり方を考えていく為にも、多くの会員の方のご参加をお待ちしています。 

3 月会報に同封する会員更新手続きと一緒に総会への出欠を確認します。→3 月会報 2 ページ 

 

日 時：5 月 24 日(日) 10 時開始 12 時終了予定 (受付 9 時 30 分から) 

場 所：ドーンセンター5 階 特別会議室 4 階 中会議室 3 

 

 

 

 

第３０回総会特別企画講演会 

｢発達障害のある青少年が犯罪に巻き込まれないために｣ 

  

発達障害のある子ども・青年はその特性から社会でのトラブルに巻き込まれることも少なくありません。

そのような被害にできるだけ遭わないために、今回の講演では弁護士の辻川先生をお招きして多くの事例を

中心にお話していただき、地域で安心して暮らせるよう保護者や支援者が知っておくべき予防策や適切な対

応などを考えていきたいと思います。 

 

講 師：辻川 圭乃氏 (大阪弁護士会) 

日 時：5 月 24 日(日) 14 時開始 16 時終了予定 (受付 13 時 30 分から) ※中止になりました 

場 所：ドーンセンタ―(大阪府立男女共同参画・青少年センター) 5 階 特別会議室 

    大阪市中央区大手前 1 丁目 3 番 49 号 京阪・大阪メトロ谷町線「天満橋」駅下車、東へ約 350m。 

対 象：おたふく会会員および一般 90 名 ※保護者･支援者対象です 

参加費：おたふく会会員無料、会員の同伴(保護者)500 円、一般 1,000 円 

申 込： 会員の方は継続書類の申込欄に参加者全員のお名前を記入してください。メールでのお申し込みは、

ホームページ URL http://www.otahuku.net/ にアクセス、トップページ右上「お問い合せ」をクリ

ック、お名前・アドレスをご記入いただき、お問い合わせ内容に「おたふく会特別企画申込」とご

記入の上、①氏名(複数申込の場合は全員の氏名)、②当日連絡がとれる緊急用電話番号、③ご所属(会

員の方は新年度グループ)を記入してください。 

《お知らせ》 上記イベントは、新型コロナ感染拡大防止のため 中止になりました。ご了承ください。 

おたふく 

募集 

http://www.otahuku.net/
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〈重要〉会員更新手続について 

 

継続手続の時期になりました。今月は更新手続のための書類と、返信用封筒を会報に同封しています。必

要事項のご記入とアンケートのご協力(正会員のみ)、および年会費の納入をお願いいたします。 

4 月 1 日より、ゆうちょ口座間送金の手数料が改定されますので、早めの手続きをおすすめします。 

 

＜更新手続書類について＞ 

・正会員の方…2020 年度更新等手続書 【返信用封筒に入れ 4 月 17 日(金)必着】  

※2001 年 4 月 2 日～2002 年 4 月 1 日生まれのお子さんのいる会員さんへ 

新年度はお子さんの進路に合わせて所属グループを選択してください。 

「青年グループ」…………就労・就労希望の方の保護者 

「大学生等グループ」……大学生・専門学校生・短大生・高卒の進学希望者・大学院生の保護者 

・サポート会員の方…サポート会員登録原簿 【返信用封筒に入れ 4 月 17 日(金)必着】 

 

＜会費の納入について / 正会員・サポート会員共通＞ 

(1)振込口座 ・ゆうちょ銀行からお振込みの方…ゆうちょ銀行 記号 １４１６０ 番号 ２２７９８２０１ 

・ゆうちょ銀行以外の金融機関からお振込みの方…ゆうちょ銀行  店名 四一八 店番 ４１８ 

預金種目 普通預金 口座番号 ２２７９８２０ 

(2)口座名義 大阪ＬＤ親の会「おたふく会」 

(3)会費金額 ・正会員 7,000 円 (年会費 6,000 円＋全国ＬＤ親の会会費 1,000 円) 

・サポート会員 3,000 円 

 

※更新手続書類の返送･会費納金の締切は 4 月 17 日ですのでご注意ください。 

※継続手続が完了しなければ「退会」扱いとなってしまい、再入会には入会金 500 円が必要となります。 

※分からないことがあれば事務局までお問い合わせください。E メール otahukuhp@gmail.com  

 

2020年 3月に小・中学校を卒業されたお子様を持つ会員の皆様へ 

★進路進学アンケートにご協力お願いします★ 

 

「おたふく会」では、以下の学年のお子様をお持ちの会員の皆様に、進路進学アンケートを実施 

しております。  

 

 今回のアンケートは 

 新中学 1年生（お子様が 2020年 3月に小学校を卒業）の保護者の方と、 

 新高校 1年生（お子様が 2020年 3月に中学校を卒業）の保護者の方が対象です。 

  

 これまでの学校生活や、入学を検討された学校などについての内容となっております。 

 これから進学先等を検討しようとする後輩会員の貴重な参考資料にさせていただきます。 

  

     ------------------------------------------------------------------------------------ 

お送りしたアンケートは 4月 17日（金）迄にご返送ください。 

     ------------------------------------------------------------------------------------ 

  

 大変お手数をお掛けしますが、ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。 

  

 進路進学担当者一同 
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進路進学交流会～先輩保護者の方にお話を聞く会～           

＆アンケート閲覧 

お子様の進路進学についての不安や疑問などをお持ちの方も多いのではないでしょうか。そこで「おたふ

く会」では、『進路進学交流会』を開きます。 

義務教育終了後、子ども達はいろいろな進路に進みます。中学在学中にどういった準備やスケジュールで

動いたのか？学校とはどのような連携をとったのか？など、先輩保護者さんに座談会形式でざっくばらんに

お話をして頂きたいと思います。 

 また、同時に『進路進学アンケート』の閲覧も行う予定です。 

皆様のご参加をお待ちしています。（正会員限定） 

 

日  時：6 月 7 日（日）13：30～16：30 

     受付開始／13：00～（アンケート閲覧も 13：30 から可能です） 

場  所：ドーンセンター 中会議室 2 

参 加 費：無料 

定  員：20 名 

 

●プライバシーに関わる内容ですので、当日の録画録音は禁止させていただきます。 

●当日の内容に関しての口外は一切なさらないようお願い致します。 

 

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。 

 

マジックショー＆演奏会 会員さんも、大学生さんも大歓迎！！ 

アンダンテ＆ジェントル青年本人交流会  

  

今年もやります、アンダンテ＆ジェントル青年本人交流会。今回はなんと豪華 2 本立て！ 

第一部は、北新地奇術倶楽部のマジックショー。ショーの後で簡単なマジック指導もしていただける予定

です。 

第二部は、昨年も大好評だった、サックス 4 本を中心としたアンサンブル「にこにこ」の J ポップ・アニ

ソン等の演奏会。 

目の前で見るマジックにビックリ！！ 自分でもできて思わずにっこり！！ 

迫力の生演奏にノリノリ！！ おいしいお菓子にほっこり！！ 

みんなで一緒に楽しみましょう。 

 

また、会員の方や大学生で、マジックや音楽に興味がある方や青年活動に興味のある方は是非ご参加下さ

い。 

 

日  時：2020 年 6 月 20 日（土）13：40 受付開始 14：00 開始 16：30 終了予定 

場  所：ドーンセンター 地階 多目的ルーム（比較的広いスペースです） 

対  象：青年本人（大学生も可）、全正会員 

参 加 費：1000 円（マジック体験材料費、お菓子代含む） 

 

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 
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アドベンチャークラブ 

初夏の私市ハイキング 

  

今年も私市にハイキングに行きます。 

会場の予約が取れたらピザ作りもする予定です。キャンプ好きな方や初めての方の参加、大歓迎です。 

 

日 時：6 月 21 日（日）10 時 京阪私市駅集合 

参加費：保険代 400 円（一家族）＋ピザの材料代 

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。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

事務局からのお知らせ 
 

＊今後の運営委員会開催予定は… 

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) 

5/10…4 階中会議室 1 6/7(前半は新年度オリエンテーション)…4 階中会議室 1 9/6…4 階中会議室 1 11/1 

 

＊新年度運営委員オリエンテーションのご案内 

5/24 の総会承認後より新体制が発足します。つきましては、6/7(日)の運営委員会前半に新運営委員対象オリ

エンテーションを行い、事務局や会計からの説明や各担当で打合せをします。ぜひご出席お願いします。 

 

＊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！ 

必要な方は、チラシ(A4)または 3 つ折リーフレットをご指定の上、枚数を事務局までお知らせ下さい。 

 

＊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。 

 

＊会員の皆さまへ 

新型コロナ感染拡大防止の観点から会の活動の一部が中止になりましたこと、ご了承お願いします。 

 

 

  

募集 

mailto:otahukuhp@gmail.com
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全国 LD親の会 設立 30周年記念事業 第 19回公開フォーラム 

「共生社会における多様なコミュニケーション 

～発達障害児者が社会とつながるために～」 

 共生社会の形成に向けた取り組みが進められている一方で、効率性が重視され、競争が激しさを増してい

る社会の中で、孤立感を深めている人も増えています。自分の思いや考えを伝えたくてもうまく伝えられな

い、あるいは、周囲から真剣に向き合ってもらえない、そんな時、人は絶望し、「自分は誰からも理解されな

い」「社会から必要とされていない」と感じ、社会とのコミュニケーションを放棄しがちです。特に、発達障

がいの特性から、今の社会の情報の伝え方やコミュニケーションのあり方では自分の思いが伝えられず、周

囲とコミュニケーションギャップが生まれ、孤立感を深めてしまいます。人はひとりひとり異なり、その在

り方も多様です。それぞれの方法で、社会とつながり、人々の多様な在り方を相互に認め合うためのコミュ

ニケーションとは何か、改めて考えてみたいと思います。 

 

日 時：2020 年 6 月 21 日(日) 9:40～16:00 (開場 9:10) ※中止になりました 

会 場：西日本工業大学小倉キャンパス (北九州市小倉北区室町 1-2-1) 6 階 スタジオ 

参加費：2,000 円(学生は 1,000 円)   定 員：180 名（定員に達し次第、締め切ります） 

プログラム： 

9:40～9:45   開演挨拶 

9:45～11:15  基調講演「発達障がいのある人が社会とつながって生きるために」 

田中 真理 氏 (九州大学基幹教育院 教授) 

11:15～12:00  講演(遠隔操作)「孤独の解消」 吉藤 健太朗 氏 (株式会社オリィ研究所代表取締役) 

13:00～14:00  講演 「描くということ」 Aju 氏 (アーティスト) 

14:15～16:00  パネルディスカッション「社会とつながる方法」 

報告１ 永浜 明子 氏（立命館大学スポーツ健康科学部 准教授） 

報告２ 永井 弘明 氏（全国 LD 親の会理事・福井たんぽぽの会） 

報告３ 大曲 千代子 氏（北九州 LD 等発達障害親の会「すばる」） 

16:00         終演挨拶・閉会 

主 催：NPO 法人 全国 LD 親の会 

共 催：北九州 LD 等発達障害親の会「すばる」・福岡発達障がい者親の会「たけのこ」 

後 援：文部科学省、厚生労働省、NHK 厚生文化事業団九州支局、福岡市、北九州市、北九州市教育委員会、 

一般社団法人日本発達障害ネットワーク、一般社団法人日本 LD 学会、NPO 法人日本障害者協議会 

 

 

 

 

 

日本ＬＤ学会第 29 回大会（兵庫） 

「発達障害と教育の未来－学びの多様性をふまえた 

学校づくりへ－」 

会 期：2020 年 10 月 10 日(土)～11 日(日) ※9 日(金)一般公開講演会開催予定 

会 場：大阪国際会議場(グランキューブ大阪)   

開 催：国立大学法人兵庫教育大学 

第 29 回大会会長：宇野宏幸(国立大学法人兵庫教育大学) 

参加費(親の会)：事前 5,000 円 当日 6,000 円 

参加事前申込み(親の会)：大会ホームページの申し込みフォームからお手続きください。 

申込み期間：2020 年 4 月 1 日～8 月 31 日  参加費納入期限：2020 年 9 月 10 日 

募集 

募集 

 新型コロナ感染拡大防止のため 上記イベントに加え研修会・青年の交流会・懇親会も中止になりました。 
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毎年４月２日から８日は「発達障害啓発週間」です 
 

JDDnet 大阪企画 発達障害啓発週間 2020 

｢発達障害のある大学生の就職支援を考える｣のご案内 

 

今年のテーマは、「発達障害のある学生への就職支援」です。2016 年の発達障害者支援法の改定により「社

会全体の責任で支援を行う」と定義されました。大学等の高等教育機関においても体制整備が求められ、就

学支援は行われるようになってきました。しかし、就職支援については、本人のニーズも多様であり、既存

の大学の支援では難しい状況です。どのようにして社会移行（教育から就業へ）を支援していけばいいので

しょうか。先進的な取り組みをされている大学や就労支援機関での実践のお話を伺い、社会移行に向けての

必要な支援についてみなさんと一緒に考えていきたいと思います。 

 

講 演：「大学での学生支援の現状と課題」 

     松久 眞実氏(桃山学院教育大学 教授)・大谷 朋子氏(帝塚山学院大学 キャリアセンター) 

「就職に不安のある学生への支援を考える 〜「エンカレッジの取組み」を通して〜」 

       窪 貴志氏(株式会社エンカレッジ 代表取締役) 

日 時：4 月 5 日(日) 13:30〜16:30 (13:10 受付開始) ※延期になりました 

会 場：ドーンセンター 4 階 大会議室 3(大阪府立男女共同参画・青少年センター) 

参加費：一般 1,000 円(JDDnet 会員は 500 円 ※おたふく会は JDDnet 所属団体です) 

定 員：70 名(申し込み先着順) 

申 込：必要事項(氏名、連絡先、JDDnet 所属の団体の会員は所属団体名)を明記の上、メールか FAX にてお 

申し込みください。メール：jddnet-osaka@oasc.jp FAX：06-4862-4158 

※参加希望者のお名前はすべて書いて下さい。 ※所属団体名がない場合は、一般での受付となります。 

 

 

 

 

大阪府｢発達障がい講演会 世界自閉症啓発デーin OSAKA 2020｣のご案内 

 

毎年 4 月 2 日は「世界自閉症啓発デー」及び 4 月 2 日から 8 日の「発達障がい啓発週間」には、全国で発達

障がいの啓発のためのさまざまなイベントが行われており、大阪府でも、発達障がいへの啓発を目的とした

講演会を下記のとおり開催いたしますので、お知らせいたします。 

 

日 時：4 月 8 日(水)14 時から 16 時 30 分まで ※延期になりました 

場 所：大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター) 7 階ホール 

講 演：第 1 部「全ての子どもたちの発達を支える仕組みづくり 〜多様性を認め支えあう社会へ〜」 

    講師 和久田 学(わくたまなぶ)先生 

 (公益社団法人子どもの発達科学研究所主席研究員 大阪大学大学院連合小児発達科学研究科特任講師) 

    第 2 部「発達障がいのある若者や大人の理解と支援を考える」 

    講師 青木 省三（あおきしょうぞう）先生 

 (公益財団法人慈圭会精神医学研究所所長 川崎医科大学名誉教授) 

参加費：無料 

申 込：事前申込が必要です(原則インターネットでの申込をお願いします) 

https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input?tetudukiId=2020010045  

参考ホームページ http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/hattatsusyogai_osaka/autismawareness_2020.html 

 

 

《お知らせ》 上記イベントは、新型コロナ感染拡大防止のため 延期 となりました。延期後の日程につきま

しては、おたふく会会員の方々はおたふく会事務局 otahukuhp@gmail.com までお問合せください。 

《お知らせ》｢発達障がい講演会 世界自閉症啓発デーin OSAKA 2020｣は、新型コロナ感染拡大防止のため 延期 

となりました。延期後の日程につきましては、上記参考ホームページをご覧ください。 

募集 
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就労移行支援事業所見学会感想 

 

2 月 8 日(土)10 時 から、大阪市指定就労移行支援事業所「ディーキャリア」天王寺オフィスを見学させて

いただきました。会員 3 名の参加となってしまいましたが、説明・見学・参加者からの質問にスタッフの方々

や事業所卒業生の方も加わって下さり、大変丁寧に対応していただきました。 

当日の見学では、グループワークの真っ最中で 5～6 名ずつ数グル－プに分かれ、「PDCA サイクル」をテ

ーマにディスカッションをされていて、和気あいあいとして活気ある話し合いがとても印象的でした。普段

は発達障害に特化した就職支援として「ライフスキルコース…生活リズムの安定・コミュニケーションの勉

強と実践・障害の理解など」「ワークスキルコース…模擬ワーク・企業への体験実習など」「リクルートコー

ス…履歴書の作成・面接練習・企業への配慮依頼作成・就職活動など」3 つのステージに分かれて、利用者

の就職への意欲向上だけでなく定着支援にも取り組まれているとのことでした。 

 

〈参加者の感想〉 

・短い時間でしたが、現場で直接、皆さんの様子やお話を聞くことができて、また担当者の方からの丁寧な

説明に、有意義な時間を過ごせて参加して良かったと感謝します。今後を考える上で有意義な体験でした。 

・施設の説明を受けたあと、土曜日ならではのグループミーティングの見学もさせていただきました。利用

者さんそれぞれライフスキルコースで学ばれたこと(他の利用者を尊重し、アサーティブな対応でした)を生

かし、グループ内で協力し合い意見をまとめておられました。もう少し、その場面に同席したかったです。

施設のスタッフや利用者の皆さま、どうもありがとうございました。 

 

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＞活動報告 

去る 2 月 16 日(日)、阿倍野区民センターにて、栄養士の山下先生の指

導による、調理実習を行いました。参加者は、男子 6 名・女子 3 名の 9

名。メニューは、ロール白菜・炊飯器で作るケチャップライス・ほうれ

ん草と卵のバター炒め・ミルクティープリンでした。 

買い物・調理・実食・後片付けを各自が責任をもち、又、班で助け合

い、とても上手に予定より早く終わることができました。 

参加者からは「とても美味しくできた」と好評でした。 

先生からは「毎回、私が皆さんと料理するのを楽しみにしています。私が家で試作したものよりおいしく

できて、皆さんの力にビックリです。」と、お褒めの言葉をいただきました。 

 

〈初参加者の感想〉 

・初めて参加させていただきました。普段から料理をしている訳ではないので、作り方を詳しく教えていた

だき、とても勉強になって、家でも作れたので、本当に参加できて良かったです。また、参加したいです。 

 

 

 

報告 

報告 
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アドベンチャー 冬の廃線敷きハイキング 
1 月 19 日(日)、大谷先生にご同行いただき、廃線敷きハイキングに 

行ってきました。4 家族 10 名が参加しました。 

10 時に JR 生瀬駅を出発し、国道沿いをしばらく歩くと廃線ルートに 

入りました。廃線内にレールはありませんが、枕木がまだ敷かれたまま 

で、本当に線路の上を歩いているようでした。武庫川には岩山から滝の 

ように水が流れていて、下には何メートルもありそうな大きな岩がゴロ 

ゴロとしていました。真っ暗なトンネル内は懐中電灯で足元を照らして 

進みました。鉄橋を渡った先の河原でお昼休憩をし、そこで川に石を投 

げて遊びました。 

 今回は小学 1 年生が初参加してくれました。全長約 5 ㎞の道のりを終 

始元気に楽しく歩き切り、無事武田尾駅までゴールできました。石投げ 

にもたくさん挑戦していました。 

冬晴れの 1 日、少し長い距離を歩いて、大人も子どももいい気分転 

換になったと思います。 

 

≪感想≫ 

・すごく楽しかった。トンネル内は暗かった。大人たちがまったり歩い 

てきたので落ち着いて景色を楽しめた。（中 2Ｔ君） 

・枕木がたくさん続き、自分が歩いているところに昔は電車が走ってい 

たかと思うとワクワクしました。今度は暖かい時に行きたいです。 

（小 5Ｈ君） 

・歩くのはしんどかったけれど、お兄ちゃん達が一緒に歩いてくれて頑 

張れた。川に石を並べたのも楽しかったです。（小 1Ｋ君） 

・子どもたちの歩く速さが速くてしんどかったけど、気持ちの良い空気 

を吸うことができた。（中 2Ｔ君父） 

・トンネルに入る機会がないので、通ることができて楽しかった。子ど 

ものペースで楽しめた。（中 2Ｔ君母） 

・自然溢れる緑の中、廃線沿いに続く武庫川渓谷の風景を楽しみながら 

ゆっくり贅沢な時間をすごせました。天候にも恵まれ、秘境感たっぷり 

で子どものテンションも上がりっぱなしでした。（小 5Ｈ君母） 

・懐中電灯を使って暗闇を歩く非日常感と自然に癒されました。日々の 

雑事を忘れリフレッシュできました。ありがとうございました。 

（小 1Ｋ君母） 

 

《青年による事務作業委託の報告》 

おたふく会の‟お仕事体験”やってみませんか？ 
 

作業日時：2 月 23 日（日）10 時 30 分～12 時 参加者：青年 3 名、スタッフ 4 名 

今回は、これまでの会報印刷・発送作業ではなく、3 月の会報発送の時に同封する、おもに会員継続のた

めの書類・資料などの印刷、封筒の切手やラベル貼り、セットなどの事務作業を行いました。 

 

〈参加者（青年）の感想〉 

・シール貼りを覚えることができて勉強になりました。 

・印刷機を初めてさわっておもしろかった。紙の切断機の切るところはマリオのレーザー気分だった。 

・初めてのシール貼り、切手貼りでしたが、得意だったので楽しかった。 

報告 

報告 
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第 28回 LD学会（東京）参加 報告 

 

 2019 年 11 月 9 日（土）～10 日（日） パシフィコ横浜で開催された日本 LD 学会『LD の「定義」を再考

する－教育定義の誕生から＜20 年＞の今こそ－』に参加しました。 

 2014 年の第 23 回和歌山（大阪）大会以来の参加でしたが、大会と各プログラムへの参加申し込み、名札

用紙や領収書の発行、プログラム冊子などがすべてホームページを通してダウンロードする形で、専用アプ

リをダウンロードして当日のプログラムの状況なども配信されるようになっていて、IT が進んでいることを

感じました。 

 同じ日に横浜マラソンが開催されていて、会場の周辺にもたくさんの人が来ていました。 

迷子になりそうになりながら、親の会のポスター展示の部屋を探して「おたふく会」のポスターを展示しま

した。コラージュのように切り貼りしたものや、大版印刷されたものなど各会工夫をされていました。親の

会の控室があり、プログラムの合間にちょっと立ち寄って休憩できるのも心強かったです。 

 プログラムは、学校教育に関するものが中心ですが、就労、医療、生涯学習など多岐にわたり、保護者が

発表者として参加しているものも目につきました。ポスター展示や発表などもあるので、びっちりとセミナ

ーの予定を入れてしまうと回る時間がたりなくなってしまい、駆け足での見学になりました。発達障害に関

する本やグッズのブースもたくさん出ていました。プログラム申し込みは事前に行っていたため、当日定員

いっぱいで入れずに予定変更ということもなく、スムーズに行動できました。 

 1 日目の終わりに親の会の懇親会があり、素敵にライトアップされたドッグヤードガーデンのお店に移動

し、楽しく交流しながら、おいしい料理とお酒をいただきました。偶然兵庫のたつのこの方と同じホテルだ

ったので、一緒に帰ることができ、翌日の朝食の買い物を一緒にできたのも楽しかったです。 

 2 日目も朝からセミナーに参加し、プログラムの最後には演劇を鑑賞しました。重度の知的障害があり地

域で一人暮らしをしている女性の実話をもとに本人が主演を務められ、障害者が地域で生活するための運動

の歴史なども学べるとともに、「障害ってなに？」「できないことを勝手に決めていない？」など様々なこと

を考えさせられ、感動的な舞台でした。 

 2020 年の LD 学会兵庫大会（10 月 10 日～11 日）は大阪が会場で開催されます。全国から来られる親の会

の方が気持ちよく過ごしていただけるよう、ポスター展示や懇親会などでおもてなしできたらと思います。

お手伝いをしていただける方にはおたふく会が参加費を補助するよう予算化しますので、この機会にぜひと

もご参加ください。本当にいろいろな勉強や交流ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告 
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おたふく会 2019 年度 3 月運営委員会報告 

 

2020 年 3 月 1 日(日)      ドーンセンター中会議室 1     出席：11 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 

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…中会 1、9/6(日)… 

中会 1、11/1(日) 

２．会報等印刷発送の予定 

3/22(日):有志 ⇒ 2020 年度 6/28(日):青 ⇒ 9/27(日):高大 ⇒ 11/29(日):小中 ⇒ 3/21(日):青 

・ゆうちょ口座間送金手数料変更に伴い 3 月会報発送日変更 ※今年度継続手続き〆切 4/17(金) 

・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 参加 3 名 

・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 

2019/6/10、7/10、8/11、9/10、10/7、11/10、12/2、12/13、2020/1/20、2/20 配信数:104(2/20 時点) 

 

理解啓発活動 

１．総会・特別企画 

 担当:高校生 G･大学生等 G 

 第 30 回総会 日時･場所:2020 年 5/24(日)10:00～12:00  ドーン特会 ドーン中会 3 

第 30 回特別企画講演会: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」 ※中止になりました 

日時･場所:2020 年 5/24(日)14:00～16:00 ドーン特会 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 後援:全国ＬＤ親の会 

２．対行政等の要請活動など 

 全国 LD 発行『高校生実態把握報告書Ⅲ』の会議での配布について ※今年度 50 冊購入 

３. おたふく会活動紹介 

2/2(日)13:00～13:30 ドーン小会 参加:0、※来年度はメンター活動の一貫として行うか 3/8 に検討 

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 ※リニューアル事前打合せ 3/10(火)10:00～ 

・ブログ「会報より」会報から抜粋しての掲載 http://otafukukaihou.blogspot.jp/ 

 

会員交流 

１．進路・進学 

 進路進学アンケート 現小 6･現中 3 の保護者対象 3 月会報に同封 返送〆切 4/17(金)  

 先輩保護者の方にお話を聞く会＆アンケート閲覧 6/7(日)13:30～16:30 ドーン中会 2 

２. 学年・所属グループ交流会 

 ・(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) ドーン和室 1･2 協力：高校生保護者 4 名 

 ・青年グループ保護者交流会 6/28(日)会報印刷作業終了後 ドーン小会 1 

 ・高校生・大学生等グループ合同保護者交流会 9/27(日)会報印刷作業終了後 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」&メンター交流会 3/8(日)午後 ドーン小会 1 

４．おたふく会 30 周年事業企画委員会 

・記念講演会:全国 LD 親の会と共催 

・1/11(土)13:00～全国 LD と事前打合せ、2/2(日)13:30～、3/1(日)13:00～ ドーン小会 

５． 就労移行支援事業所見学会 

  2/8(土)10:00 「阿倍野」駅南改札口集合 参加 3 名 

６．おたふく会ペアレント・トレーニング 

  1/18 説明会 ①2/1 ②2/29③3/20 中止 ④⑤⑥ 年度明けに調整、参加 10 名 
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※なお、1/25 起立性調節障害について学ぶ勉強会&相談会、3/18 支援教育支援員交流会、3/29 高校生 G 大学生等

G 合同保護者交流会は中止となりました。 

 

本人活動 

１．アドベンチャークラブ 

 ・冬の廃線敷きハイキング 1/19(日)10:00～14:00 JR｢生瀬｣｢武田尾｣駅間 参加 4 家族(大人 6 名･子ども 4 名) 

 ・初夏の私市ハイキング 6/21(日)10:00 集合 ※キャンプ場確保できればピザ作り 

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～ 中止 ※来年度は活動休止 

３．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 講師:栄養士 2/16(日) 阿倍野区民センター調理室 参加 9 名･サポ

ート 6 名 

・青年本人交流会 6/20(土) 14:00～ドーン多目的ルーム マジックショー(体験あり)とサックス演奏鑑賞 

・調理実習、大阪府作業療法士会による取組み 内容･日程未定 

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」  

 ・2/2 参加 1 名、2/29 中止 

 

外部連携 

１．全国 LD 親の会、近畿ブロック 

 ・全国 LD 親の会総会･研修会 6/20(土) 西日本工業大学小倉キャンパス 6F スタジオ、懇親会 

公開フォーラム「共生社会における多様なコミュニケーション～発達障害児者が社会とつながるために～」 

6/21(日)  西日本工業大学小倉キャンパス 6F スタジオ 

  公開フォーラムライブビューイング 6/21(日)    ※総会以外は中止になりました 

・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 

・令和 2 年度特別支援教育支援員養成講座  ①8/30 ②9/6 ③9/13 ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

・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 90 号 4/14 発行 

・『子育て支援ブックレット』エピソード募集の協力について 

・近畿ブロック会議 ①7/21(日)②3/8(日) 次回 2020 年 7/4(土)13:00～ドーン中会議室１当番：らっきょうの花 

・日本 LD 学会第 29 回大会(兵庫) ｢発達障害と教育の未来～学びの多様性をふまえた学校づくりへ～｣ 

 10/10(土)・10/11(日) 大阪国際会議場(グランキューブ大阪) 親の会担当:翼(ポスター)･おたふく会(懇親会) 

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 発達障害啓発週間 2020｢発達障害のある大学生の就職支援を考える｣  

日時:※延期になりました 

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) ②2/27(木) 

・メンター交流会･研修 2/1(土) 3 名参加 

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) 

・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) ③2/12(水) 

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) ②2/13(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) 

・大阪障害者職業センター 発達障害者雇用支援連絡協議会 2/4(火) 

・大阪府発達障害団体ネットワーク関連 ①6/14(金) ②11/8 ③2/14 

・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) 今後は未定 
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6月会報印刷発送作業＆交流会のお知らせ 

６月２８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：青年グループです 
《青年Ｇ保護者交流会》 作業終了後よりドーンセンター4階小会議室 1 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。 

《会員の皆様へ》 

・11/24 の(高校生の保護者を囲んで)小中学生 G 合同保護者交流会では、ご協力いただいた高校生

G 会員 4 名の方々はじめ、大変多くの小中学生 G の皆様にご参加いただきありがとうございま

した。 

・3/29 に予定していました会報印刷発送は変更、高校生・大学生等 G 合同保護者交流会は新型コ

ロナの影響により中止となりましたこと、ご了承くださいますようお願いいたします。 

 

会報印刷発送担当＆交流会 今後の予定 
《9月号 9/27(日) 》：高校生グループ･大学生等グループ ⇒  

              《11月号 11/29(日)》：小学生・中学生グループ 

◆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 

5

月 

 

10 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 

24 日(日) 「おたふく会」第 30 回総会 ドーンセンター4 階 中会議室 3 10:00～12:00 

24 日(日) 第 30 回総会特別企画講演会「発達障害のあ
る青少年が犯罪に巻き込まれないために」 

ドーンセンター5階 特別会議室 14:00～16:00 

6

月 

7 日(日) 新年度オリエンテーション＆運営委員会 ドーンセンター4 階 中会議室 1 10:00～12:00 

7 日(日) 進路進学交流会～先輩保護者の方にお話を
聞く会＆アンケート閲覧 

ドーンセンター4 階 中会議室 2 13:30～16:30 

20 日(土) アンダンテ＆ジェントル 青年本人交流会 

マジックショー＆演奏会 

ドーンセンター地階 多目的ﾙｰﾑ 14:00～16:30 

20 日(土) 全国 LD 親の会 総会・研修会 西日本工業大学小倉キャンパス 

6F スタジオ 

13:00～16:30 

20 日(土) 全国 LD 親の会 青年の交流会   

20 日(土) 全国 LD 親の会 懇親会 小倉ﾘｰｾﾝﾄﾎﾃﾙ１階 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎｰﾙ 17:30～19:30 

21 日(日) ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰｸﾗﾌﾞ「初夏の私市ハイキング」 京阪私市駅 10:00 集合 

21 日(日) 全国 LD 親の会 第 19 回公開フォーラム「共
生社会における多様なコミュニケーション
～発達障害児者が社会とつながるために～」 

西日本工業大学小倉キャンパス 

6F スタジオ 

9:40～16:00 

21 日(日) 全国 LD 親の会 公開ﾌｫｰﾗﾑ ﾗｲﾌﾞﾋﾞｭｰｲﾝｸﾞ   

28 日(日) 会報印刷発送作業 

青年グループ 

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～ 

28 日(日) 青年グループ保護者交流会 ドーンセンター4 階 小会議室 1 作業終了後 

7

月 

 4 日(土) 近畿ブロック会議 ドーンセンター4 階 中会議室 1 13:00～ 

8

月 

30 日(日) 全国 LD 親の会 

特別支援教育支援員養成講座① 

ドーンセンター5 階 大会議室 2  

9

月 

6 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 

6 日(日) 全国 LD 親の会 

特別支援教育支援員養成講座② 

ドーンセンター4 階 大会議室 1  
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