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                                               ２０２１年６月２６日発行 

第２５５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    Ｕ Ｒ Ｌ   http://www.otahuku.net/  
 
 

第 31 回大阪ＬＤ親の会「おたふく会」総会の報告とご挨拶 

第 31 回大阪 LD 親の会「おたふく会」総会につきましては、令和 3 年 6 月 6 日オンラインにて開催いた

しました。2020 年度活動報告および決算報告、2021 年度の役員・運営委員案・活動方針と計画、予算案へ

の各提案について、ご意見ご質問を受け付け、承認可決されましたことをご報告いたします。 

代表挨拶 
2021 年度 おたふく会代表 溝上 久美子 

「おたふく会」の活動にご理解、ご協力をありがとうございます。 
2021 年度も引き続き代表をさせていただくことになりました。会員のみなさま、運営委員のみなさまのご協

力のおかげでなんとか務められております。本当にありがとうございます。至らない点が多々あるかと思い

ますが、何卒よろしくお願いいたします。 
 

今年の総会も、COVID-19 感染症対策の緊急事態宣言が期間延長となり、会場開催ができずに、オンライ

ンにておこなうことになりました。 
オンラインで久しぶりにお顔が見れたり、声が聞けた方がおられたことは嬉しくもありました。しかし、

当日の出席を予定されていた方の中には、オンラインでの参加が難しい方もおられたと思います。大変申し

訳ありませんでした。 
決算報告を見ると、会場を使っての活動がほとんどできませんでした。アドベンチャークラブ、青年活動、

会員交流会等の再開を楽しみにしているという声もお聞きしています。 
また、成果としてはホームページのリニューアルができたほか、ペアレント・メンター活動、運営委員会

などをオンラインで開催し、移動時間の負担が減って参加しやすかったという声もいただいています。LD
学会をはじめ、いろいろな講演等を家から動画視聴できるようになりました。視聴環境が整わない方にも、

得られた情報等を共有できるよう工夫していきたいと思います。 
今年度も、ワクチン接種が進む等感染のリスクが下がることによる集合活動の再開や、新しい生活様式に

合わせた会の活動を模索していきたいと思います。 
会計については、会費の負担が大きいという退会者の声もありました。活動できなかったことで、様々な

支出が減り、繰越額が増えてしまいました。2021 年度は継続会費の値下げをさせていただきましたが、2022
年度についても状況を見ながら検討が必要だと考えています。 
まだ先のことのように思えていた NPO 法人全国 LD 親の会と共催の 30 周年記念フォーラムも、会報が届

く頃には、無事終了していることと思います。こちらもオンラインでの開催となりました。会員の声を集め

た全国 LD 親の会の子育てヒントブックも出版されます。 
会員のみなさまにおかれましては、活動に対するご意見やご要望をぜひお寄せください。また、今後とも

無理のない範囲で会の活動にご参加、ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。  

おたふく 

http://www.otahuku.net/
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ホームページをリニューアルしました！ 
 
この度おたふく会ホームページを、スマホやタブレットでもより使いやすく、より分か

りやすいページ構成にするため全面リニューアルを行いました（なんと 13 年ぶり！）。 
お知らせや会報『おたふく』WEB 版なども随時発信しますので、ぜひご覧ください。 
今後も引き続き使いやすいサイトを目指して内容の充実を図って参ります。よろしくお

願いします。 
ホームページへのご意見等は、おたふく会事務局 otahukuhp@gmail.com まで、お寄

せください。 
 

大阪府ペアレントサポート事業  

ペアレント・メンター養成研修のご案内 
大阪府では、発達障がい児者のご家族への支援体制の充実を図るため、平成 26 年度から大阪府ペアレン

ト・メンター事業を実施しています。この事業では、『大阪府ペアレント・メンター』が市町村行政や教育関

係機関等の派遣先で開催される研修会や交流会などで、子育てに関する経験談の紹介や親目線での情報提供

等の活動をしていただいております。この養成研修は、以下の方が対象となり、『大阪府ペアレント・メンタ

ー』として活動される場合は、このベーシック研修(2 日間)の受講が必須となります。 
(※おたふく会でのメンター活動でも、大阪府ペアレント・メンター研修を修了していることが必要です) 

下記の内容をご確認の上、ぜひお申込ください！！ 
 
日時等：＜1 日目＞ 8 月 30 日(月)10:00～16:30（受付 9:45～） 大阪府社会福祉会館 4 階会議室 403 

・発達障がいの基礎講座・発達障がいの家族への支援・地域のリソースのまとめ方・話の聴き方の留意点 
＜2 日目＞ 9 月 2 日(木)13:30～16:30（受付 13:15～） ドーンセンター4 階大会議室 3 

・ロールプレイ 
講師：鳴門教育大学大学院学校教育研究科人間教育専攻心理臨床コース臨床心理学領域准教授 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相談支援部門准教授 望月直人先生 
対象：以下の①～③いずれかに該当する方 

①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 年以上活動されている方 
(おたふく会は上記ネットワークに加盟しています。会からの推薦が必要です) 

②ペアレント・メンター養成研修(これまで実施したベーシック研修)の全課程に参加できなかった方 
③ペアレント・メンター養成研修の全課程に参加したが、もう 1 度受けてみたい方 

(応募が多数の場合は、①②の方を優先とさせていただきます) 
申込みの流れ：おたふく会会員の希望者で上記対象に該当する方は、事務局 otahukuhp@gmail.com まで 

メールでお申込みください。 
必要書類(会からの推薦含)をご自宅に郵送しますので、書類に記入の上、大阪府ペアレント・ 
メンター事務局(大阪府発達障がい者支援センター アクトおおさか)に郵送してください。  
令和 3 年 7 月 31 日(土)締切必着です。 

 

 

 
 
  

募集 

お詫びと修正のお願い 

 会員の皆さまにお配りした第 31 回総会議案書に、以下の間違いがありました。 

 お詫び申し上げますとともに、修正をお願いいたします。 

 

 ・P4 上から 7行目 (誤)「薬剤師のよるお薬勉強会」→(正)「薬剤師によるお薬勉強会」 

 ・P11 上から 3行目 (誤)2021 年度収支の部→(正)2021 年度収入の部 

 ・P8および P11会計担当者のお名前→正しくは P9役員・運営委員案をご覧ください。 
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成年後見についての勉強会のご案内 
 
NPO 法人障がい者・高齢者市民後見 STEP 代表理事 竹村哲也氏による後見制度につ

いての勉強会をオンラインで行います。 
STEP は、障がい者の子どもをもつ保護者も在籍する NPO です。 

会員の子どもには、「成年後見」が必要な判断能力が全くない人はいないかもしれませんが、保佐、補助とい

った不動産など特定の契約についてみてもらえる判断能力が不十分な人のための制度もあります。また、私

たちの親や配偶者、私たち自身が認知症など判断能力が落ち、後見人が必要になる時期が来るかもしれませ

ん。 
今回、市民後見の NPO を立ち上げられた理由や思いをお聞きし、成年後見制度の基本や現状について、わ

かりやすくお話ししていただきます。将来に向けて準備できることを含めて、私たちにできることを一緒に

考えていきたいと思います。会員のみなさまの参加をお待ちしております。 
日時：2021 年 7 月 18 日(日)10:00～12:00 
Zoom を利用したオンラインセミナーです。申込者には会議の URL を開催 3 日前をめどにお知らせします。 
※参加ご希望の方は、事務局 otahukuhp@gmail.com までメールでお申込みください。 
締め切りは 7 月 15 日(木)です。 

 
 

おたふく会設立 30 周年記念号 アンケートお礼 

4 月にお送りしました別冊『おたふく』設立 30 周年記念号のアンケートでは、会員の皆さまからいろいろ

な感想等が届きました。「楽しく拝読しました。諸先輩方の行動力に頭が下がる思いです。」「入会して数年で

すが、おたふく会のこれまでを知る事ができて嬉しかった。」といった感想のほか、年表に掲載した一言コメ

ントの追加や、会の活動とご自身の子育てとを重ねたエピソードなどもお寄せいただきました。本当にあり

がとうございました。 
アンケートは期限がありませんので、記念号をお読みになった際に「思ったこと」「思

い出したこと」をご記入いただき返送ください。貴重な記録として、今後もおたふく会の

歴史に綴っていきたいと思います。           30 周年事業企画委員会一同 
 
 

進路進学アンケートお礼 

2021 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----- 
 

 
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 または会報差出人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。 

 

募集 

mailto:otahukuhp@gmail.com
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2021 年度会員の子どもの構成調査集計結果 
 

「会員の子どもの構成調査」は、全国 LD 親の会に所属する親の会の会員の子どもの現況を統計的に分析す

るものとして、毎年調査集計しています。全国 LD 親の会所属全体の集計結果は後日『かけはし』にて、お

たふく会会員については今回ご報告します。 
 

 
 
 
 

日本 LD 学会 2021 年度第 30 回大会（神奈川）のご案内 

テーマ：LIFE, LOVE，LD －知の創造，情の共有から育むそれぞれのこれから－ 
会 期：2021 年 12 月 10 日(金)～12 日(日) ※10 日は夜のプレコングレス(参加費無料)のみ 
会 場：パシフィコ横浜からオンライン配信 ※会場参加の受付はありません。 
大会ウェブサイト： http://conference.wdc-jp.com/jald/2021/  
参加費：親の会の参加費(早期申込)は 5,000 円、親の会の参加費(通常申込)は 6,000 円 
    ※LD 学会会員の参加費については例年と異なり、30 回記念価格となっています。 

上記大会ウェブサイトをご覧ください。 
早期申込：受付中～9 月 30 日(木) 
通常申込：10 月 4 日(月)～12 月 12 日(日) 
※申込方法などの詳細は、大会ウェブサイトをご覧ください。 
 

報告 
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全国 LD 親の会『かけはし』最新号のお知らせ 

全国 LD 親の会発行の機関紙『かけはし』第 92 号が、ホームページにアップされました。最新号では、「第

20 回公開フォーラムのご案内」「第 19 回公開フォーラム報告」「2021 年度特別支援教育支援員養成ビデオ講

座」などのお知らせのほか、全国 LD 親の会と所属の会によるデジタル化への取り組みも紹介されています。 
全国 LD 親の会ホームページ→かけはし(機関紙) からダウンロードできます。 
※おたふく会会員には 6 月会報に同封しています。 
 
 

全国 LD 親の会 

2021 年度特別支援教育支援員養成ビデオ講座 受講者募集 
NPO 法人全国 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に資することを目

的とした事業の一環として、特別支援教育支援員の養成講座を開催しています。 
募集期間：2021 年 6 月 16 日(水)～2021 年 7 月 19 日(月) ※申込者先着順 
募集人員：50 名 
受講費 ：19,000 円（講習費 18,000 円＋テキスト代 1,000 円） 
※プログラムや申込方法等の詳細は、全国LD親の会ホームページ→支援員講座からダウンロードできます。 
 

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  2021 年 3 月 7 日（日）13:00～17:00 
出 席 者 当番会 たつの子                     ◇ｚ：Zoom での参加 
おたふく会、翼、◇ｚトムソーヤ、◇ｚsky、 ◇ｚパンジー、◇ｚはあとりんく、◇ｚたつの子、◇ｚ明日葉 
(理事・評議員) 2 名 ◇ｚ E A1 名                      計：18 名参加 
欠 席 会  らっきょうの花、あおぞら 
 
【議題】 
Ⅰ．第 31 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 14 回総会（書面表決書 or 委任状）  2021 年 6 月 26 日(土)12:30～14:00 
場所：大阪府男女共同参画・青少年センター（ドーンセンター）中会議室 
・研修会は別日で。総会終了後、評議員会・理事会開催 14:30～16:30 
②第 15 回総会→ 埼玉で予定（基本 Zoom） 
③入退会について→あおぞら（徳島）退会  2021 年度 32 都道府県 39 団体 
④2021 年度役員 ・理事：改選  ・監事：改選  ・評議員：近畿ブロック 「トムソーヤ」→「sky」 
⑤2021 年度会費請求について  
・3 月末日の各会員数報告：4 月 5 日までにブロック評議員が取りまとめて事務局へ報告 
→2021 年度会員名簿の会員数に転記される 
・4 月 13 日（火）各会への請求書（3 月末会員数×1000 円）を事務局からメール送信・支払い期限：5/末 
⑥2021 年度会員名簿更新について 
・4 月 20 日（火）フォーマットを事務局から評議員にメール送信 
 →評議員が取りまとめて事務局に報告（エクセルの各シートに会の名前を入れる） 期限：5/末 
・6 月 29 日事務局から各会に PDF（パスワード付）でメール送信 
⑦2021 年度構成調査提出手続について 
・5 月 11 日（水）評議員に 2020 年度構成調査用紙を評議員経由で各会へ送付 
→評議員が取りまとめて事務局に提出：6 月末 (内容の変更無し)   ・かけはしに構成調査掲載 
⑧内閣府 NPO 法人ポータルサイト 
⑨法人税  
⑩東京都への事業報告書提出  
⑪事務所賃貸借契約更新  
⑫Zoom Pro 契約  役員会・打ち合わせ等に利用、加盟各会の利用は理事に依頼 
⑬Xform ライト（2 フォーム）契約 ブックレット体験記募集、公開フォーラム・講座等申し込み（一般の方）
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に利用 
⑭Square 導入 
・クレジットカード決済システム ・月額利用料・振込手数料は無料 ・決済手数料：3.25%（JCB は 3.95%） 
・フォーラム等オンライン配信の参加費決済に利用 
⑮Media Image  動画ストリーミング配信 必要な期間のみ契約する 
⑯持続化給付金 
⑰事業会計における算定基準 
⑱ここ 10 年の親の会のあゆみ 
 
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 （オンライン開催） 
・大会テーマ：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～ 
・日時：2020 年 10 月 10 日（土）～11 日（日）   ※9 日（金）一般公開講演会開催 
・大会会長：宇野宏幸（国立大学法人兵庫教育大学） 
※アーカイブ配信期間 
1）ポスター発表・自主シンポジウム  10 月 3 日（土）～10 月 30 日（金） 
2）講演 10 月 10 日（土）～10 月 30 日（金） 
3）ライブ配信（10 月 10 日、11 日）するシンポジウム  ライブ配信終了数日後～10 月 30 日（金） 
・親の会企画シンポジウム日時：10 月 10 日(土) 12：00～14：00 
学びの多様性に応じたインクルーシブ教育 ～学校と保護者との建設的対話に向けて～ 
・ポスター展示：中止 
・親の会懇親会：中止 
②一般社団法人日本 LD 学会第 30 回大会（神奈川） 
・大会テーマ：LIFE, LOVE，LD －知の創造，情の共有から育むそれぞれのこれから－ 
・日時：2021 年 12 月 11 日（土）～12 日（日）   ※10 日（金）プレコングレス 
・会場：パシフィコ横浜 会議センター（会場開催になるかは未定） 
・大会会長：海津亜希子（独立行政法人国立特別支援教育総合研究所） 
・親の会企画シンポジウム：テーマ「保護者対応について」 話題提供者について、関東ブロックで調整。 
③新型コロナウィルス対策による生活状況 Web アンケート（HP 掲載） 
・第 1 弾 緊急事態宣言下での状況について  アンケート期間：2020 年 7 月 15 日～8 月 15 日 
（アンケート回答数）保育園・幼稚園 4 件/小中学校 68 件/高校生 48 件/短大・大学生 36 件/ 
就労準備中 57 件/就労中 156 件      (合計 369 件) 
・第 2 弾 自粛期間後の生活について  アンケート期間：2020 年 9 月 26 日～10 月 18 日(日) 
(アンケート回答数)小学生・中学生 53 名/高校生・専門学校生 41 名/短大生・大学生 21 名 
    就労準備中 28 名/就労中・福祉就労 140 名/在宅・その他 15 名 (合計 298 件) 
④合理的配慮と基本的環境整備実例収集 
⑤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」 
ⅰ）「かけはし」 91 号：12 月 22 日（火）発行（HP に掲載） 140 部印刷 
ⅱ）「かけはし」 92 号：4 月 13 日（火）発行予定（HP 掲載） 
＊オンラインを使って良かった事や困った事、失敗した事、工夫した事等をまとめて 3/13 迄に評議員に報告。 
②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～」 
・全国 LD 親の会 30 周年事業  
・日時：2021 年 2 月 21 日(日）9:40～16:00（開場 9:10）・会場：北九州市立商工貿易会館 2 階多目的ホール 
・参加費：無料 会場参加は ４名 
・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」 
・会員には Zoom ウェビナーで配信  １０１名参加 
・参加者アンケート集計→評議員から各会へ発信 
③第 20 回公開フォーラム 
発達障がい児の育ちと学びを支える ～家庭と教育と福祉の連携・協働に必要なこと～ 
・日時：2021 年 6 月 27 日(日) 10:20～16:30・会場：大阪ドーンセンター大会議室 1（講師とスタッフのみ） 
・大阪 LD 親の会「おたふく会」設立 30 周年記念事業とコラボ企画 
・開催形式 ：リアルタイム配信＋録画配信  
・参加費：一般 2,500 円  会員：1,500 円  オンライン参加のみ 
④特別支援教育支援員養成事業 
・2021 年度特別支援教育支援員養成講座 in 大阪    
オンライン講座開催を検討 
⑤アジア太平洋ディスレクシアフォーラム 2020 in 岡山 



7 
 

日時：2021 年 5 月 8 日(土)～9 日(日) 
  主催：APDF2020 実行委員会    共催：APDF2020 岡山実行委員会 
  場所：岡山コンベンションセンター＋オンライン＋ビデオ配信 
 ＊参加費：オンライン参加・会場参加は 6,000 円(但し会場で通訳端末を利用の場合は 7,500 円)  

18 歳以下 無料 会場参加の学生は 3,000 円(通訳端末を利用の場合は 4,500 円) 
⑥全国ＨＰ  リニューアル中 
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 ・千葉県銚子市・旭市地域  ・京都市 ・三重県名張市 
③2020 年度 研修会  
・2020 年 6 月 20 日（土）総会後の研修会は中止 
・「新しい生活様式」に向けて～発達障害児者のニーズに合った生活様式～ 
新型コロナ感染対策による生活アンケートの結果をもとに今後の生活について話し合う。 
・日時：2020 年 11 月 21 日（土）13:30～16:30 
・会場：ドーンセンター中会議室１ ＋ Zoom によるオンライン参加 
・参加者数：オンライン参加者 44 名  会場参加者 9 名  合計 53 名 
⑥各ブロックからの報告 
(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 
①2022 年度予算要望→要望事項があれば多久島さん宛に提出 
②文部科学省関連 
③ＪＤＤｎｅｔ関連 
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 
⑦非営利組織の事業承継に関するアンケート調査 
 
Ⅱ．近畿ブロック確認事項 
①2021 年度近畿ブロック研修会について 
・日時：2021 年 11 月７日(日） 13：00-16：30   
・講師(案)：熊上 崇先生(長所活用型指導で子どもが変わる)小瀬古伸幸先生(親と子どもとのかかわり方) 
・テーマ(案)：講師の話を聴き、その後、子供の年代別に分かれてグループ討議 
・場所： 大阪ドーンセンター+ Zoom オンライン参加 
・担当： パンジー 
②2021 年度近畿ブロック青年の集いについて 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：2020～2021：パンジー、2021～2022：sky、2022～2023：翼、2023～2024：はあ

とりんく 
・会計 
2020～2021：らっきようの花、 2021～2022：はあとりんく      
・会議当番会 
2021 年 7 月当番：翼  
・あおぞらの閉会について  2021 年 3 月末 
・京都 LD 親の会準備会 
④ 近畿ブロック会費について 
・5000 円→７月のブロック会議の時に 2020 年度の会計報告を確認後、次年度の会費を下げるか検討予定。 
Ⅲ．その他 
・各会の活動報告（資料Ⅲ-１～10） 
・次回近畿ブロック会議 
 日時：2021 年７月 11 日(日) 13：00～17：00  Zoom で開催 
 当番：翼 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

おたふく会 2021年度 6 月運営委員会報告 

 
2021 年 6 月 6 日(日) 緊急事態宣言延長により総会後にｵﾝﾗｲﾝ開催  出席：参加 20 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 
・9/5(日)中会 2、11/7(日)中会 2、2/6(日)、3/6(日) 
・オンライン参加可能(事務局に参加申込み、レジュメは前日までに添付で申込者に送付) 

２．会報等印刷発送の予定 開始 10:00～ 
・6/26(土):小中 ⇒ 9/26(日):青 ⇒ 11/28(日):小中 ⇒ 3/19(土):高大 
・会員外への発送→年 3 回、6 月･11 月(9 月分同封)･3 月 

３. おたふく会瓦版 ( )は配信数 
・4/30/(90 件) 5/22(81 件) 

 
理解啓発活動 
１．第 31 回総会 
 ・総会は 6/6(日)10:00～ 緊急事態宣言延長によりオンライン開催決定  

出席 21 名、委任状提出 81 名(6/6 時点) 
・会員・退会者全員に議案書送付(5/29) 総会後の大阪府･大阪市発達障がい者支援体制については書面報告 
・2021 年度担当について、感染拡大防止のため代表･事務局で対応(高大グループの担当は順延) 

 ・総会特別企画については行わず、6/27 に 30 周年記念企画を開催 
２．おたふく会 30 周年記念事業 
・第 20 回全国 LD 親の会公開フォーラム&大阪 LD 親の会「おたふく会」設立 30 周年記念企画 

テーマ:「発達障がい児の育ちと学びを支える～家庭と教育と福祉の連携・協働に必要なこと～」 
 6/27(日)10:20～16:30(開場 10:00) 開催形式：オンライン開催のみ(リアルタイム配信・録画配信)  

参加費:会員 1,500 円 申込 11 名(5/31 時点、会員の申込はおたふく会事務局まで 6/14〆切) 
 ・講演会会計については全国 LD 親の会と折半 
・『別冊おたふく』設立 30 周年記念号 4/23 発行(継続会員への発送完了) 

３．対行政等の要請活動など 
４．おたふく会ホームページ 
・リニューアル完了 
・ブログ「会報より」会報から抜粋しての掲載 http://otafukukaihou.blogspot.com/ 

 
会員交流 
１．進路・進学 
 ・進路進学アンケート 新中 1…4 名･新高 1…3 名のうち、回収 5 名 
 ・アンケート閲覧会 6/26(土)小中 G 会員交流会に併せて実施 
２. 学年・所属グループ交流会 
 ・小中 G 保護者交流会 6/26(土)会報印刷作業終了後 ドーン多目的 
 ・青年 G 保護者交流会 9/26(日)会報印刷作業終了後 ドーン多目的 
 ・小中 G 保護者交流会 11/28(日)会報印刷作業終了後 ドーン中会 3 
 ・高大 G 保護者交流会 3/19(土)会報印刷作業終了後 
３．おたふく会ペアレント･メンター活動 
  ・2020 年度リモート交流会 4/3(土) 19:00～21:00  参加 6 名 
 ・おたふく会ﾍﾟｱ・ﾄﾚのフォローアップへのゲストと LD 学会大会への話題提供(自主シンポにエントリー予定) 
４．おたふく会ペアレント・トレーニング  

・フォローアップ 7/25(日)午前中 ドーン中会 1 ゲスト:おたふく会メンター1 名 
・LD 学会大会での話題提供(自主シンポにエントリー予定) 
・TRPG 体験会実施については当面延期 
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５．その他 
 ・成年後見についての勉強会 7/18(日)10:00～ 講師:NPO 法人 STEP 申込:7 名(7/15〆切) 
 
本人活動 
１．アドベンチャークラブ 
２．アンダンテ＆ジェントル（青年本人活動） 
 
 
外部連携 
１．全国 LD 親の会、近畿ブロック 

・総会 6/26(土) ドーン中会 担当:翼・おたふく会 
・第 20 回公開フォーラム ※おたふく会 30 周年記念事業参照 
・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告知) 第 92 号(4 月発行) 
・全国 LD 親の会発行子育てヒントブック 7 月中旬より書店販売開始 
・近畿ブロック会議 ①7/11(日) 
・近畿ブロック研修会 11/7(日) 講師:熊上崇先生 
・日本 LD 学会第 30 回大会(神奈川) 12/10(金)～12(日)※10 日はプレコングレスのみ 
 会場:パシフィコ横浜からオンライン配信 
・日本 LD 学会の会報 WEB 化について申込完了⇒次号着信後、おたふく会会員にも瓦版で希望者を募る 

２．JDDnet 関連 
・懇談会 9/26(日) 13:00～中会 3 
・発達障害啓発週間ｲﾍﾞﾝﾄ 4/4(日)13:30～ドーン大会 1 「多様な働き方への挑戦～テレワークの可能性～」 

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 ①7/14 
・メンター養成研修（ベーシック研修）8/30(月)10:00～16:30・9/2(木)13:30～16:30 ※会の推薦要、締切 7/31 

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(※)  

同 成人ワーキンググループ(※)  
同 こどもワーキンググループ(※)  

・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  

・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 ①7/8 
・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  
・大阪府発達障害団体ネットワーク関連 ①6/11(ｵﾝﾗｲﾝ開催) 
・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 

 
 

運営委員会 今後の開催予定 
《9 月運営委員会》9 月 5 日（日）10 時～12 時 ドーンセンター4 階中会議室 2 にて 

《今後の予定》11/7(日)10 時～12 時 ドーンセンター4 階中会議室 2 

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！オンライン参加(Zoom 利用)も可能です。 
おたふく会事務局 otahukuhp@gmail.com までメールで参加をお申し出ください。 
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9 月会報印刷発送作業＆交流会のお知らせ 
9 月 26 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 

《11 月号 11/28(日)》小中グループ ⇒ 《3 月号 2022 年 3/19(土)》高大グループ 
※2021 年度の会報印刷発送は小中グループが 2 回担当です。 

◆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 

月 日 内    容 場    所 時  間 
7
月 

11 日(日) 全国 LD 親の会近畿ブロック会議 ※オンライン参加のみ 13:00～17:00 
18 日(日) 成年後見についての勉強会 ※オンライン参加のみ 10:00～12:00 
25 日(日) おたふく会ペアレント・トレーニング 

フォローアップ 
ドーンセンター4 階 中会議室 1 午前中 

8
月 

18 日(水) ～8 月 30 日(月) 全国 LD 親の会 
特別支援教育支援員養成ビデオ講座 

※オンライン参加のみ  

30 日(月) 大阪府ペアレントサポート事業  
ペアレント・メンター養成研修 1 回目 

大阪府社会福祉会館 4 階  
会議室 403 

10:00～16:30 

9
月 

1 日(水) ～9 月 13 日(月) 全国 LD 親の会 
特別支援教育支援員養成ビデオ講座 

※オンライン参加のみ  

2 日(木) 大阪府ペアレントサポート事業  
ペアレント・メンター養成研修 2 回目 

ドーンセンター4 階 大会議室 3 13:30～16:30 

5 日(日) 運営委員会 ドーンセンター4 階 中会議室 2 
※オンライン参加可 

10:00～12:00 

15 日(水) ～9 月 27 日(月) 全国 LD 親の会 
特別支援教育支援員養成ビデオ講座 

※オンライン参加のみ  

26 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～ 

26 日(日) JDDnet 懇談会 ドーンセンター4 階 中会議室 3 13:00～ 
26 日(日) 青年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 
29 日(水) ～10 月 11 日(月) 全国 LD 親の会 

特別支援教育支援員養成ビデオ講座 
※オンライン参加のみ  

10
月 

13 日(水) ～10 月 25 日(月) 全国 LD 親の会 
特別支援教育支援員養成ビデオ講座 

※オンライン参加のみ  

27 日(水) ～11 月 8 日(月) 全国 LD 親の会 
特別支援教育支援員養成ビデオ講座 

※オンライン参加のみ  

11
月 

7 日(日) 運営委員会 ドーンセンター4 階 中会議室 2 
※オンライン参加可 

10:00～12:00 

7 日(日) 全国 LD 親の会近畿ブロック研修会 ドーンセンター4 階 中会議室 2 
※オンライン参加可 

13:00～16:30 

28 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～ 

28 日(日) 小中グループ保護者交流会 ドーンセンター4 階 中会議室 3 作業終了後 
 


