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第２５７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/

日本ＬＤ学会 2021 年度第 30 回大会（神奈川）

自主シンポジウムで「おたふく会」活動を発表します！
例年、日本 LD 学会の大会にて全国 LD 親の会ブースにポスター展示をし、地域の親の会として「おたふ
く会」の活動を紹介してきましたが、昨年度に引き続き今年度も同大会がオンライン開催となったため、ポ
スター展示も中止になってしまいました。そこで自主シンポジウムに参加し、コロナ禍で実施可能だった会
活動の一つ「ペアレント・トレーニング」を中心に紹介します。
「ペアレント・トレーニング」のフォローア
ップ講座にゲストとして来ていただいた「ペアレント・メンター」についても、講演動画で話題提供する予
定です。また 12 月 11 日(土)13:00～13:40 に、Zoom ウェビナーによる質疑応答を行います。

日本 LD 学会 2021 年度第 30 回大会（神奈川）

※申込等の詳細は大会ウェブサイトをご覧ください。

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－
会期：2021 年 12 月 10 日(金)～12 日(日)
大会ウェブサイト： http://conference.wdc-jp.com/jald/2021/

〈おたふく会発表〉J04 自主シンポジウム４

※申込等の詳細は上記大会ウェブサイトをご覧ください。

・当日発表資料（講演動画）は 12 月 3 日～視聴可能の予定
話題提供 1：コロナ禍の「親の会活動」としてのペアレント・トレーニング
話題提供 2：親の会におけるペアレント・トレーニングの取り組み～コロナ禍でサブリーダーを経験して～
話題提供 3：ペアレント・トレーニングの取り組み～メンターとしての役割～
・Zoom ウェビナーによる質疑応答：12 月 11 日(土)13:00～13:40 質疑応答会場①（ZOOM３）
質疑応答には、柘植雅義先生（筑波大学人間系教授）が指定討論者としてご参加くださいます!!
日本 LD 学会第 30 回大会 全国 LD 親の会企画シンポジウムの配信日が決定しました!!
「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～」
配信日時 ：12 月 11 日(土)15：20～17：00
リアルタイム配信会場② （ZOOM２）
保護者・きょうだいへの支援や
司会者
：粟野健一
ピアサポート等、これからの包括
話題提供者：井上祐紀氏（福島県立矢吹病院）
的な家族支援のありかたについ
話題提供者：滝島真優氏（目白大学）
て考えます。
話題提供者：矢崎弘美氏（NPO 法人全国 LD 親の会）
指定討論者：日戸由刈氏（相模女子大学 心理学科）
※申込等の詳細は上記大会ウェブサイトをご覧ください。 http://conference.wdc-jp.com/jald/2021/
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重要

互選会のお知らせ

おたふく会の活動は会が発足して以来、会員の要望からひとつひとつ生まれてきたものです。それぞれの
活動は会員が自覚をもって支えていくことで成り立っています。皆が力を出し合って会の運営に協力し合い、
その中で親自身も共に成長しています。
正会員ならどなたでも互選会に参加できます。あなたも一緒に「おたふく会」を運営していきませんか？
日 時：2022 年 3 月 6 日（日）10 時から ※互選会終了後、3 月運営委員会を実施します
場 所：ドーンセンター4 階 中会議室 2
参加申込・お問合せ：事務局 otahukuhp@gmail.com まで
運営委員の役割は…
運営委員は各活動の企画立案や会運営に関する活動を話し合い決定します。
【役員】 代表・副代表・事務局・会計・広報・監事
〈会報編集チームでは〉
【運営委員】
「見やすい」「読みやすい」会報づくりに取り組ん
＜会務＞
でいます☆Word 原稿を見て、校正していただけ
ホームページ
る方募集してます♪スマホだけでもできますよ。
代表副代表メーリングリスト
瓦版
会場予約
〈印刷発送チームでは〉
資料管理
年 4 回の会報発行作業
会報編集…会報『おたふく』のパソコン編集及び校正作業
のあとは、
印刷発送…用紙調達、宛名ラベル作成、印刷・発送作業の補助
グループ交流会にも参
＜会員向け活動＞
加できます♪
進路進学…進路に関する情報収集および学習会などの企画･運営
作業当日は、色々な年
グループリーダー…会報印刷発送担当&交流会当日のお手伝い
代の会員さんとの交流
ペアレント･メンター…府委託メンター研修修了者による活動
がとても楽しいですよ!
＜本人向け活動＞
アドベンチャークラブ…当日のお手伝い、先生との連絡、報告など
アンダンテ&ジェントル(青年本人活動)…青年本人活動の企画など
＜外部連携＞
全国 LD 親の会･近畿ブロック、その他外部関係機関との会議担当
→JDDnet 大阪、大阪府/大阪市の発達障害者支援体制整備関連、
大阪府/大阪市発達障害者支援センター、
大阪府障害者雇用支援 NW、大阪府発達障害団体 NW など
★会報編集・印刷発送・会員向け活動・本人向け活動のスタッフ募集中！★
詳しいことは、上記事務局までご遠慮なくお問合せください

〈進路進学担当では〉
進路や受験に役立つ
情報をゲットできます
★中学生のお子さん
のいる会員さんに
オススメの活動です。

現運営委員の皆様へ
来年度の体制を決めるため、現運営委員・来年度運営委員候補の方々にお集まりいただき、新運営委員の
選出、会計精算など互選会にて行います。何かと忙しい時期かと思いますが、是非ともご協力をお願いしま
す。現運営委員の方々は、
①来年度委員継続の可否または新運営委員候補の選出
②互選会への出欠（←現運営委員・新運営委員候補とも）
を、2 月末までに上記事務局にお知らせください。
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会計精算のお願い
立替えがある委員の方は、2 月 6 日(日)運営委員会、3 月 6 日(日)の互選会・運営委員会で必ず行ってくだ
さい。どうしても参加が難しく当日に精算できない場合は、前頁掲載の事務局までご連絡ください。
おたふく会新体制交代までの流れ
 3 月 6 日(日)
互選会にて新年度運営委員の選出、会計清算。互選会後は 3 月運営委員会。
＊新年度 4 月に入っても総会までの期間、現体制・旧グループのままです。
 5 月 29 日(日)予定 第 32 回総会…総会での承認を得て、新体制が発足します。
 6 月 5 日(日)予定 6 月運営委員会…新運営委員対象にオリエンテーションを行います。

熊上崇先生を囲んでの懇談会を開催しました！

報告

11 月 7 日(日)11 時からドーンセンター中会議室にて、熊上 崇先生（和光大学教授、公認心理士、特別支
援教育士 SV）を囲んで懇談会を実施しました。熊上先生は以前、来阪の際におたふく会運営委員会にお立
ち寄りいただいたことがあり、3 年ぶり 2 度目の懇談となります。今回は、当日午後からの全国 LD 親の会･
近畿ブロック研修会の前にお越しいただいて、参加者からの沢山の質問や相談にお答えいただきました。
懇談会参加者は、小学生から大学生の保護者のほか、懇談会前の運営委員会から参加していた青年の保護
者の会員も加わり、15 名参加の大変賑やかな会となりました。「そもそも“知能”ってナニ?」「検査結果は
誰のもの?」のお話や、
「K ABC-Ⅱ検査などの知能検査のお話、検査結果で得られた結果から子どもの長所や
得意に注目し、日常生活・学校生活で活用するお話など、理論や事例など盛り沢山の内容をとてもわかりや
すくお話しいただきました。
「子どもの“できていないこと” ばかりにどうしても目がいって、その都度指摘してしまい、本人だけで
なく親自身もツラい…。
」感じになりがちですが、子どもの「得手・不得手」を普段からしっかりと把握し、
子どもの得意を活かして親も子も楽しく過ごせるようになるといいなとつくづく思えた懇談会でした。 (I)

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 93 号が、ホームページにアップされました！最新号では、
『発達が気になる子の子育てモヤモヤ解消ヒントブック』生活の基礎作り編』発行のご案内 のほか、第 20
回全国 LD 親の会公開フォーラム報告、全国会員の子どもの構成調査、青年の交流会案内、要望書提出など
が掲載！ぜひご覧ください。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 9 月会報に同封、発送しています。

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》
10 月 22 日、11 月 17 日にお届けしていますが、きちんと受信できていますか？受信できていない場合やア
ドレス変更等は、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。
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おたふく会 2021 年度 11 月運営委員会報告
2021 年 11 月 7 日(日) ドーンセンター中会議室 2

出席:会場 11 名･ｵﾝﾗｲﾝ 1 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

・2/6(日)中会 2、3/6(日)中会 2 に変更※運営委員会前に互選会

2022 年度…5/8、6/5、9/4、11/6、2/5、3/5

・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

・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(6 月に同封･次回特別企画が会員向けで広報不要の為)
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)、9/10(82 件)、10/6(83 件)、10/22(83 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 回総会および特別企画
・特別企画…会員交流会(案、2 月運営委員会で決定→3 月会報で告知、継続手続きで出欠確認)
・日時：5 月下旬の日曜予定開催(午後から開催、会食を間に挟まない為)
・会場：ドーンセンター特別会議室
・形式：総会…会場＋オンライン

特別企画…会場にて集合形式

・総会特別企画会場にて『子育てヒントブック』を会員価格で販売予定（継続手続き時に購入事前受付）
２．対行政等の要請活動など
３．おたふく会ホームページ
・次回、会報掲載は 9 月号と 11 月号を合わせて更新予定
・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
２. 学年・所属グループ交流会
・青年 G 保護者交流会

9/26(日)会報印刷作業終了後

・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

ドーン多目的

参加 12 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
・LD 学会大会への話題提供
・メンター交流会

講演動画撮影 10/24 午後、自主シンポジウム質疑応答 12/11(土)13:00～13:40

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
・LD 学会大会での話題提供

(上記おたふく会ペアレント・メンター活動欄参照)

・TRPG 体験会実施については当面延期
５．その他
・熊上崇先生を囲んでの懇談会

11/7(日)11:00～中会 2 小中･高大 G 会員対象

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
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参加 15 名(ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 1 名)

・第 15 回総会

2022 年 6/12(日)

・第 21 回公開フォーラム

開催地:埼玉県

※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 93 号(9 月発行)

・全国 LD 親の会発行「発達が気になる子のモヤモヤ子育てヒントブック」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 ⅱ)集団生活…12 月発行予定

ⅲ)世界を広げる…来年度 4 月以降に発行予定 ⅳ)ことばと学習
・近畿ブロック会議

①7/11

ⅴ) 家族･地域･保護者 みんなと繋がる

②3/6

・近畿ブロック研修会「思春期・青年期での長所を活かした支援(オンライン配信･班別研修)」
11/7(日)13:00〜16:50

講師:熊上崇先生

・日本 LD 学会第 30 回大会(神奈川)

会場参加 16 名・おたふく会会員ｵﾝﾗｲﾝ参加 1 名

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

①9/26

②3/13

・発達障害啓発週間イベント 2022

4/3(日)午後

大会 1

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
・メンター交流会&スキルアップ研修

①7/14

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(※) ①11/5
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(※)

①10/28

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

②2/3

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)

③2/25

※未定

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。

＜おたふく会会員の皆様へ＞
全国 LD 親の会『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瓦版 8 月 23 日号でもご案内しました『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』を、運営委員会や交流会などの活動の際に会員特別価格で販売していま
したがおかげさまで完売しました。次回は、来年 5 月の総会に合わせて会場にて特別価格で販売します!
＜予告＞
ⅱ巻)集団生活…12 月発行予定、ⅲ巻)世界を広げる…来年 4 月以降に発行予定、一般の書店でも購入可！
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運営委員会

今後の開催予定

《2 月運営委員会》2 月 6 日（日）10 時～12 時
《今後の予定》3/6(日)10 時～12 時

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。

３月会報印刷発送作業＆交流会のお知らせ
3 月 19 日(土)
《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：高大グループです。
《高大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

《2022 年 6/26(日)》青年グループ ⇒ 《9 月:高大》 ⇒《11 月:小中》 ⇒《3 月:高大》
＊来年度は高大グループが 2 回、会報印刷発送作業の担当です

◆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
12
月
2
月
3
月

日
10 日(金)
～12 日
(日)
11 日(土)
6 日(日)
6 日(日)
6 日(日)
13 日(日)
19 日(土)
19 日(土)

内
容
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－」
全国 LD 親の会 青年の交流会
運営委員会
互選会･運営委員会
全国 LD 親の会近畿ブロック会議
JDDnet 懇談会
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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場
所
※オンライン参加のみ

時

間

※オンライン参加のみ
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4 階 中会議室 2

19:00～21:00
10:00～12:00

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～

10:00～12:00

作業終了後

