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                                               ２０２０年９月２７日発行 

第２５２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/                                              

 

 

大阪府・市教育委員会に要望書を提出しました 

行政等への要望活動は、代表・副代表が大阪府・市の障がい者施策関係の委員になっていることもあり、し

ばらく行っていませんでした。しかし、COVID-19 感染症対策で新しい生活様式が求められている今こそ、親

の会として感じていることを要望書として提出しようということになりました。 

支援員として教育現場に携わっている方の実体験からも、分散登校くらいの少人数学級の方が先生の眼も届

きやすく、落ち着いて授業が受けられる環境であること、音や臭いに感覚過敏のある子どもにとっても、過ご

しやすい環境であること、ICT 教育（パソコンやタブレット端末、インターネットなどの情報通信技術を活用

した教育）手法を活用することで、読み書きが苦手な子どもや諸事情で学校に行きにくい子どもにも対応した

学びを保障してほしいという思いを込めました。 

要望内容は NPO 法人全国ＬＤ親の会の来年度予算に向けた要望内容から２項を参考引用し、下記の内容で

２０２０年６月１６日に大阪府・市の教育委員会教育長宛に郵送しました。 

 

 特別支援教育に関する要望 

 

平素よりＬＤ等の発達障害のある子どもに対するご理解とご支援をいただき感謝申し上げます。 

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が解除され通常授業が再開されましたが、第２波・第３

波を懸念し、学校現場においても様々な感染症対策が講じられ新しい生活様式が求められています。 

私たちは、ＬＤ等の発達障害のある子ども達も含め、一人一人の子どもの安全と学びが大切にさ

れていくことを願っています。今後も引き続き、流行性感染症への対策とともに子どもたちの学習

保障に向け、下記項目を要望します。 

 

1. 少人数学級、少人数授業の実施 

通常の学級における学級規模を小さくし、過密状態を避けた安全な学びの場を確保し、 

また、十分な教職や加配を拡充すること 

2. ICT環境整備の早期実現と指導体制の充実 

GIGAスクール構想による ICT 機器の整備を進め、一人一人の学び方に応じ、学校での 

学習と家庭学習を連動させた ICT 機器の活用を図っていくこと 

おたふく 

http://www.otahuku.net/
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活動担当者対象 

オリエンテーションの報告 

 

新型コロナウイルスにより、以前と打って変わって新しい生活様式が求められるようになった昨今、おたふ

く会でも感染防止を常に心がけて活動を徐々に再開する必要が生じました。そこで、おたふく会の活動を担っ

てくださっている運営委員の方々を対象に、今後の活動に向けてのオリエンテーションを急遽 2回に分けて実

施いたしました。各回ともに、おたふく会会員による専門的な指導・助言を受けることが出来ました。 

＜第 1 回＞ 7 月 11 日(土)14 時～ ドーンセンター4 階小会議室にて 「リモート活用(zoom)」について」 

オリエンテーションでの指導を受け、9 月運営委員会で試験的にリモート会議を実施いたしました。11 月以

降の運営委員会では、リモート参加希望者も募っていきたいと思います。 

＜第 2 回＞ 7 月 19 日(日)9 時 30 分～ ドーンセンター4 階中会議室にて 「感染防止対策について」 

一般的な感染防止対策に加え、感覚過敏のある子ども･青年に対して、会話中は扇子やうちわでマスク代用

をお願いするといった配慮事項も確認しました。 

 

 

子どもを対象とした 

今年度活動についてのお知らせ 

 

今秋以降も新型コロナウイルスやインフルエンザの影響が懸念されており、以下の活動について今年度の実

施を見合わせることになりました。ご理解の程よろしくお願いいたします。 

 

・「アドベンチャークラブ」 

（幼児～高校生の子どもとその家族対象の野外活動） 

・パパ・ママの運営委員会参加のサポート保育「英語で遊ぼ」  

（運営委員会およびペアレント・トレーニング実施中での幼児･小学生の子ども対象の英語保育） 

 

 

 

会員交流会感想 

 

7 月 19 日(日)10 時から 12 時まで、ドーンセンター4 階中会議室にて会員交流会を行いました。新型コロナ

ウイルスによる緊急事態宣言を受けて、外出自粛や活動自粛が長らく続いた後の久しぶりの交流機会となりま

した。参加者は小学生から青年の保護者 20 名でした。マスク着用に加え、会場の壁伝いに広がってソーシャ

ルディスタンスをとりつつ行いました（今までに無かった形態の交流会となりました）。交流会では、コロナ

で自粛中や解除後の子どもの様子から、コロナとは関係なく日々の困りごとや進路についての悩みまで話題満

載でした。先輩会員さんや同年代の会員からのアドバイスもあり、大変有意義な時間となりました。「やっぱ

り顔を合わせての交流はいいなぁ…♪」と改めて思えた交流会でした。 

 

 

報告 

報告 

重要 
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会員交流会のお知らせ 

 

 

7 月に好評をいただいた会員交流会を再び実施します。正会員・サポート会員の皆さま、ぜひご参加下さい。 

 

日 時：2021 年 2 月 7 日（日）13 時～ 小一時間程度 

対 象：正会員（保護者）・サポート会員 ※子ども預かりはありません 

場 所：ドーンセンター4 階 中会議室 3 

備 考：事前に人数把握のため、参加希望の方は 1 月末日までにメールか郵便で必ずお申し込みください。 

（事前に人数を把握し、申込者が多い場合は混雑を避けるために部屋を別にするなどの対応をします） 

ご参加の際にはマスク着用・手指の消毒など感染防止にご協力をお願いします。 

      水分補給のための飲み物はご持参いただいても構いませんが、お菓子等の食べ物はご遠慮ください。 

 

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。 

 

 

 
 

事務局からのお知らせ 
＊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ください。 

 

＊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ください。 

 

＊会員の皆さまへお願い 

新型コロナウイルス感染防止への対応にご協力ください。各活動に参加される際には、マスクの着用や会場に

備え付けの消毒薬等で手指を消毒するなどお願いします。また、屋内での活動の場合は混雑を避けるため、 

事前に人数を把握する必要がありますので、必ずお申し込みの上でご参加ください。 

  

運営委員会 今後の開催予定 
 

《11 月運営委員会》11 月１日（日）10時～12時 ドーンセンター4階中会議室 1にて 

《今後の予定》 2/7…4階中会議室 3 3/7…4階中会議室 1(前半に互選会を実施します) 

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！リモート参加(zoom 利用)も可能です。 

開催 1週間前までに、おたふく会事務局 otahukuhp@gmail.com までメールでお申し出下さい。 

募集 

mailto:otahukuhp@gmail.com
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おたふく会 2020 年度 9 月運営委員会報告 

 

2020 年 9 月 6 日(日)   ドーンセンター中会議室           出席：4 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 

9/6(日)…中会 1、11/1(日) …中会 1、2/7(日) …中会 3、3/7(日) …中会 1   ※11 月以降リモート参加可能(申込要) 

２．会報等印刷発送の予定 

9/27(日)13:00～高大 10:00～ ⇒ 11/29(日):小中 10:00～ ⇒ 3/21(日):青 10:00～ 

会員外への発送→6 月(3 月分同封)･11 月(9 月分同封)･3 月 

３. おたふく会瓦版 

5/8 配信数:100 件、6/27 配信数:93 件、7/24 配信数:93 件、次回 9 月中旬予定 

 

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 

 ・「特別支援教育に関する要望」を大阪府･市教育長宛て送付(6/16) 

３. おたふく会活動紹介 

・今年度は新型コロナの影響により実施見合わせ 

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 http://otafukukaihou.blogspot.jp/ 

 

会員交流 

１．進路・進学 

 ・進路進学勉強会をリモートで検討中 

２. 学年・所属グループ交流会 

 ・会員交流会 ①7/19(日)10:00～ ドーン中会 1 参加:20 名 ②2/7(日)13:00～ ドーン中会 3 

 ・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 

 ・小学生・中学生グループ合同保護者交流会 11/29(日)会報印刷作業終了後 ドーン地階多目的室 

 ・青年グループ保護者交流会 3/21(日)会報印刷作業終了後 ドーン中会 1 

３．おたふく会ペアレント･メンター活動 

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  

５．おたふく会ペアレント・トレーニング  

 ③7/12(日)10:30～ ④8/23(日)10:30～ ⑤9/26(土)10:00～  ※8 月実施分よりリモート併用 

６．その他 

 ・活動担当者対象オリエンテーション ①7/11(土)14:00～ ドーン小会 1 「リモート活用(zoom)について」 

②7/19(日)9:30～10:00 ドーン中会 1 「感染防止対策について」 
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本人活動 

１．アドベンチャークラブ 

・初谷川川上り ※中止 

・今年度は新型コロナの影響により実施見合わせ 

２．アンダンテ＆ジェントル（青年本人活動） 

・zoom を使ったリモート交流会 検討中 

３．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」  

 ・今年度は新型コロナの影響により実施見合わせ 

 

外部連携 

１．全国 LD 親の会、近畿ブロック 

・令和 2 年度特別支援教育支援員養成講座  ※中止 

・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 

・『新型コロナウイルス対策による生活状況 Web アンケート』 ※第 1 回 7/15～8/15、第 2 回 9 月中旬実施 

・近畿ブロック研修会 アンケート集計結果をもとに全国情報交換会（リモート） 

11 月 21 日(土)13:00～16:30「コロナ禍の中で子ども達、青年達はどうすごしていたか？～保護者の視点から～」 

・近畿ブロック会議 ①7/4(土) ②3/7(日) 

・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) ※オンライン学術集会に変更のため親の会ポスター展示･懇親会なし 

２．JDDnet 関連 

・懇談会 ① ② 

・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:9/27(日)午前 会場:ドーン大会 2 

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 ①10/2 ② 

・大阪府ペアレント･メンター フォローアップ研修 おたふく会メンター登録者より 2 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(傍聴可) 

・大阪府発達障がい児者支援体制整備検討部会(※) ①8/12 ② ③ 

同 成人ワーキンググループ(※) ①9/9 ② 

同 こどもワーキンググループ(※) ①9/4 ② 

・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(※)  ①10/2 ② 

同 基礎調査ワーキング会議 ①～②書面開催 ③7/21 ④8/21 ⑤9/4 

・大阪市障がい者施策推進協議会発達障がい者支援部会(※) ①10/5 ② 

・大阪市発達障がい者支援センター連絡協議会 ①9/24 ② 

・大阪府発達障がい者支援センター連絡協議会 ①書面開催 ② 

・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 ① 

・大阪府発達障害団体ネットワーク関連 ① ② ③ 

・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) ※未定 
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近畿ブロック 会議議事録 

 

開催場所  大阪ドーンセンター 

開催日時  2020年 7月 4日（土）13:00～17:00 

出 席 者  当番会 ◇ｚ らっきょうの花   ◇ｚ ：zoomでの参加 

        おたふく会、たつの子、翼、トムソーヤ、パンジー、◇ｚ sky、 ◇ｚパンジー、◇ｚ明日葉、◇ｚはあとりんく 

(理事・評議員) 3名                計：17名参加 

欠 席 会  あおぞら 
 

【議題】 

Ⅰ．第 30回 NPO法人全国 LD親の会評議員会報告 

① 第13回総会 2020年6月20日ドーンセンターにて開催、全会出席 

② 2020年度事業計画案・予算案修正 

③ 第14回総会 2021年6月26日（土）を予定。場所未定。担当会「おたふく会」「翼」 

④ 第15回総会 検討中 

⑤ 入退会について 変更なし 

⑥ 2020年度役員 

⑦ 2020年度会費請求について 

⑦ 2020年度会員名簿更新について 

⑧ 2020年度構成調査提出手続について 

 

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 

①一般社団法人日本 LD学会第 29回大会 →オンライン大会、親の会企画シンポジウム 

・親の会懇親会は中止 

②合理的配慮と基本的環境整備実例収集 

③その他 

（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」 90号 4月 14日（火）発行（親の会ホームページ掲載） 

②第 19回公開フォーラム 2021年 2月 21日、西日本工業大学小倉キャンパス予定。会員限定のｗｅｂ配信 

③【決議事項】第20回公開フォーラム 2021年6月27日（日）大阪開催の予定 

④特別支援教育支援員養成事業 

・2020年度ボランティア支援員養成講座in滋賀 中止 

・【決議事項】 2020年度特別支援教育支援員養成講座in大阪 中止 

・2021年度開催について： 

⑤アジア太平洋ディスレクシアフォーラム2020 in 岡山 

⑥全国ＨＰ 

⑦ブログ 

⑧理解啓発冊子販売事業（収益事業） 

⑨今後の講演会・研修会について 

（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 

③2020年度 研修会 中止 

④2020年度 青年の交流会 中止 

(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 

①2021年度予算要望、  

②文部科学省関連、  

③ＪＤＤｎｅｔ関連、  
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④日本障害者協議会、  

⑤全国特別支援教育推進連盟、  

⑥公益財団法人共用品推進機構「良かったこと調査」 

 

Ⅱ．近畿ブロック確認事項 

① 2020年度近畿ブロック研修会について 

・開催の有無を討議、採決する。→開催する 

 新型コロナ下での状況についてアンケートを行い、研修会で情報交換する。 

 近畿ブロックだけでなく、全国で取り組む。（研修会も Zoomを使用して、全国拡大版とする） 

・日時：  2020年 11月 21日（土）  13 ： 00  ～ 16 ： 30  

・テーマ： コロナ禍の中で子ども達、青年達はどうすごしていたか？～保護者の視点から～ 

・場所： ドーンセンター 

・担当： おたふく会 

 

② 2020年度近畿ブロック青年の集いについて 

新型コロナ感染拡大防止のため、中止 

 

③ 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 

・2019年度会計報告・2020年度予算案 

・2020年度近畿ブロック名簿作成 

 

④  近畿ブロック会費について →会費は来年度も 1団体 5,000円で継続 

 

Ⅲ．その他 

・各会の活動報告（資料Ⅲ-１） 

・次回近畿ブロック会議 

 日時：    2021年 3月 7日 13：00 ～ 17：00        場所：ドーンセンター（予定） 

 当番：たつの子 

・JDDnet福井 令和 2年度 オンラインシンポジウムの案内 
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◆ドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青少年センター）  

〒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 

11 月会報印刷発送作業＆交流会のお知らせ 

１１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：小学生･中学生グループです。 

 

《小学生･中学生Ｇ保護者交流会》 作業終了後よりドーンセンター地階多目的室にて 
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、普段誰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。 

《お願い》 参加される場合は「マスクの着用」「手指の消毒」など、感染防止対策にご協力下さい。 

会報印刷発送担当＆交流会 今後の予定 

《３月号 ３/２１(日)》青年グループ ⇒  

《６月号》小学生･中学生グループ ※日程は後日お知らせします。 

月 日 内    容 場    所 時  間 

10

月 

10 日(土) 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～｣ 

オンライン学術集会  

11 日(日) 

11 

月 

1 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 

21 日(土) 近畿ブロック研修会 

「コロナ禍の中で子ども達、青年達はど
うすごしていたのか？～保護者の視点
から～」 

ドーンセンター 13:00～16:30 

29 日(日) 会報印刷発送作業 

小中グループ 

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) 小中グループ保護者交流会 ドーンセンター地階 多目的室 作業終了後 

2

月 

7 日(日) 運営委員会 ドーンセンター4 階 中会議室 3 10:00～12:00 

7 日(日) 会員交流会 ドーンセンター4 階 中会議室 3 13:00～ 

21 日(日) 全国 LD 親の会 第 19 回公開フォーラム 会員限定の web 配信  

3

月 

7 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 

7 日(日) 近畿ブロック会議 ドーンセンター（予定） 13:00～17:00 

21 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～ 

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


