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けやきホームページ URL http:// keyakitokyo.web.fc2.com/

ごあいさつ

４月２２日（土）、国分寺労政会館にて平成２９年度けやき総会を開催いたし

ました。平成 28 年度活動報告、会計報告および平成２９年度活動方針、予算す

べて承認されましたので、ご報告いたします。

役員人事についても承認いただき、引き続き、会長として務めさせていただく

ことになりましたので、よろしくお願いいたします。

「けやき」は、会員数の減少や活動会場の確保の困難等で、運営そのものが維

持できるだろうかとういう厳しい状況です。

それでも、役員の皆さんたちは快く仕事を引き受けてくださり、支えてくださ

っています。お菓子を持ち寄る役員会は、本当に和気あいあいとしています。

会員の皆さんも、どうぞ、気軽に顔を見せてください。

今年度も会員交流を中心に、毎月一回の例会を開催いたします。

偶数月は第４土曜日、奇数月は第４日曜日です。お間違えの無いようにしてくだ

さい。また、会場も新規開拓中で、５月・６月は初めての場所となりました。

皆さんの声をお聞きしながら、集まりやすい会場を見つけていけたらいいと思っ

ています。

子どもの構成調査に協力いただき、けやき会員のお子さんのほとんどが、就労

している（週２０時間以上、一般枠・障害枠とも同数）ということが分かりまし

た。そして次に就職を目指している年齢のお子さんたちが続きます。

この先、本人たちが安心して生活し続けることができるように、親の会「けやき」

の活動を細く長く続けてまいります。今後ともよろしくお願いいたします。

三輪 覚子
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日時：平成 29 年 6 月 17 日（土） １３：００

場所：神戸市勤労会館 講習室３０８

平成２９年度の総会は、神戸で開催されました。大阪の会の皆さんが中心となって

企画・運営して下さったためか、ちょこちょこお笑いの要素もあり、楽しい（？）総

会となりました。

活動報告では、特別支援教育支援員養成事業、発達障害児のためのサポートツール事

業、合理的配慮と基本的環境整備の実例収集や教育から就業への移行調査アンケート

についての報告がありました。また、他の関係団体と積極的に交流しながら、文科省

や厚労省への要望書提出や支援制度の充実のための活動を進めており、今年度もその

活動を継続、拡充を図っていくことが承認されました。

研修会は、皆様にご協力いただいた「教育から就業への移行アンケート」の集計結

果を速報版という形でお知らせいただきました。その中で私が気になったところ、感

想を挙げてみます。

1 障害者基礎年 の受給状況

現在の状況が「在学中」「就業・一般」の人の受給率は２０％未満。→在学中でも

受給できている人がいることに驚いた。

2 高等教育

大学に進学した人でも、就労時は障害枠の方が多い。→高等教育で専門性を身に

着けても、それを利用して就労に結びついた事例が少ない。

3 就業・一般 発達障害についての説明

発達障害について会社に説明した人は、就職後に伝えた人を含めても 3 割に満た

ない。→伝えないと合理的配慮を求められないが、総会参加者の中から「発達障

害を伝えたら解雇された」という事例も挙がり、大変難しい。

4 就業・一般と就業・障害の労働時間、賃

5 就業・障害 特例子会社の比率

→④、⑤とも地域間の格差が開いている。最低賃 が高く、会社が多い東京に住ん

でいるということは、就労に関して大きなメリット。

6 会社からの配慮・こちらから頼んだ配慮（本人のアンケート回答から）

→「職場で相談できる人がいる/ほしい」とういう回答が多かった。相談相手が

職場にいるかどうかが、その職場の良し悪しに繋がっている。

同じような経験や悩みを持つ親同士、初対面の他地域の方とも打ち解けて色々なお話

をすることができ、聞かせていただいたことが参考にもなりました。新幹線での あわ

ただしい往復となりましたが、参加できて良かったと思っています。 T.H

全国 LD 親の会第 10 回総会報告
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６月４日（日）１３：００より、「世田谷区立男女共同参画セン ーらぷらす」

にて平成２９年度東京ＬＤ親の会連絡会の総会が開催されました。

参加者は、にんじん村４人、けやき４人、ルピナス３人の計１１人です。

平成２８年度活動報告および会計報告（活動交通費関係・冊子関係）はともに承認。

平成２９年度活動計画では、要望書活動と合同勉強会の開催が話し合われ、次のよ

うに決定しました。

① 要望書関係

福祉保健局および日程調整窓口・・・にんじん村

産業労働局、教育庁・・・けやき、ルピナス

９月２０日頃の提出を目標に、７～８月で各会においてたたき台を作成し、

メールでやり取りする。次回定例会８月２７日（日）にて検討。

② 合同勉強会

東京ＬＤ親の会連絡会 総会報告

にんじん村・けやき・ルピナスの３つの親の会で合同開催します！

（けやきは９月例会となります）

勉強会

「適性に合った仕事を見つけるために、そして職場定着のための支援を学ぶ」

日時：９月２４日（日）１３：３０～１６：３０（開場１３：００）

場所：世田谷区立男女共同参画セン ーらぷらす ４階 研修室①

講師：東京障害者職業セン ー 井口修一所長

東京ＬＤ親の会連絡会は、これまでも発達障害の理解啓発のために講演会の開催や

都内各所の支援セン ーを訪問して情報収集する等の活動をしてきました。

また毎年、東京都宛に要望書を提出し、回答をいただくとともに、都の担当者との

懇談も重ねています。

だたし、親の会会員同士が交流し合うために集まるという時間がありませんでした。

そこで今年度は、合同で勉強会をするという計画をたてました。

講師の井口修一所長は都内全域の情報・支援状況にも詳しく、事例を交えてお話しし

ていただけます。

「同じ東京の親の会」の皆さんと交流・情報交換しましょう！参加してください。

会場までの経路の詳細は、機関紙に同封のチラシをご覧ください。



4

◎ 日時：7 月 9 日（日）13:00～16:00 ◎ 場所：港区立障害保険福祉セン ー

連日の猛暑が続く中、夏の関東ブロック会議が開催されました。今、関東ブロック

全体では、東京東部を主要エリアとする「ルピナス」さんが加わったことにより、13

会となっています。やはり、仲間が増えるのはうれしいものですね。

前半は、6 月 17 日（土）に行われた「全国 LD 親の会総会」と、18 日（日）に行

われた「公開フォーラム」についての報告がありました。2 日目の「フォーラム」に

参加された一般の方が１９３名で昨年の 2 倍とのことで、意識の高まりを感じました。

来年は、6 月 23 日に名古屋で開催されることが決まっています。東京からでも行き

やすいので、今からカレンダーをチェックしてはどうでしょう。

続いて、評議員の報告がありました。今年の LD 学会のお知らせ（10 月 7 日～9

日、宇都宮）や、平成 30 年度の予算要望、JDD ネットの懐事情（予算の９０％位が

日本財団からの助成 で成り立っていますが、これがだんだんと打ち切られていくそ

うです。）等の厳しいお話もありました。

後半の議題では、今後の関東ブロック運営について話し合いました。まず、「今後、

理事・評議員をどのように選出するか」について話し合い、これについては、具体的

な選出案が出ていますので、持ち帰り、各会内で話し合ってくることになりました。

次に「関東ブロック会議での研修会・交流会」について話し合いました。ブロック

会議が年３回から２回になったことで、メンバー同士が疎遠になっているのではない

か、年２回のうち１回でもよいので、午前中から集まり、情報交換や交流を図っては

どうか、というものでした。確かに午後の３時間だけでは、「今、困っていること」や

「具体的に知りたい情報」について、情報交換する充分な時間がとれませんでした。

とりあえず、来年の７月に「午前から午後にかけてのブロック会議」を行うことにな

りました。

最後に、各会からの活動報告がありました。以前にも触れたことがありますが、100

名、200 名の会員数がいる会でも、役員の担い手がいないとのことで、「役員の負担

になるようなことはやめる」「誰もが役員をやれるような態勢（マニュアル）をつくる」

等の取り組みを今後していくそうです。けやきにとっても、待ったなしで年間通して

考えていかなければならない問題だと思いました。また、冒頭紹介した「ルピナス」

さんは、立ち上げて間もないこともあり、会をどう運営したらよいかわからないとの

ことでした。「けやき」もこれまで、たくさんの方々のサポートを受けて活動してきま

した。20 数名という小さな会にはなりましたが、同じ東京の会として少しでも手助け

できることがあるのではないか、と感じました。

Y.A

全国 LD 親の会関東ブロック会議
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第２回目は「クローズで就職されているお子さんを持つ」会員さんのお悩みでした。

例会にて同じようにクローズで働くお子さんを持つ会員さんからお話を伺いました。

Q. クローズで入社し、今も働いている方たちは、どんなことで苦労や失敗をし、そ

れを乗り超えて来たか（あるいは乗り越えられなかったか）経験談を聞かせてほ

しい。

�会員 A さんから

息子は、本人が希望した会社に入社しました。職場は職人気質の小集団で、本人に

得手不得手があることは配慮されていないようです。男性ばかりで言葉遣いが荒々し

く、また、見て覚えろ、自分で察しろ、空気を読めといった社風のため、分からない

事があっても聞きにくい状況で仕事をしています。離職率が高く、何人か先輩が辞め

られていくのを見ながら、息子も転職を考えるようになりました。心身が疲れ切って

健康を害してしまうのではと心配していますが、息子は友達がたくさんいてくれるこ

とや大好きな趣味をもっていることで、心の切り替えができているのか、次の就職も

もう一度クローズで挑戦したいと言っています。不安はありますが、次は自分の弱点

を理解してくれる職場を探すと、前向きな姿勢でいてくれるのがうれしいです。

�会員 B さんから

息子は、学生時代に学校の実習としていくつかの職場で働く体験ができ、その中で

自分に合う職場を探して就職しました。決められたスケジュールに従って、お客さん

を誘導、指導する今の職種が本人の適性にあっていたので、続けていられるのだと思

います。炎天下で働く様子は親として心配になることもありますが、本人は仕事だか

ら当然と受け止めているようで、頼もしいです。これもやはり、自分にあった仕事が

できているからだと思います。

お話を聞かせていただき、ありがとうございました。

次に、「お子さんの自立に向けて準備を進めている」会員さんより質問が寄せられて

います。会員のみなさん、ぜひお声をお寄せください。

Q. 自分の子供が一人で生活していくことを想像すると、いろいろ不安になります。

そんな時グループホームという言葉が頭に浮かぶのですが、実際に利用されていらっ

しゃる方に、良い点、不便な点についてお聞きしたいです。また、まだ、利用されて

ない方には、グループホームについて検討されているかどうかお聞きしたいです。

※「お声」は三輪宛のメールでお届けください。また、「お悩み」

やアドバイスの「お声」を例会にてお聞かせいただくことも

大歓迎です。どうぞよろしくお願いいたします。

待ってるニャン

みんなで一緒に！
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★５月１４日日曜日にポーレポーレの活動がありました。

国分寺散策をして、その後、メンバーさんと昼食を取りました。

国分寺散策では、駅からぶらぶら歩いて、殿ヶ谷戸庭園に行きました。

馬頭観音や花木園や藤棚や萩のトンネルを見て、楽しみました。

個人的に言うと、綺麗で自然豊かな庭園だなとしみじみ感じました。

昼食は、デニーズに行きました。お喋りをしながら楽しく昼食が取れたので 、と

ても良かったです。久しぶりに会うメ

ンバーさんにも会えたので、今回参加

できてとても嬉しかったです。

★6 月 11 日（日）、参加者 6 名で野球観戦（西武 vs 横浜）しました。

当日は西武球場前駅で待ち合わせしましたが、駅から球場に吸い込まれるように

大勢の人が歩いていて、メンバーを見つけるのに少々苦労しました。

僕たちの席は西武側で、熱く試合について語っていたり、戦い前の腹ごしらえと

ばかりにガッツリとビールを飲んだり食事したりしているファンもいて、つられた

のか僕たちの中でも食事を買いにいった人もいました。

試合は投手戦でなかなか点が入りませんでしたが、ピッチャーが三振を取った時

や、上手な守備でピンチをしのいだ時は、周りの人たちが大盛り上がりで、隣に座

った N 君と「すごい応援だねぇ」と話しながら、感心していました。正直に言う

と、あまり野球に詳しくないこともあって、僕はそのファンの人たちの様子を見て

いる方が面白かったです。

試合は１－０で西武の勝利。帰りの電車やバスが混雑するので、駅前で次回の活

動について少し話をした後、すぐに解散しました。

忙しい中、チケットの手配や当日のリーダーをしてくれた S 君、ありがとうご

ざいました。 （H）

ポーレポーレ活動報告
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ポケモン Go と昆虫採集

ポケモン Go は、引きこもりの人に良い影響を与えると聞いていました。

私もガラ携から iPhone に変えてからインストールし毎日楽しんでいます。

最初は、妻や子供からアドバイスを聞きながらポケモンを集めていました。

「持ち物がいっぱいです」というメッセージすら意味が分からなく、「ポケ

ストップ」でアイテムが手に入らなくなり、困っていたら、「不要なアイテ

ム（回復系）を捨てなさい」とアドバイスをもらったりしていました。犬の

散歩や休日に出かける際には、必ずポケモン Go を起動してポケモンを集め

ています。また退社後、会社近くの新宿中央公園を一周して、ポケモンを集

めてから帰宅するのが日課となりました。これにより、一日の歩数が多くな

り、運動不足も解消できるという一石二鳥となっています。外に出ることが

楽しくなることが分かる気がします。イーブイを進化させると、どんなポケ

モンに進化するのか分からないので、これも楽しみの一つとなっています。

ポケモンの進化は、「アメ」や「ほしのすな」の数によりできるようになり

ます。「アメ」を集めるには、ポケモンをゲットしたり、そのポケモンを博

士に渡したりするともらえます。このように進化させるのも楽しみとなりま

した。ポケモンの能力はまちまちで、強いものも居れば弱いものも居るので

博士に渡すポケモンを選ぶのも楽しくなりました。

ポケモンをゲットするには、モンス ーボール（３種

類）をスワイプさせてポケモンにぶつけるのですが、ポ

ケモンがボールから抜け出したり、逃げたりしてなかな

か捕まりません。自分の癖で、スワイプさせて投げるボ

ールがほとんどカーブボールになってしまいます。

最近は、サトシの帽子をかぶったピカチューが、一周

年記念として出てきています。これを多くゲットするこ

とができるので、楽しんでいます。

このようにポケモン欲しさに外に出るのはドーパミ

ン系の力で、その後のウォーキングでセロトニン系が働き、社会不安やうつ

に効果があるとの報告もあります。メン ルヘルスケアに優れているゲーム

だと思っています。子どもの頃の昆虫採集で、捕虫網を持って野山を走り回

り、捕った昆虫を標本にしていたことを思い出します。 M.T.
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＜大会テーマ＞発達障害の人の社会参加

＜期 日＞2017 年 10 月 7 日（土）～9 日（月・祝）

＜会 場＞栃木県総合文化セン ー（栃木県宇都宮市本町 1－8）

＜申込期間＞2017 年 3 月 15 日～8 月 31 日

※当日の参加受付はありませんのでご注意ください。

＜申込方法＞

https://confit.atlas.jp/guide/event/jald26th/static/participant

◎ 「生きづらいと思ったら親子で発達障害でした」

著 者：モンズースー

出版社：メディアファクトリーのコミックエッセイ

◎ 「うちの子は字が書けない（発達性読み書き障害の息子がいます）」

著 者：千葉リョウコ

出版社：ポプラ社

web 漫画で連載されている実体験に基づくコミックエッセイ。

（http://www.webasta.jp/serial/uchinokohajigakakenai/）

その漫画に、筑波大学 LD ・ Dyslexia セン ー理事長の宇野彰先生と

の対談を加えて、書籍化されたもの。

主人公は現在高校生だそうです。

学校で必要なサポートを受けることは「特別扱い」なのか、高校受験や

赤点による進級の危機、将来の仕事はどう選ぶか等、これからの方にも、

通り過ぎてきた方にも、色々な思いが浮かぶ 1 冊ではないかと思います。

＜編集後記＞

NHK ドキュメン ー「人工知能 天使か悪魔か 2017」6 月 25 日（日）

21：00 から放送されました。人工知能は、とてつもないデー 量を分析

し、これを基に回答を出しますが、この人工知能がどこまで発達するかは想

定できないと、製作者は話していました。しかし、人工知能が出した回答に

ついて最終判断を下すのは人間であると締めくくっていましたが、恐怖を感

じたのは私だけだったでしょうか。SF 映画を見るような感じでした。 M.T

日本 LD 学会第 26 回大会（栃木）のご案内

本の紹介


