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日 時 ： 平成２８年４月２３日（土）
１３：３０～１７：０ （開場１３：００）

場 所 ： 国立市公民館 ３階 講座室
国立市中１－１５－１（☎ ０４２－５７２－５１４１）

JR 中央線 国立駅 南口より徒歩５分

内 容 ： ① 会員更新と入会手続き １３：３０～１４：００

② 総会議事 １４：００～１５：００

③ 交流会 １５：００～１６：３０

④ 閉 会・諸連絡 １６：３０～１７：００

下記の通り、平成２８年度 LD 等発達障害児・者親の会「けやき」総会を

開催いたします。ご多用中とは存じますが、ぜひご出席ください。

当日は会員更新の手続き、総会議事、交流会を予定しています。

一年間のス ートとなる大切な行事です。

楽しく和やかな総会となりますよう、皆さまご協力よろしくお願いします。

更新手続きの際には申込書と年会費、子どもの状況アンケートを

ご持参ください。

ＬＤ等発達障害児・者親の会

「けやき」機関紙
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７月

８日（水）東京都発達障害者支援体制整備推進委員会

都庁第二本庁舎

１２日（日）関東ブロック会議

港区障害保健福祉セン ー

全国 LD 親の会評議員会報告・各会報告・ディスカッション

２５日（土）７月例会

東京都多摩社会教育会館

「最近の障害年 事情と申請方法について」

社会保険労務士 松山純子先生

年 申請に向けた、初診日の確定や認定基準についての解説。

申請書への記載方法（日常生活の考え方等）を具体例を交えながら

教えていただいた。親としては我が子の状態から障害年 が受給出来れ

ばと考えているが、講演の冒頭に障害年 は薬よりも安定する効果があ

るとの言葉が印象的でした。

８月

２３日（日）東京 LD 親の会連絡会 東京都への要望書内容検討

北沢 ウンホール にんじん村の皆さんと一緒に相談しています。

９月

９日（水）東京 LD 親の会連絡会 東京都への要望書提出

都庁（保健福祉局、産業労働局、教育庁の３局に提出しました）

２６日（日）９月例会（会員交流、近況報告）

東京都多摩障害者スポーツセン ー

１０月

２４日（土）１０月例会（会員交流、近況報告）

東京都多摩障害者スポーツセン ー
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１１月

１１日（水）東京 LD 親の会連絡会 東京都への要望書回答

都庁第一本庁舎

２８日（土）１１月例会（会員交流、近況報告）

東京都多摩障害者スポーツセン ー

１２月

４日（ ）全国特別支援教育推進連盟振興協議会

国立オリンピック記念青少年総合セン ー

１９日（土）ランチ忘年会

ロイヤルホスト国立駅前店

１月

２３日（土）１月例会（会員交流、近況報告）

東京都多摩障害者スポーツセン ー

２月

１０日（水）東京都発達障害者支援体制整備推進委員会

都庁第二本庁舎

２０日（土）学び方の違う子の親の会「ルピナス」講演会

船堀 ワー 上野一彦先生

２７日（土）２月例会（会員交流、近況報告）

東京都多摩障害者スポーツセン ー

３月

１３日（日）関東ブロック会議

港区障害保健福祉セン ー

全国 LD 親の会評議員会報告・各会報告・ディスカッション

全国 LD 親の会総会・研修会・公開フォーラム関係の打ち合わせ

２６日（土）３月例会（会員交流、近況報告）

東京都多摩障害者スポーツセン ー、くにたち体育館

機関紙「けやき１０９号」印刷・封入・発送作業

時間を忘れて
楽しくおしゃべり
しました♪

「ルピナス」は
新しく誕生した
親の会です。
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学び方の違う子の親の会「ルピナス」発足記念講演会に参加しました。

上野先生の講演会に参加は、70 名以上の参加者で、ス ッフの椅子が足りなくな

るほどの盛況ぶりでした。昔の自分と同じような心配を抱えている方が、まだまだ

たくさんいらっしゃるのだなと思いつつ、同時に、これだけの方々が問題を共有し、

集まって前に進もうとされているとも思え、希望を感じることができました。

○「通常の学級で、授業がよく理解できないが、わかったふりをしている子どもが

一番心配である。家庭でもそこそこ普通に行動しているので、親は気づきにくい。

教師が子どものやりにくさに気づく必要がある。」わが子が小学 5 年の頃の苦しさを

思い出してしまいました。何故か、いろいろうまく行かず、担任、養護教諭、校長

先生にまで相談しても何も手助けがないまま、暗澹とした日々を過ごしていました。

○「知能検査は、その子の実態を知り、どういう援助が必要かを知るために重要。

決して差別・分別のためではないので、親は恐れずに受けてほしい。」わが子も中学

時代に個人的に検査を受け、その数字の低さに親は悩みましたが、周囲は、どうい

うことが苦手なのか、その対策はどうしたらよいのかということが大切と、一緒に

考えてくれました。

○「成長につれて、必要とされる支援の内容は変化するが、連続して必要であるに

は変わらない。その支援の構造化が必要。」小中学校での理解が進み、これから、高

校・大学での発達障害についての取り組みが進められていくようです。実際にはす

べての大学に、発達障害をもつ学生に対する特別な措置があるわけではまだないで

すが、これから広がっていくことを期待しています。 M ・ T

けやきと関わり深い（生みの親の）上野先生の講演を久しぶりに拝聴しました。

特殊教育から一人一人のニーズに応じるインクルーシブ教育を目指す特別支援教

育へ転換し、今年の 4 月 1 日に施行される“障害者差別解消法”によりすべての子

どもへの支援教育へと大きく変化しつつある話をしてくださいました。3 年前に、

通級による“情緒障害児学級”がなくなると聞き不安を覚えましたが、先生のお話

から“支援教室”へ変わる趣旨がわかりました。今後、児童・生徒の学校教育の変

化が社会人のキャリア教育へ進み、今後どの様に変わるか注視が必要と思います。

休憩時間もとらずに質疑応答に入りましたが、講演時間内には収まらず、終了後も

廊下に長い列が出来ていました。発達障害の情報は近年増えましたが、情報だけで

は埋まらないものがあると感じました。 S ・Ｈ

当日「けやき」会員には、同じ東京に誕生した親の会の最初の活動に、

受付や会場準備、託児にと、いろいろお手伝いをいただきました。

これからも一緒に育っていけるように応援できればと思っています。
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全国ＬＤ親の会 関東ブロック会議の報告

☆平成 27 年 7 月 12 日（日） １３：００～１６：００

港区障害保健福祉セン ー ７Ｆ 竹芝小記念ホール

担当会：けやき（司会）、よつばの会（記録）

今回はけやきが司会担当ということで大変緊張しましたが、ご出席の皆さんのご

協力で、無事に終えることができました。

各地域の親の会からの報告で一番印象に残ったのは、「相談支援の実態調査から学

齢期より２０代～３０代の相談が多い。教育と福祉の連携が良くない。」「高校卒業

後のコミュニティがない。」というお話です。支援セン ーが中心になって当事者た

ちとおたのしみ会を開いている地域もあるようですが、居場所作りの難しさを感じ

ているという意見がたくさん出されました。東京でもサポステや各支援セン ーで

の取り組みがありますが、まだまだ十分とは言えません。地域を超えて考えていか

なくてはならない問題だと改めて感じました。

Ｔ・Ｈ

☆平成 28 年 3 月 13 日（日） 1３：00～16：00

港区障害保健福祉セン ー ７Ｆ 竹芝小記念ホール

担当会：千葉コスモ（司会）、きんもくせい（記録）

この日の大きな議題のひとつは、6 月 18 日・ 19 日に開催される「全国ＬＤ親

の会 総会・研修会・公開フォーラム」の仕事分担を決めることでした。年 2 回の

会議となり、久々にお会いした方々でしたが、皆、同じように頑張っている同志と

いう感じで、スムーズに決めることができました。

その他、各会の「会報」の発行についての問題や送付方法等を話し合いました。

各会で、会員数や年齢構成、今までの経緯等が違うので、やはり、その会に合った

やり方を素行錯誤しながらやっていくしかないように感じました。発行の回数自体

は、資 の問題で全体的に減る傾向にあるようです。

Y ・ A

＜耳より情報＞「こころの発達支援セン ー」が東京都文京区に今春開設予定。

ホームページ http://www.kokorohattatsu.jp/index.html
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自主グループ活動報告

７月１２日 調理（焼きそば・わかめスープ・餃子とてんぷら・麦茶）

８月 ９日 映画鑑賞『GODZILLA ゴジラ』

９月１３日 近況報告・ゲーム・今後の予定を立てる話し合い

１０月１１日 高尾山への登山

１１月 ８日 調理（スパゲティ・ホットケーキ・レ スとコーンのサラダ）

１２月１３日 ボーリングとカラオケ

１月１０日 映画鑑賞『ス ーウォーズ／フォースの覚醒』

２月１４日 東京国立博物館『始皇帝と大兵馬俑』展を観る

３月１３日 近況報告・トランプゲーム・今後の予定を立てる話し合い

【メンバーの感想より】

僕にとってポーレポーレの活動は、会社の人達や学校で一緒だった友達とはまた

違う仲間と一緒にゲームをしたり出掛けたりして過ごすという楽しみが有ります。

今年 1 年間の中で特に楽しかったのは、5 月に鉄道博物館に行った事です。(N)

映画の内容はつまらなかったけど、メンバーの皆さんと久しぶりに会え、食べた

り話ができ楽しかった。（H）

去年の 10 月からポーレポーレに入りました。初めの回は緊張しましたけど、参

加する内に緊張がほぐれていきました。メンバーさんたちと楽しくお話できたの

で嬉しかったです。

活動では、調理・ボーリングに出ました。

調理では、メンバーで買い出しに行って、実際に作って食べました。買い物をし

たことで、日常生活に役立ちました。例えば、生クリームはスーパーのどのエリ

アにあるかなどと買う物の場所を覚えることが出来ました。実際に料理を作る事

は、だいぶ慣れてきました。材料を切ったり洗い物をしたりと大変でしたが、メ

ンバーさんたちと分担して楽しく調理ができたので良かったです。

ボーリングでは、メンバーさんたちと楽しくできたので良かったです。自分はス

トライク取れなかったのですが、メンバーさんたちがストライクを取った時は、

凄かったです。スペアを取ったメンバーさんもいたみたいで、自分はまだまだボ

ーリングの修行が足りないかなっと思いました。ボーリング、参加できて良かっ

たです。(T)

2 月に懇親会を予定していましたが、みなさんの都合が合わず開けませんでした。
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この委員会には、東京 LD 親の会連絡会からの委員として「にんじん村」と協力し

て出席しています。

◎ 第１回 平成 27 年 7 月８日（水）18 時 30 分～20 時 00 分

都庁第二本庁舎 31 階北側特別会議室 22 にて開催しました。

議題内容

（１）平成 26 年度の東京都における発達障害者支援事業報告及び平成 27 年度

の東京都における発達障害者支援事業について

（２）東京都発達障害者支援セン ー（TOSCA）の報告について

（３）区市町村及び関係機関からの現状報告等について

（４）その他

☆発達障害者支援ハンドブック 2015 が内容も充実してできました。活用して

ください。

☆区市町村発達障害者支援体制整備推進事業の包括補助実施状況には、まだま

だ区市町村の間に温度差があるなと感じました。

◎ 第２回 平成 28 年 2 月 10 日（水）18 時 30 分～20 時 30 分

都庁第二本庁舎 31 階北側特別会議室 22 にて開催しました。

議題内容

（１）平成 27 年度の東京都発達障害者支援セン ー（TOSCA）地域支援マネ

ジャー事業報告及び平成 28 年度事業運営について

（２）平成 27 年度発達障害者支援体制整備推進事業シンポジウム及び専門的人

材育成について

（３）その他

ア 平成 28 年度の東京都における発達障害児（者）支援事業について

イ 「東京都発達障害推進計画（案）」の骨子について

ウ 各委員からの情報提供について

☆いよいよ平成 28 年度から小学校に特別支援学級が設置されます。

☆先生方のスキル向上・保護者・児童・生徒との関係等、求められるものが多

数あり、親も情報というアンテナを伸ばし、注意深く見ていく必要があるの

ではないでしょうか。

Ｎ・Ｏ

平成 27 年度東京都発達障害者支援体制整備推進委員会の報告
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★東京 LD 親の会連絡会より

平成２７年度の東京都への要望書とその回答記録を、準備のできたところから

ホームページにて公開しています。

★NPO 法人全国 LD 親の会 第 15 回公開フォーラムの開催

「発達障害者の就労支援の課題と合理的配慮～安定して働き続けていくために～」

２０１６年 6 月１９日（日）９：４０～１６：３０

国立オリンピック記念青少年総合セン ー セン ー棟３F ３１１研修室

参加費 １５００円

申込みは 4 月より、メール：jpaforum2016@excite.co.jp

または FAX：０３－６２７６－８９８５（全国 LD 親の会事務局）

※けやき会員は、会でまとめて申し込みます。

けやき４月総会（４月２３日）にて詳しく説明いたします。

【会員の皆さまへお願い】
継続手続きは４月総会と５月例会で受付します。

なお、この２回の例会に都合がつかない場合は銀行振り込みでも受付いたしますの

で、５月３１日までに手続きをしてくださるよう、ご協力お願いします。

❤❤平成２８年度賛助会員（親の会の活動にご賛助くださる方）募集中❤❤

賛助会員年会費：一口３,５００円（一口以上）

詳しくは、当会「けやき」ホームページ http://keyakitokyo.web.fc2.com にて

お問い合わせや連絡は、oyanokai_keyaki@yahoo.co.jp にてお伺いしています。

【編集後記】

時間がある限り色々な講習会やセミナー等に参加していますが、最近、これがど

こまで我が子のためになっているのだろうかと疑問に思ってきました。今まで得た

知識等をほとんど実行できていないことに気づき、有効に実行できるようにその資

料等を整理していきます。

Ｔ・Ｍ

振込口座：みずほ銀行 東青梅支店（店番号７４５） 普通 １５３２６１７

親の会けやき 会計 三輪覚子（ミワサダコ）

年 会 費 ：５,０００円（振込み手数料はご負担ください）

※申込書と子どもの状況アンケートは三輪覚子の自宅住所宛に郵送してください。


