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ＬＤ等発達障害児・者親の会

「けやき」機関紙

第１１４号
２０１８年３月発行

発行者・代表 三輪 覚子 〒198-0014 東京都青梅市大門 1-787-8

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

日 時 ： 平成３０年４月２８日（土）

１３：３０～１６：３０ （受付１３：００～）

場 所 ： 国立市公民館 講座室

国立市中１－１５－１

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 １５：００～１６：００

④ 閉会・諸連絡 １６：００～１６：３０

平成 30年度総会のご案内

会員の皆様

平成３０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。

一年間のスタ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、

皆さまのご協力を、よろしくお願いします。

更新手続きは「申込書・年会費・子どもの状況アンケート」をご持参ください。
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例会・渉外活動の報告

例会 例会、役員会を毎月１回（奇数月は第４土曜日、偶数月は第４日曜日）

に開催しました。今年度は、府中市や相模原市へも足を延ばし、新規開

拓した会場もあり、プチお出かけ気分で集まりました ( ^)o(^ )

でも、参加メンバーが固定化されています・・・

気軽に集まって話しが出来ることを大切にしていますので、皆さん

ぜひぜひ、顔を見せてください！

ἳ�関東ブロック会議報告（３月１８日 港区立障害保健福祉センター）

関東地区１３会が集まり開催されました。

まずはじめに、関東ブロック役員の選出方法について、特に東京やその近県の

会の意見を聞きながら話し合いました。それぞれの会の事情から、「長期間活

動する役員を出すのは簡単ではない」という意見もありましたが、最終的には

（東京と近県の会は）評議員１年、理事２年の計３年で次の会に交代するとい

う案にまとまりました。

また、２０１９年度全国ＬＤ親の会総会・公開フォーラムの開催については、

東京（会場が押さえられれば）で行われることになりました。

会議後半は、評議員より６月に名古屋で行われる総会・公開フォーラムや高

校生実態調査アンケート、年度変わりの手続き等についての連絡・確認があり

ました。

次の関東ブロックは７月開催ですが、新たな試みとして会議前の午前中に交

流会を行い、決めたテーマに沿ってざっくばらんに意見・情報交換をする予定

です。各会の活動報告書を読ませていただいても分かるように、それぞれが

色々なテーマを挙げて活動をされており、参考になるお話をたくさん聞かせて

いただけることと期待しています。

昼食も各自持参ですので、関東の仲間たちとワイワイ楽しいひと時を過ごし

たいですね。

次回の担当会は、「長野よつ葉の会」と「けやき」です。 （Ｈ）

渉外

ἳ�東京都への要望書の提出と回答公開について

にんじん村、ルピナスの３会で相談・検討した要望書を１０月に提出。

１１月２８日に都庁会議室にて、各部署からの回答をいただきました。

現在、回答記録を当けやきのホームページで公開にむけて準備中です。
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行 っ て き ま し た ❣

発達障害学生就労支援研究会(MESA)の講演会に参加して

場所：YMCA山手コミュニティセンター

2月 17日に行われたグリー株式会社の特例子会社グリービジネスオペレーシ

ョンズ株式会社の事業管理部シニアマネージャー竹内稔貴氏による講演会に参加

してきました。

グリービジネスオペレーションズ株式会社は、親会社であるグリー株式会社よ

り業務を受注するビジネスプロセスアウトソーイングとして設立され、現在5年

10か月目の会社です。親会社の事業内容（ゲームなどのインターネットビジネス）

に親和性の高い※発達障害の人のみ採用していて、現在従業員数は42名、障害者

雇用率は２.２７％ですが、法定雇用率（2.3％）の達成を目指しています。お話

は主に会社の業務内容の特徴、従業員の構成状況、採用の流れと採用のポイント、

職場定着のための努力などについてでした。この中で私の印象に残った点を下に

挙げてみます。

それは、採用のポイントでベースとなる職業準備が培われているのは当然とし

て、その上に本人が「働く動機」と「成長意欲」を持っていることが採用の際に

大事という点です。「社会貢献したい」「親孝行したい」というような具体的な動

機を持つことと、会社という組織は維持・成長しなくてはならず、従業員にはそ

れを一緒に担う必要があることを理解し、自身も常にもっと上へという意識を持

つことを求めているそうです。「上へ」という気持ちを持たない人は職場で置いて

いかれ、最後には仕事がなくなり、居場所がなくなるとまで言われ、その厳しさ

に驚いてしまいました。また、会社にお世話になるという気持ちは不適当である

といわれ、「ハッと」してしまいました。私の息子は現在求職中ですが、「働く」

ということの厳しさと、本人と職場の「マッチング」の大切さを改めて考えさせ

られた講演でした。

※「親和性が高い」とは、波長が合う・相性が良い・問題なくうまくいくこと

T.M
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017年度ポーレポーレの活動記録

4月 カップヌードルミュージーアム見学

5月 国分寺市内散策

6月 西武ドームにて野球観戦

7月 調理

8月 映画鑑賞

9月 室内活動

10月 川越散策

11月 高尾山

12月 ボーリング＆カラオケ

1月 映画鑑賞

2月
明治神宮&NHKスタジオパーク 見

学

3月 室内活動 来年度の活動決め等

≪ポーレポーレの感想～親より≫

ここ数年、室内活動以外はボランティアさんなしでの活動になっていますが、

ポーレポーレが当初目指していた理想の形、つまり当事者達だけでも活動できる、

いつでもきたいときに参加できる居場所、に年々近づいてきているのを実感して

おります。

理想を言えば、会計分野のみ親がやっておりますが、いずれ当事者同士の中で

分担していけるようになればと思っております。

長きに渡って支えて下さっているボランティアさんに感謝し、この先何年もこ

の形を継続していけたらと願っております。

ポーレポーレ代表

今年度もメンバー中心で活動しました。調理や映画鑑賞などの室内での活動だ

けでなく、足を伸ばして川越の散策や高尾山登山、若者の街・原宿を歩いたりし

ました。リーダーなのに遅刻したり、お返しすべきお金を返し忘れたりと失敗は

ありましたが、メンバーと顔を合わせてワイワイ活動するのは、自分の楽しみの

一つです。来年度もみんなであちこちに出かけたいと思います。

Ｔ.Ｈ
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ポーレポーレ ２月の活動（感想～メンバーより）

今回は明治神宮散策ということで、一の鳥居に集合しました。一の鳥居から、

明治神宮内を約40〜50分程度歩きました。天気は、快晴で青空が見えて気持ち
良かったです。メンバーそれぞれ明治神宮内でお参りをしました。自分は、お願

いの後、ちゃんと住所も心の中で唱えたのでバッチリです。

お参りを済ませて、その後、明治神宮御苑に行きました。自然豊かな場所であ

り、鯉や亀がいたので正直びっくりしました。

明治神宮御苑から出て、次の目的地となるNHKパークに行きました。NHKパ

ークでは、中をぶらぶらしたり、お土産を見たりしました。

そして、次の目的地となる原宿に行き、竹下通りを歩きました。竹下通りでは、

女性向けのお店ばっかりで、通りには女性が多かったです。

なので、結構ざわざわしていて、メンバーさんたちは疲れた顔をしていました。

今回は3か所を巡り、たくさん歩き回りましたが、お参りもできたし、自然に

も触れることができて良かったです。メンバーの皆さん、お疲れ様でした。

T.K
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みんなで一緒に！

第４回目は「お子さんたちの余暇について」の質問です。大人になってからの

暮らしの質を保つためにも大切と言われる余暇ですが、会員のお子さんたちはど

のように余暇時間を過ごされているのでしょうか。いつものように、例会に参加

された会員さん方からお話を伺いました。また、今回はメールにても広くお声を

寄せていただきました。みなさん、ありがとうございました。

（紙面の都合上、一部内容を編集しています。）

Q.余暇の過ごし方を聞かせてください

ἳ� Aさんより

息子の余暇についてですが、目下失業中なので毎日が日曜日のせいか、スマホばかり

眺めている完全なスマホ依存症状態です。ユーチューブをみたり、ネットで調べたりと

手放せません。あとは工具で小物を作ったりしています。DIY にも興味があるようです。

ἳ� Bさんより

息子の余暇の過ごし方ですが体を動かすことが好きで、休日は所属するスポーツ同好

会に出掛けていきます。平日も時間があると部屋で筋トレをしています。

ἳ� Cさんより

ゲームは子どもの頃さほど興味を示さなかったが、大きくなってからはじめ、カード

ゲームまでしています。また、ポーレポーレのメンバーに加えさせていただいていますが、

土日が繁忙の仕事のためなかなか参加はできず、年1～2回程です。野球鑑賞とボーリン

グは楽しみにしています。今、仕事先の先輩が誘って下さったチームで野球をしますが、

翌日仕事もあるので・・飲み会がプラスされた緩やかなチームに年数回行っています。

ἳ� Dさんより

22歳男の子・大学4年生です。基本的にいつも自室でDSゲームをしています。小

学校以来ずっとポケモンファンで、発売になっている新旧全てのポケモンソフトを持っ

ています。ソフトは日本版だけでなく、米国、韓国など外国版のソフトも持っています。

DS機もいろいろ持っており、かなりのコレクターだと思います。その他、月に１、２

回、発達障害の当事者グループの余暇活動へ参加しています。そこでは皆で決めた映画

DVDを観たり、外出したりしています。

ἳ� E さんより

以前よりダンススクールに通っています。色々な年齢の人が集まっていて、本人は楽

しそうです。あと、友人とゲーム対戦して遊んでいます。

ἳ� F さんより

息子は41歳になります。現在の趣味は、パソコン、写真、ドライブ、旅行です。

一人暮らしなので生活維持も忙しいですが、ゆとりのある時は空港で、飛行機の写真を

撮ったり休暇を利用して、家族との旅行や一人旅の風景の写真も自作のホームページに

Ὁ�Ὁ�Ὁ�Ὁ�Ὁ�Ὁ�Ὁ�Ὁ�Ὁ�Ὁ�Ὁ�Ὁ�Ὁ�Ὁ�Ὁ�Ὁ�Ὁ�Ὁ�
Ὁ� Ὁ�
Ὁ�Ὁ�Ὁ�Ὁ�Ὁ�Ὁ�Ὁ�Ὁ�Ὁ�Ὁ�Ὁ�Ὁ�Ὁ�Ὁ�Ὁ�Ὁ�Ὁ�Ὁ�
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載せています。また、年4回ほどの障害者のサークルに入り、先輩としてお手伝いをさ

せて頂いています。

ἳ� Gさんより

ポーレポーレに参加して他のメンバーさんと会って、野球観戦、調理、街歩きなどを

楽しんでいます。

ἳ� Hさんより

鉄道が好きです。のり鉄で、ふらっとその日の気分で、自由に一人で好きな所へ出か

けています。行き先は自分で決めています。他の人と一緒に出掛けるのは、相手に縛ら

れる面があり、あまり好まないようです。

ἳ� I さんより

習い事が好きで、今はペン習字に通っています。年齢が様々な人たちに囲まれると居

心地がいいようです。また自分で日本語検定に挑戦していて時間があると練習していま

す。あとは、障がい者スポーツセンターで、プールやジムを定期的に利用しています。

ポケモンゲームをすることやアニメをみることも大好きです。

ἳ� J さんより

ビデオ鑑賞やゲームをすることで余暇を過ごしています。とりためたテレビ番組やア

ニメ、レンタルしてきた映画をみて楽しんでいます。

ἳ� Kさんより

人に合わせるのが辛いようで、一人が気楽みたいです。一人で行動することは全く苦

ではないらしいです。鉄道博物館に行ったり、ゲームをしたりして楽しんでいます。

あと、アイドルが好きで、CDを集めたり、握手会やイベントに出かけています。

ἳ� L さんより

街中にボードゲーム専用のカフェがあり、人気があるようです。

※今回は特に、メールを利用して広く会員のみなさんにご参加いただき、あり

がとうございました。これからも皆さんの経験やお知恵をお借りして、それぞ

れが抱える悩みや不安を少しでも軽くできるよう、このコーナーを利用してい

ただけたらと考えています。

さて、次回のテーマは「公的な支援サービスについて」です。息子さんが自立

支援を受けているＴさんより、皆さんはどのような支援を受けているのかとい

う質問が寄せられました。諸所の窓口付き添いや家事サービスなど公的サービ

スにもいろいろあるかと思います。特に受けていないという回答でも構

いませんのでお声をお寄せください。

「お声」は三輪宛のメールでお届けください。また、「お悩みやご質問」

も引き続き募集しています。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致します。
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＜会員の皆さまへお願い＞

会員継続手続きは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。

＜本のご紹介＞

「コミックでわかる特例子会社の仕事の進め方」

監修：宮尾益知（どんぐり発達クリニック院長）

編集協力：株式会社ドコモ・プラスハーティ

出版：河出書房新社 発売：2018年 2月

「障害のある人が安心して働けるための社内環境や業務についてドコモの特例子

会社が実際に社内で使用しているコミックでわかりやすく解説しています」T.H

＜講演会のご紹介＞

『理解をもっと深めよう！～気になる子どの支援コツ～』

主 催：NPO法人 パルレ http:// npo-parler.com/1835/

日 時：2018 年 4月 20 日（金） 10 ：00 ～11 ：30

場 所：きゅりあん 6階大会議室（（品川区東井 5-18 -1）

講 師：植田みおり氏（臨床発達心理士）

資料代：500 円、定 員：90 人（先着順）

＜編集後記＞

「やまゆり園」の事件から1年が過ぎました。多くの問題を提議してくれた事

件で、優生思想を持っている人がいることを表面化されました。また、TBS系列

金曜ドラマ「コウノドリ」では出産や出生前診断について問題提議していて、涙

が止まりませんでした。先日の憲法第25条の生存権についての講義では、特に

「命」の平等について考えさせられました。最近は「命」が軽んじられている事

件が多いことに悲しい思いでいっぱいです。 M.T

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の自宅住所宛に郵送してください。


