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第２５６号 大阪ＬＤ親の会「おたふく会」

おたふく

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

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/

ご協力本当にありがとうございました!!

設立３０周年記念事業完了のお礼とご報告

報告

おたふく会設立 30 周年記念事業に際し、皆様からさまざまなご協力を頂き本当にありがとうございました。
新型コロナウイルスにより「今まで通り」とはいかなくなった中での記念事業実施は、NPO 法人全国 LD
親の会はじめ皆様のお力添えなしには進めることはできませんでした。心より感謝申し上げます。
なお公開フォーラムの詳細な報告につきましては、全国 LD 親の会発行「かけはし」93 号に掲載されてい
ますので、ぜひご覧ください！公開フォーラム等の会計報告につきましては、来年度の総会にて報告致しま
す。
＜設立 30 周年記念事業のおもな活動記録＞
＜事業 1＞
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

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～

＜事業２＞
別冊「おたふく」設立 30 周年記念号
発行

2018
年度

今後のスケジュール・講演内容等検討（のちに新型コ
ロナウイルスの影響により大幅に変更）

記念号掲載内容検討

2019
年度

全国 LD 親の会とのコラボレーションに決定

エピソード、年表へのコメント募集開始

2020
年度

新型コロナウイルスの影響により無観客
（オンライン）
での開催形式に決定
編集作業開始
チラシ制作依頼

2021
年度

関係各所へチラシ配布
公開フォーラム開催（オンライン形式）

別冊「おたふく」
設立 30 周年
記念号発行

≪お礼≫
チラシ制作には、
就労移行支援事業所ディーキャリア天王寺オフィス様、
過去の会報のデータ化には、
(有)奥進システム様にご協力いただきました。
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会報でおなじみの
デザインで記念号
を作成しました！

報告

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

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：
（リアルタイム配信）2021 年 6 月 27 日（日）10:20～16:30
（録画配信）
同年 6 月 28 日～7 月 19 日
リアルタイム配信会場： ドーンセンター大会議室１
参加：一般 73 名・会員 101 名
プログラム：
基調講演
「多様なニーズのある子どもの理解と支援について
－効果的な関係機関との連携・協働をめざして－」
小田浩伸氏（大阪大谷大学教育学部長教授・特別支援教育実践研究センター長）
ミニ講演① 「個別の教育支援を本気で支える多職種協働へ」
－家庭と学校生活で守り育むライフスキルと作業療法－
辻薫氏（大阪人間科学大学保健医療学部教授・特別支援教育士 SV）
ミニ講演② 「特別な教育ニーズについて学校教育と言語聴覚士の協働の在り方」
北村あかり氏（言語聴覚士・特別支援教育士）
ミニ講演③ 「特別支援教育について、学校現場の現状と対応」
庄司真人氏（臨床心理士・学校心理士・特別支援教育士・法華寺住職）
ミニ講演④ 「連続性のある支援を目指して～教育と福祉をつなぐ～」
黒田尚美氏（スクールソーシャルワーカー・社会福祉士・特別支援教育士・公認心理師）
パネルディスカッション：「福祉医療専門職からの提言」
ファシリテーター 松久眞実氏（桃山学院教育大学人間教育学部教授）
パネラー
上記ミニ講演の先生方
6 月 27 日リアルタイム配信
（パネルディスカッション）
の様子
（写真左から）
全国 LD 親の会理事長
松久眞実先生
辻薫先生
北村あかり先生
黒田尚美先生
庄司真人先生
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保護者による

家庭と教育と福祉の連携･協働を考える座談会

報告

8 月 8 日(日)10 時からドーンセンター中会議室 3 にて、保護者による家庭と教育と福祉の連携・協働を考
える座談会を開催しました。参加は 10 名(会場 6 名・オンライン 4 名)でした。
去る 6 月 27 日に行われた全国 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「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・協働に必要な事」では、コロナ禍
の中、オンライン講演会という形で広く啓発活動を行った訳ですが、
「専門家にお話しいただいてそれぞれ感
想を述べて終わり…」ではなく、保護者である私たちも意見や考えを話し合いたいと思い、急遽、おたふく
会瓦版にて座談会への参加を募集し開催した次第です。
当日は大変多くの話題であっという間の 2 時間でした。ご参加いただいた皆様、貴重なご意見やお話をあ
りがとうございました。行政や関係機関の会議等で提言できるよう、今回の公開フォーラムや座談会での意
見を今後まとめていきますが、座談会での話題の一部を以下に掲載し、ご報告します。

もっと知ろう…
学校と家庭とを
つなぐ取組み

●今回の企画の段階で「トランアングル・プロジェクトって何？」とか「SSW とか
SC は何やってんの？」みたいな感じだったので、改めて調べました。ST、OT、SC、
SSW の先生方に講師に来ていただいて、学校と保護者を「つなぐ」ことに関する取
り組みを聴かせてもらって本当に良かったなぁと思いました。

●今回のフォーラムのテーマである「連携」については行政関係の会議でも議題に挙
がる項目です。全国の学校に OT・ST・SC・SSW などの福祉専門家をどれだけ配置
できるか、国や地方自治体の事業としてすごく重要だと思います。また人員確保の面
では、子どもの発達がわかっている福祉専門家がどこの地域の学校でもカバーできる
ようにするには、都道府県の各士会が受け皿として機能する体制が必要だと思います。

増えるといいね！
専門家との連携

デジタル端末を
使えるように…

お願いします！

できるように…

家庭と学校を
「つなぐ」には？

●＜ICT 支援員についての話題で…＞「学校への支援」という位置付けから「子ども
の学びを支援する」という形に変えていかないといけない。ICT 支援員が授業に入る
ことで、支援が必要な子が苦手とする部分に ICT が活用されたらと思う。先生に ICT
を活用する知識を得てほしいので、ICT 支援員も支援体制に加わってほしいが、まだ
まだそこまでいっていない。地域格差もある。だからこそ、しっかり言っていかない
と現状からなかなか変えられない。

●「チーム学校」の内容を充実させるということは有効だと思います。学校という教
育現場に携わる人たちの中で教員以外の専門家がかかわることが日本ではすごく少な
くて、学校の運営のことなども教員がやっています。そういった教員の忙しさをどう
にかしていこうということもあり、
「チーム学校」をもっと充実させてしっかり推進し
てほしいですね。

校長先生、よろしく

専門家に相談

●講演を聞いた後、書字困難がある小学生のお母さんに「OT の学校への派遣」を薦
めてみました。支援級の先生との懇談会に私も相談支援専門員として同席し OT の学
校への派遣について説明すると、校長先生につないでくれたので、フォーラムのチラ
シや作業療法士会の HP からプリントアウトした「相談事例」を渡しました。そんな
ふうにつなげることもできるんだなぁ、そういう実績をつくってほかのところでもど
んどんやってもらえたらいいなぁと思います。

●今は学校に行かない道もありいろいろ充実してきて、逆に迷うというか…。情報を
集めて自分の子に何が本当にいいのか決めるのが大変な時代になっている気がしなく
もないようで、子どもをとりまく環境も格差が開いているように思う。

全ての子どもが

どの地域でも

学校で働く
福祉専門家も
一緒に

●困っている子どもに近くて、状況をみてこれは専門家につなげなあかんなぁって判
断しやすいのは保健室の先生やなと思う。でも外部専門家を巻き込めるのは校長やし、
お金の問題もあるし、校長が言わないと専門家も来てくれへんから、校長の役割は大
きいかなと思う。管理職研修でやってもらえるように、教育委員会にこちらから働き
かけるのが大事かも。
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成年後見についての勉強会感想

報告

7 月 18 日（日）10 時からオンラインで、NPO 法人障がい者・高齢者市民後見 STEP 代表理事 竹村哲也氏
を講師に招き、勉強会を開催しました。10 名の参加があり、成年後見制度など相続や財産管理に関する制度
について、具体例を交えてわかりやすくお話しいただきました。以下は参加者の感想です。
知らなかった内容を沢山お伺いすることができ、とても勉強になりました。親のこと、子どものこと、
将来について漠然と思っているだけでなく、真剣に向き合って考える良い機会になりました。
任意後見と法定後見の違いをわかりやすく説明して頂けて、よかったです。目先のことにおわれて、将
来のことは、ついつい後回しになっているのですが、事前に、しっかりと考えて、対策をしておかなくては、
いけないことがよくわかりました。
親の私がまだ若い今のうち、子どもが小さいうちに、色々知っておくべきと感じました。ただ子どもが
成人後この制度を受け入れない可能性もあることから、そこもふくめて色々考えていかないといけないと、
感じました。
勉強会で被相続人の財産と債権の確認と、死亡日から 10 か月以内に相続税の納金を済ませないといけな
いことを聴いて、親の財産のことを把握できていない私は勉強会の冒頭から慌ててしまいました。何とも気
楽な話ですが、こういう人も結構多いのではないのでしょうか？講義を聴きながら何度も「親がしっかりし
ているうちに訊いてみよう。
」とか、
「今度きょうだいが集まったら言ってみよう。
」と思うことがたくさんあ
りました（普段から話しやすい実家の方はまだ安心なのですが、ダンナの方は…）
。息子のことをそっちのけ
で聴いてしまいましたが、本当に勉強になりました。
親亡き後を心配する会員さんは多いと思いますし、ましてや私のように高齢の親にとっては切実なこと
です。ところが以前エンディングノートの書き方の講習会に参加したのにもかかわらず数行書いて留まって
しまっている。そんなことではダメだと自分に活を入れるため今回の勉強会に申し込みました。
「安心して年
をとるためにもちゃんと備えをして行こう！」とあらためて思った次第です。
成年後見の実際について丁寧にかつ的確に教えてもらえました。講義後の質問にも真摯に対応していた
だき、我が家の場合はどうするべきなのかというイメージが膨らみました。親が子どもたちに残す財産の配
分が入った遺言書の作成や、公証役場にて遺言書を確定するなどの手続きも確認できました。何より講師の
先生の優しさが溢れている講義内容や質疑応答に触れ、世の中には素晴らしい人がいらっしゃるのだと感じ
るひとときでした。
最新の情報を教えていただき、時々勉強し直す必要があると改めて感じました。報告書作成は専門家が
慣れているのでしょうが、本人のために動いてくれるのかの不安があります。市民の立場での支え合いを実
践されているのは素敵だと思いました。

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。
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近畿ブロック会議
開催形式
開催日時
出 席 者

欠 席 会

議事録

Zoom
2021 年 7 月 11 日（日）13:00～17:00
当番会 翼
おたふく会、たつの子、トムソーヤ、sky、パンジー、はあとりんく、明日葉、らっきょうの花
理事・評議員
計：19 名参加
なし

【議題】
Ⅰ．第 32 回 NPO 法人全国 LD 親の会評議員会報告 （資料１）
開催場所 会場（ドーンセンター中会議室 1）＋Web 会議
開催日時 2021 年 6 月 26 日（土）13:00～16:30
１．組織運営に関する審議
①第 14 回総会
・日時：2021 年 6 月 26 日(土)12:30～14:00
・出席：39 名（会場参加 2 名・議決権行使 31 名・委任状提出：6 名）
欠席：0
②【決議事項】理事長・副理事長選任
③【決議事項】第 15 回総会
・日時：2022 年 6 月 12 日(日)
・開催地：埼玉県
④第 16 回総会
・担当：東海北陸ブロック
⑤入退会について
⑥2021 年度会費請求について
⑦2021 年度会員名簿更新について
⑧2021 年度構成調査提出手続について
⑨内閣府 NPO 法人ポータルサイト 貸借対照表の公告実施
⑩法人税 納付
⑪東京都への事業報告書提出
⑫事務所賃貸借契約更新
⑬Zoom Pro 契約
⑭Xform ライト（2 フォーム） 契約更新
⑮Square（スクエア） クレジットカード決済システム 導入
⑯Media Image 動画ストリーミング配信
⑰2021 年度役員事務関係
⑱役員 Zoom ミーティング
・毎月第 1 週土曜日 20:00～
⑲「ここ 10 年の親の会のあゆみ」作成
設立 20 周年記念冊子の資料に追加
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 30 回大会
・日時：2021 年 12 月 11 日（土）～12 日（日）
※10 日（金）プレコングレス
・親の会企画シンポジウム 担当：関東ブロック
「ＬＤ等の発達障害児・者の家族への支援の多様なアプローチ～本人と家族を支える、包括的な支援のために～
・ポスター展示中止、親の会懇親会中止
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」
ⅰ）
「かけはし」 92 号：4 月 13 日（火）発行（HP に掲載）
ⅱ）
「かけはし」 93 号：9 月 21 日（火）発行予定（HP 掲載）
②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
・開催形式：オンライン配信（配信会場：大阪ドーンセンター大会議室 1）
＋ビデオ配信 2021 月 6 月 28 日（月）～2021 年 7 月 19 日（月）
・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
・参加者：一般 73 名・会員 101 名
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③第 21 回公開フォーラム
総会とずらし開催
・担当：関東ブロック
④特別支援教育支援員養成ビデオ講座
・学習支援員コースのみ
・講習費 18,000 円+テキスト代 1,000 円
合計 19,000 円
・募集期間：2021 年 6 月 16 日（火）～7 月 19 日（月）
⑤アジア太平洋ディスレクシアフォーラム 2020 in 岡山
日時：2021 年 5 月 8 日(土)10:00～17:30 5 月 9 日（日）9:00～18:00
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
参加者数：470 名
⑥全国ＨＰ リニューアル 3 月 31 日
⑦ブログ
⑧理解啓発冊子販売事業（収益事業）
・「発達が気になる子の子育てモヤモヤ解消ヒントブック」
かもがわ出版
幼児期から小学校期までの子育てシリーズ
ⅰ) 生活の基礎作り
2021 年 8 月出版予定
本体価格 1,500 円（定価 1,650 円） 会員価格８掛 1,320 円（税込）
：親の会経由のみ
ⅱ） 集団生活
ⅲ) 世界を広げる ⅳ） ことばと学習
ⅴ) 家族・地域・保護者 みんなと繋がる
⑨今後の講演会・研修会のありかたについて
(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
③2021 年度 研修会
④2021 年度 青年の交流会(オンライン実施予定 )
⑤各会からの会報
⑥各ブロックからの報告

日時：2021 年 12 月 11 日（土）

(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
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
Ⅱ．近畿ブロック確認事項
①近畿ブロックの決算と予算について （資料２）
②近畿ブロックの口座開設について
・今まで現金管理は、各会で集金・支払い・現金保管を実施。
オンライン会議が主流となり、会費の集金、支払いは郵便局管理・振込が主体となっている。
・近畿ブロックの口座開設の検討
結論：郵便局にて“人権なき法人口座”開設を検討したが、規約・代表者設定がネック。
→当面は個人郵便局口座を利用して、現金管理とする。
③２０２１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) →おたふく会窓口にて講師承諾済み。
・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
・オンライン研修のやり方
ドーンセンターで最少人数（30 名まで）での講習会方式
講師講演配信方式→ オンラインルーム別ｌｉｖｅ配信
講師が各ルームへ 30 分ごとに入る
・参加費：無料
④近畿ブロック体制について
・三重県 名張
・京都 LD 親の会準備会
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・令和３年度 近畿ブロック担当者名簿、会報発送先（資料３）
→従来通り、「担当者名簿」と「会報送付先・送信アドレス」の２種類を作成。
変更有の為修正後再度各会へ送信。
・近畿ブロック当番表（評議員・会議当番・会計） （資料４）
Ⅲ．その他
・各会の活動報告（資料５-１～９）
・次回近畿ブロック会議 研修会
日時：2021 年 11 月 7 日(日) 13:00～16:30
当番：パンジー

研修会開催

会員のみなさま、おたふく会瓦版は届いてますか!?

おたふく会瓦版のご案内
おたふく会瓦版は、会報「おたふく」でお伝えできない事柄(各活動の申込先など)や会報記事の再確認、
全国 LD 親の会や雇用支援ネットワークその他関係機関からの情報を月 1～2 回メール配信しています。
《配信登録済みの方へ》
不定期でお届けしていますが、きちんと受信できていますか？迷惑メールフォルダなどに自動振り分けさ
れているかもしれませんので、受信できていない場合は一度ご確認ください。瓦版は「＠mitus.jp」から届き
ますので、迷惑メールに振り分けられないように設定してください。
アドレス変更は、事務局 otahukuhp@gmail.com までご連絡ください。※瓦版に返信できません。
《瓦版未登録の方へ》
旬な情報をお届けしています。ぜひご登録ください!!ご登録は上記事務局まで、メールアドレスをお知ら
せください。瓦版は「＠mitus.jp」から届きますので、迷惑メールに振り分けられないように設定してくださ
い。
最近の配信【8 月 23 日号】より抜粋
・会からのお知らせ…「発達が気になる子の子育てモヤモヤ解消ヒントブック」のご案内
・雇用支援ネットワークからのお知らせ…2021 障がい者雇用支援フォーラム in 大阪〜障がい者雇用と福祉
の連携〜のご案内
・その他お知らせ…発達障害者支援センター講演情報やパブリックコメント募集の情報など

全国ＬＤ親の会編
『発達が気になる子の子育てモヤモヤ解消ヒントブック』

のご案内
6 月会報にチラシを同封しました全国 LD 親の会編『発達が気になる子の子育てモヤ
モヤ解消ヒントブック 生活の基礎づくり編』がとうとう出版されました！全国の親
の会会員からの子育てエピソードがギュッとつまった楽しいヒントブックです！
おたふく会会員さんがイラストを担当しており、とっても素敵なオススメ本です！
＜おたふく会会員の皆様へ＞
運営委員会や印刷･交流会などの活動の際に会場にて会員特別価格で販売します！
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おたふく会 2021 年度 9 月運営委員会報告
2021 年 9 月 5 日(日) ドーンセンター中会議室 2

出席:会場 2 名･オンライン 9 名

進行:代表 書記:事務局

会務
時間はいずれも 10:00～12:00

１．運営委員会の今後の開催予定日

・11/7(日)中会 2、2/6(日)中会 2、3/6(日)中会 1※運営委員会前に互選会
・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)
開始 10:00～

２．会報等印刷発送の予定

・9/26(日):青 ⇒11/28(日):小中 ⇒3/19(土):高大 ⇒2022 年度 6/26(日):青 ⇒9 月:高大 ⇒11 月:小中 ⇒3 月:高大
・会報印刷発送 2 回担当→昨年度:青 G、今年度:小中 G、来年度:高大 G
・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
・4/30/(90 件)

( )は配信数

5/22(81 件)

6/11(82 件)

7/27(82 件)

8/23(82 件)

・配信申込、アドレス変更は事務局まで
理解啓発活動
１．第 32 回総会
・開催形式:会場＋オンライン

※総会特別企画のテーマは 11 月運営委員会で検討

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
6/27 リアルタイム配信・6/28～7/19 録画配信

参加:一般 73 名･会員 101 名

全国 LD 親の会と折半→第 32 回総会にて報告

・講演会会計について

8/8(日)10 時～ドーン中会 3 参加:会場 6 名･ｵﾝﾗｲﾝ 4 名

・家庭と教育と福祉の連携・協働を考える座談会
３．対行政等の要請活動など
４．おたふく会ホームページ
・7/20 更新(会報 254 号･255 号)
・8/19 更新(活動報告 2020･2003･2001･1999 年度)
・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
・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

・高大 G 保護者交流会

3/19(土)会報印刷作業終了後

参加 9 名

ドーン中会 3
ドーン多目的

３．おたふく会ペアレント･メンター活動
・おたふく会ペ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
・今年度メンター養成研修修了者
・メンター交流会

おたふく会メンターML に加入

今年度も実施予定

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
・TRPG 体験会実施については当面延期
５．その他
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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
・第 14 回総会

6/26(土)

・第 15 回総会

2022 年 6/12(日)

ドーン中会

担当:翼・おたふく会

開催地:埼玉県

・第 20 回公開フォーラム

※おたふく会 30 周年記念事業参照

・第 21 回公開フォーラム

※総会とずらし開催

担当:関東ブロック

・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 親の会編「発達が気になる子の子育てモヤモヤ解消ヒントブック」
幼児期から小学校期までの子育てシリーズ
ⅱ)集団生活

ⅲ)世界を広げる

・近畿ブロック会議

①7/11(日)

・近畿ブロック研修会

11/7(日)

ⅰ) 生活の基礎作り(8 月書店販売開始)

ⅳ)ことばと学習

ⅴ) 家族･地域･保護者 みんなと繋がる

(学習支援員コースのみ)

・特別支援教育支援員養成ビデオ講座

第 93 号(9/21 予定)

かもがわ出版

募集期間:6/16～7/19

②11/7(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)

会場:パシフィコ横浜からオンライン配信

親の会ポスター展示、懇親会は中止
・日本 LD 学会第 31 回大会(京都)2022 年 10/29 日(土)～30(日)

会場:京都国際会館

２．JDDnet 関連
・懇談会

9/26(日)

13:00～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

①7/14

・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
・メンター交流会&スキルアップ研修

おたふく会申込 2 名

11/27(土)
(※)は公開の会議(傍聴可)

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

・大阪府発達障がい児者支援体制整備検討部会(※) ①11 月予定
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(※)

10/28

同 基礎調査ワーキング会議（令和３年度は開催しない）
・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

①9/28

・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

①10/18(ｵﾝﾗｲﾝ参加)

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)

②10/29

・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)

運営委員会

今後の開催予定

《11 月運営委員会》11 月 7 日（日）10 時～12 時
《今後の予定》2/6(日)10 時～12 時

※未定

ドーンセンター4 階中会議室 2 にて

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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11 月会報印刷発送作業＆交流会のお知らせ
11 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：小中グループです。
《小中Ｇ保護者交流会》

作業終了後よりドーンセンター４階中会議室３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
《3 月号 2022 年 3/19(土)》高大グループ

今後の予定

⇒ 《6 月号 2022 年 6/26(日)》青年グループ

◆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
10
月
11
月

日
13 日(水)

7 日(日)

内
容
～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
～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
運営委員会

7 日(日)

全国 LD 親の会近畿ブロック研修会

27 日(水)

28 日(日)

12
月
2
月
3
月

28 日(日)
10 日(金)
～
12 日(日)
6 日(日)
6 日(日)
19 日(土)
19 日(土)

場
所
※オンライン参加のみ

時

間

※オンライン参加のみ

会報印刷発送作業
小中グループ
小中グループ保護者交流会
日本 LD 学会第 30 回大会(神奈川)
「LIFE, LOVE, LD －知の創造，情の共
有から育むそれぞれのこれから－」
運営委員会
互選会･運営委員会
会報印刷発送作業
高大グループ
高大グループ保護者交流会
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ドーンセンター4 階 中会議室 2
※オンライン参加可
ドーンセンター4 階 中会議室 2
※オンライン参加可
ドーンセンター地階
NPO 協働フロア(ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ)
ドーンセンター4 階 中会議室 3
※オンライン参加のみ

10:00～12:00

ドーンセンター4 階 中会議室 2
※オンライン参加可
ドーンセンター4 階 中会議室 1
※オンライン参加可
ドーンセンター地階
NPO 協働フロア(ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ)
ドーンセンター地階 多目的室

10:00～12:00

13:00～16:30
10:00～
作業終了後

10:00～12:00
10:00～
作業終了後

