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今年度もよろしくお願いします。
設立から２８年を経て今、立ち上げ当初の必死さや大勢の会員が在籍

していた隆盛期の賑わいはなく、ここ数年は３０名前後の会員数での活

動が続き、例会への参加メンバーもほぼ固定化しています。

会員数からだけ見れば、本当に極小の親の会ですが、これまで積み上

げてきたものや、先輩たちから受け継いだことがたくさんあります。

これからも「親の会」としてできることを、皆で考えながら活動して

いきたいと思っていますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。

４月２３日（土）に開催した平成２８年度総会では、活動方針として

「楽しい交流」を第一にするとして承認されました。

親自身が楽しく・明るく・元気でいること！

「けやき」の会員のお子さんは、ほとんどが青年となりました。

まだまだ心配なことや手助けが必要なこともありますが、小さなお子さ

んと違って四六時中目が離せない・・ということはありません。

反対に、本人の自立を促すためには親が離れた方がいい場面が

多くなっていると思います。

例会や講演会・施設見学会に参加して、時にはゆっくり

一緒にお茶しながら、おしゃべりも楽しみましょう♪(^^♪

今年度の例会は、土曜と日曜を隔月交代で開催します。

日程や会場を HP 等で確認してから、ご参加ください。

偶数月（4 ・ 6 ・ 8 ・ 10 ・ 12 ・ 2）は第４土曜日

奇数月（5 ・ 7 ・ 9 ・ 11 ・ 1 ・ 3）は第 4 日曜日
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日時：平成 28 年 6 月 18 日（土） 13：00～

場所：国立オリンピック記念青少年総合セン ー セン ー棟 401 研修室

１．開会

２．出欠確認報告（出席：27 団体、委任状：18 団体、欠席：１団体）

３．理事長挨拶 （東條裕志理事長）

４．総会議長選出（神奈川県にじの会 土井氏）

５．議事記録署名人指名（長野県よつ葉の会 藤村氏・樋口氏の２名）

６．議事

・決議

第１号議案 平成 27 年度事業報告 満場一致で承認可決

第２号議案 平成 27 年度決算報告及び監査報告 満場一致で承認可決

第３号議案 平成 28 年度役員選任（案） 満場一致で承認可決

・理事会報告 平成 28 年度事業計画

平成 28 年度予算

７．新旧役員挨拶

８．議長退任

９．閉会

上記総会が滞りなく終了しましたことを報告します。 （Ｔ・Ｍ）

懇 親 会

大いに盛り上がりました！！

全国から参加してくれた皆様に感謝です。

恒例の年に一度の大イベント！北海道から九州まで全国の仲間の近況報告を聞

きながら、美味しい食事とお酒を片手に、楽しい 2 時間を過ごしました。

東京 ワーとスカイツリーも見渡せる展望レストランの会場に、４６名が参加し

ました。今年は特に福岡・長崎・宮崎等、九州の各親の会の皆さんも元気な顔を

見せてくれて、うれしい限りです。毎年お会いする馴染みの顔も多いけど、

初めて参加の方々もいて、いろいろお話しができました。

普段はメールでのやり取りだけのお付き合いだった方のお顔と名前が

しっかりと一致して・・・＼(^o^)／

「仲間」の存在には、いつも元気をもらいます！ S ・ M

特定非営利活動法人全国ＬＤ親の会

第９回総会報告
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•日 時：２０１６年 6 月 19 日（日）9：40～16：30（開場 9：10）

•会 場：国立オリンピック記念青少年総合セン ー

セン ー棟 3 階 311 研修室

◎基調講演 「発達障害者の就労と就労継続の課題」

…働いて自立する生活を実現するために…

望月 葉子 氏 （独立行政法人高齢･障害･求職者雇用支援

機構 障害者職業総合セン ー 特別研究員）

◎行政解説 「発達障害支援行政の最新情報と合理的配慮」

田中 歩 氏 （厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇

用対策地域就労支援室室長）

◎パネルディスカッション

「発達障害者が安定して働くために必要なこと」

≪モデレー ー≫

松為 信雄 氏 （文京学院大学）

≪シンポジスト≫

伏見 明 氏 （東京都教育庁指導部特別支援教育指導課長）

井口 修一氏 （独立行政法人高齢･障害･求職者雇用支援機構

東京支部東京障害者職業セン ー 所長）

堀江 美里氏 （特定非営利活動法人 WEL'S 新木場 障害者就業･

生活支援セン ー 所長）

川地 政明氏 （コマツ 人事部ビジネスクリエーションセン ー

主幹）

☆発達障害者の就労支援の課題について、職業支援そのものは、制度が整い

研究も進められているように思います。しかし、職業支援に辿り着くまでの

制度が整っていないと感じました。具体的には、高校や大学における進路指

導が発達障害者には機能していないのが現状だと思われます。このフォーラ

ムでの東京都教育庁のシンポジストのお話をうかがっても、制度化までは

遠いとの思いを持ちました。 （Ａ・Ｈ）

第 15 回 全国ＬＤ親の会

公開フォーラムが開催されました。

参加会員の感想より
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☆諸先生のご講演の中に若年コミュニケーション能力要支援者就職プログ

ラム、小集団方式の支援事業が始まったとのお話がありました。何年か前か

ら東京都に提出する要望書の中に織り込んでいた件が具体的なプログラム

として始まり、今後も行政へお願いしていく必要性を感じました。（Ｓ・Ｈ）

☆16 日の公開フォーラムは朝 9：40 から始まり、「発達障害者の就労問題」

について講演を聞くことができた。現在本人は 21 才となり、かろうじて学

業を続けているが、近い将来の就労を心配している親として、大変参考にな

る内容であり、前に一歩進む勇気を得ることができた。学生までは、ボトム

アップ的に自分のしたい事、できる事を積み重ねていけば認められたが、就

労は企業に求められる事に答えていかなくてはならず、単に頑張るだけでは

評価されない事を本人は理解しなくてはならないと思った。自己理解を深め、

得手・苦手を知るために、早期に職業リハビリテーションを受けたいと思い

ました。 （Ｍ・Ｔ）

☆様々な事例を示していただき、働き続けるための課題を分かり易くご説明

いただきました。また、安定（安心）して働き続けるためには就職前後の支

援だけではなく、普段の生活の中から職業に就くための基である自己理解、

自分の棚卸をしておかなくてはならないと分かりました。 （Ｔ・Ｈ）

☆どの講演でも「対人トラブル」という言葉を何回か耳にしました。まさに

ストレッサーは「人」であると言うことだと感じました。コミュニケーショ

ンが苦手な人にいくらコミュニケーション能力向上を押し付けても解決は

できないだろうし、周囲の人がフォローするのでは忙しい業務の中では困難

を極まり、日々の業務遂行に支障をきたすのを見てきました。就労定着には

様々な壁があり少しでも除去や低くできればと、微力ながら活動していきた

いと思いました。 （Ｔ・Ｍ）
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介護サービス包括型グループホーム

「ケアホーム西東京」へ見学に行ってきました！

６月３０日、「けやき」と「にんじん村」の総勢１３人もの見学会となりました。

この施設は、親たちが勉強会を重ねながら、子どもの終のすみかとして建てたグル

ープホームです。西武新宿線「西武柳沢駅」から歩いて１０分弱。駅から近く 、周

りに様々なお店や病院があるということで普通の生活が普通におくれる。というの

は「地域の中で生涯を過ごす、当たり前の生活」という設立目的にも合致し、環境

的に素晴らしいと思いました。ただ、立ち上げに当たっては、近隣住民の理解を得

るのに大変な苦労をされたそうです。

建物ができて２年弱、壁は白く、床は明るい木目調で、掃除や整理整頓も行き届

いていて、とてもきれいでした。知的と身体障害を併せ持つ方、発達障害のある方々

等、状態（特徴）の違う利用者が３つのユニットに分かれて生活しています。柔ら

かなクッション床にしているユニット、車イスでも移動しやすい上がり床のあるユ

ニット等、安全に快適に生活できるように工夫がされています。部屋は個室で 、好

みの家具やぬいぐるみを置いたり、ベッドあるいは布団、と自分好みにしたりして

楽しんでいるようです。他の地域のカス マイズ型のホームでは、建てる段階で個

人に合わせた（玄関や窓等）お部屋作りがされているそうですが、ここは比較的重

度の方が多いので、部屋そのものはシンプルでした。可能な限り、暮らしていた自

宅の部屋を再現したような部屋作りをして、生涯を過ごす理想的なホームは、親（家

族）が長い時間と労力をかけて頑張った成果だと感じました。 （Ｙ・Ａ）

＜他の参加者の感想＞

☆個室の生活は素晴らしい。今度、通勤寮も見学したい。 （Ｓ・Ｍの父）

☆出来て２年目の新しく、とてもきれいな施設でした。入居する本人の状況に合わ

せたユニット分けで、夜間でも各ユニットに１人支援員がいるそうで、手厚いケ

アだなと感心しました。 （Ｔ・Ｈ）

☆訪問して初めて見せて頂いたのが、機械浴室で「エッ！」と思いましたが、一生

の住み家なら必要になるかもと考えを新たにしました。 （Ｓ・Ｈ）

☆最新のグループホームで、設備の良さを感じました。ス ッフの方も親切に説明

して下さりありがたかったです。気になった点は、全員が機械浴であることなど、

自立支援の視点があまり見られなかったことです。グループホームに特徴的な家

庭的ケアというよりも、施設ケアに近いと思いました。 （Ａ・Ｈ）

☆広さに驚きました。施設ス ッフも充実していて十分な支援が受けられているよ

うな感じでした。 （Ｔ・Ｍ）

ケアホーム西東京 施設見学会の報告
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全国 LD 親の会

関東ブロック会議の報告（７月３日）

全国 LD 親の会では、地域別に６つのブロック（北海道・東北・関東・東海北陸・

近畿・九州）にわかれて連絡会議を開催しています。

けやきが所属する「関東ブロック会議」が、7 月３日（日）に港区立障害保健福祉セン

ーで行われ、３名で出席しましたので報告します。

全体では１３会（全会）、理事、評議員あわせて２９名の参加でした。

1 全国 LD 親の会より評議員会報告（井上理事）

○平成２８年度第 9 回総会（出席２７、委任状１８、欠席１）の報告

・会員状況・・ 2,946 名（２８年度の会費納入予定者）

・会員名簿はパスワード設定で、また会員構成名簿は 8 月発行の機関紙「かけはし」

に掲載予定だが、郵送日が未定のため、会員にのみ PDF 版を配信する。

・次年度総会（2017 年 6 月 17 日）は兵庫県神戸市での開催予定。

○公開フォーラムには、161 名の参加（ス ッフ含む）があった。

○青年の交流会報告（にじの会粟野さんより）

・２３名の参加で、科学博物館を楽しんだ。第 2 部には１８名で大崎の会場に移動。

貸し切りの部屋でゆっくり交流ができた。

○日本 LD 学会第 25 回大会について

・ 11 月 18 日（ ）～２０日（日）会場パシフィコ横浜（開催：お茶の水女子大）

・親の会シンポジウム １９日（土）１６：００～１７：３０（会場未定）

テーマ：保護者との連携～合理的配慮をともに考える関係作り～

・事前および当日の分担

実行委員・・・にんじん村（内藤氏） ポス ー展示・・・けやき

控室・・・にんじん村、 懇親会・・・にじの会

○「発達障害者支援法」の改正案成立に関する資料関係について

・今後もメール配信するので、各自で関心を持って目にしてほしい。

○平成２８年度第 39 回全国特別支援教育振興協議会 １２月２日（ ）開催予定。

・オリンピック記念青少年総合セン ーの会場なので、関ブロから要参加お願い。

2 各会の活動報告

報告が盛りだくさんで、ディスカッションまでは時間が取れませんでしたが、各会より

有意義な取り組みが報告されました。次回開催は来年 2 月ごろの予定です。

情報の連絡はメールとなりますので、皆さまもメールチェックのご協力お願いします！
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ペ ッ ト 事 情

のら猫を拾って飼い始め、動物病院に通うことが多くな

った。待合室では全く知らぬ同士がペットを介して気楽に

会話しあい、それはいまどきとは思えない空間だ。先日一人

の男性が 12 年飼っていた犬の話を始めた。ペットショップ

で、3 か月の子犬を買ったが、2 週間で血尿が始まり、病院で先天的に腎臓

が正常に機能していないとわかった。ペットショップに報告すると、では戻

してと言われたが、その先を考えると手放せなかったそうだ。彼はその犬の

治療費でベンツが買えたと笑っていたが、聞いていた私は、犬猫を商品とし

て高額で取引するために、その裏でどのようなことがおこなわれているのか

想像してしまい、なんともやるせない思いがした。 （Ｍ・Ｔ）

【映画紹介】

◎「アングリーバード」

モバイルゲームからアニメ化され映画になりました。日本では 10 月 1

日上映予定です。詳細は、下記のＵＲＬでご確認ください。

https://www.angermanagement.co.jp/pr20160714

http://www.angrybird-movie.jp/

◎「シン・ゴジラ」

ゴジラシリーズ第 29 作目です。7 月 29 日上映予定、詳細は下記のＵＲ

Ｌでご確認ください。

http://shin-godzilla.jp/

◎「ペレ 伝説王の誕生」

“サッカーの王様”と呼ばれたブラジルの元サッカー選手、ペレの知られ

ざる真実を描いています。日本では、すでに上映中、詳細は下記のＵＲＬで

ご確認ください。

http://pele.asmik-ace.co.jp/

ちょっと気になる
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【けやき会員の募集】

親の会「けやき」は、東京都全域と近隣にお住いの、LD 等発達障害またはそ

の周辺児・者のお子さんの保護者を対象に、正会員を募集しています。

毎月１回の会員交流、都内の親の会と連携しての要望書活動、全国組織へも加入

していますので、行政や関係諸機関からの情報も得ることができます。

♥まずは、交流会に参加して、私たちの活動の様子をご覧ください！

見学の申し込み、お問い合わせは、oyanokai_keyaki@yahoo.co.jp です。

会場・日程は変更になる場合がありますので、必ず事前にお問い合わせください。

♥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/

をご覧ください。

♥正会員および賛助会員とも、会費の振り込みができます。

【編集後記】

ビールの美味しい季節になりました。(^^♪

先日、吉祥寺のＴ百貨店のビアガーデンで、緑色のユーグレ

ナビールを飲みました。料理もユーグレナを使ったもので美味

しくいただきました。何だか健康になったような気がします。実感はないのですが。

でもやはり、人それぞれ好みがありますが、ビールはラガーがいいですね。

さて、「ユーグレナ」とは何？と思われたでしょう。これは 養価が高いとされ

る藻の一種のミドリムシのことを指します。当ビアガーデンで使用しているミドリ

ムシは、石垣産のものとのことです。ユーグレナビールを飲んで、暑さを吹き飛ば

し、健康になろう！という趣旨かもしれません！？

（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 ：正会員 5,000 円、賛助会員 3,500 円/１口（振込み手数料はご負担ください）

※振り込みの際には、事前にメール連絡（oyanokai_keyaki@yahoo.co.jp）お願いします。

一般社団法人日本 LD 学会 第 25 回大会

テーマ「発達障害の子どもと家族―学習・行動・心の包括的理解と支援―」

日程：１１月１８日（ 、夜のプレコングレスのみ）～２０日（日）

会場：パシフィコ横浜 みなとみらい線「みなとみらい駅」より徒歩３分

申込：事前申込 8 月３１日まで けやき会員は「親の会」として各自で申し込んでください。


