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ごあいさつ

盛夏いかがお過ごしでしょうか。

関東甲信地方は、1951年以降の統計上で、最も早く6月に梅雨明けし、この夏は

例年より気温の高い傾向にあると予想（気象庁）されました。

西日本の大雨災害の際には、私の実家に近い地域でも被害を受けました。

会員の皆さんの関係者やお知り合いに、被災された方はいらっしゃいませんでしたか？

お見舞い申しあげます。

さて、「けやき」は４月総会にて昨年度の活動報告・会計報告、また今年度の活動案、

予算案ともに承認され、活動をスタートさせています。

引き続き、会長になりました三輪です。どうぞよろしくお願いいたします。

役員メンバーも変わらず、運営を担ってくださいます。

今年度の活動テーマは「親亡き後を考える～今親ができること」です。

例会で交流しながら、お互いの情報交換をするだけでなく、勉強会形式にして

講師やアドバイザーを招き、制度のこと、社会の実情、将来設計のヒント等々、

今、私たち親にできることを学ぼうと思っています。

親の年齢を考えると、子どもより先に、親自身が福祉とつながっておかなければならな

いというような状況になることも、十分にあり得ます。

「体力のあるうちに」・・・が合言葉になりそうです。

皆さん、例会に参加してくださいね。(^^)/

三輪 覚子
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全国  親 会総会 

出席       

日 時：平成３０年６月２３日（土）１３：００～１４：１５

場 所：愛知県産業労働センター ウインクあいち

～参加報告～

名古屋会場は初めてのこと、

・・・でも、新幹線で１時間。新横浜駅の次は名古屋駅。とても近く感じました。

準備や当日の運営を担当してくださった東海・北陸ブロックの各会の皆さまには、

大変お世話になりました。感謝申し上げます。

総会は、各議案とも満場一致にて承認されました。

１号議案事業報告で「改正障害者雇用促進法」における課題として相談体制の整備が

挙げられておりましたが、相談窓口を設けるだけでなく、もっともっと活用されること

を期待したいと思いました。

また、「ユニバーサルデザイン２０２０行動計画」に対しての報告では、２０２０年

オリンピック・パラリンピックの開催を契機に、障害のある人に目を向ける機会が増え、

障害のある人もない人も住みやすい社会になってほしいと思いました。

４号議案定款の一部改正については、特定非営利活動推進法平成２８年６月改正に伴

う「貸借対照表の公告の方法」についての定款変更があり、「内閣府のNPO法人ポー

タルサイト（法人入力情報）にて掲載して行う」となりました。

あわせて、平成２４年４月施行特定非営利活動促進法による定款変更もあり、第１２条、

第１６条、第４１条、第４７条、第４８条、第５２条それぞれにおける文言変更があり

ました。

総会開始の少し前には「青年の交流」隊が、名古屋城・栄テレビ塔周辺の散策に出発

してました。復元工事中の名古屋城を、【今しか見られない！】という

すごく前向きなキャッチコピーには笑えましたね。

２１名の若者たちは、途中の雨にも負けず、

「楽しかった」の声が多かったと聞いています。
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日時：平成30年6月 23日 14:30～16:30

場所：ウィンクあいち（名古屋市）

今年度のけやきの活動テーマである「親亡き後」に関連することもあり、６月例会と

して全国LD親の会総会研修会である「親亡き後の課題―自立の課題」と題した研修会

に参加しました。講師の鈴木先生は引きこもり支援をなさっておられますが、引きこも

りと発達障害者の自立問題に重なる部分が多々あるとのこと。親として考え直さなくて

はいけない、耳の痛いお話もありました。

一番心に残ったのは、「親が親の役割を果たし続けると、子は子の役割を続けてしまう。

子どもが自立するためには、親が子どもから自立することが優先」というお話でした。

親（特に母親）は、自分が一番良く子どものことを知っていると思いがちですし、（世間

一般からも）障害のある子の世話を親がするのは当然だと思われたりしますが、親が主

導権を持ってその意向を強く反映してしまうと、自立に必要な子どもの自己決定力や援

助を求める力を削いでしまうことにもなりかねません。

私もつい手を出してしまったり、こちらの方がいいと思ったことを本人の考えを重視

せずに強く勧めたりすることがあり、とても反省させられました。

様々な例を挙げていただきながら、「働いてお金を稼いでいる＝自立」ではなく、「援助

を求めて、その援助を受けながら暮らしている＝自立」であること、全てを準備万端整

えてやるのではなく、自立のための環境整備だけを行い、親が元気な間に子どもに一人

暮らしの経験をさせ、失敗の中から子も親も学んでいった方が良いこと、そして親が生

きている間に子自身がどういう生き方、暮らし方をするか選択することがとても大事だ

と教えていただきました。

今回の研修会を良い機会にして、子ども

といつ頃一人暮らしに挑戦するかをよく話

し合い、その目標に向かって計画的に少し

ずつ前進できたらと思

っています。（H）

全国LD親の会研修会に参加して



4

東京  親 会連絡会総会 報告

この連絡会は、東京にある親の会「にんじん村」「ルピナス」「けやき」の３会で連

絡を取り合って、活動しています。６月１０日（日）世田谷区男女共同参画センター

「らぷらす」にて今年度の総会を開催し、各会からの参加（６名）がありました。

昨年度の活動報告、会計報告に続き、今年度の活動計画を話し合い、以下のように

決定しましたので報告します。

①東京都への要望書提出について

⇒今年度も提出する。

福祉保健局（にんじん村）、産業労働局（けやき）、教育庁（ルピナス）

回答に対しては、各局担当者との懇談が図れるようにしたい。

②３会合同勉強会について

⇒今年度も実施する

「将来に向けて・親亡き後を見据えて、知っておきたいこと」をテーマ（仮）に

就労・生活支援センター 堀江美里氏に制度的な事項も含めて、「生活する」ため

に必要なことを聞きたい。

③自立生活サポートチェック表について

⇒これからの進め方を、引き続き話し合っていく

 会合同勉強会
 月  日 日  
開催決定 

日 時：平成３０年９月３０日（日）１３時～１７時

場 所：世田谷区男女共同参画センター らぷらす
世田谷区太子堂1-12-40 グレート王寿ビル

講 師：堀江 美里氏

NPO法人ＷＥＬ‘Ｓ 就業・生活支援センターＷＥＬ’ＳＴＯＫＹＯ

テーマ：親亡き後を見据えて、将来の生活のために

～今できること・知っておきたいこと～

詳細は、別紙プリントにて

お知らせします。

今から予定に入れておい

てください。
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日時：7月 22日（日）10:00～16:00

場所：港区立障害保健福祉センター

＜交流会・情報交換＞

前回決まった「どのようなところと繋がっているか」、「各会の相談の状況」のテーマ

について、それぞれ報告してもらいました。関東ブロックは13会ありますが、各地域

の発達障がい者支援センターとの繋がりに強弱の差はあっても、何らかの形で支援を受

けていることが分かりました。また、大学の先生や医者、看護師の支援を受けている会

もいくつかありました。

「相談」に関しては、特にやっていない会もありましたが、メールで対応していると

いう会が多かったです。全体として、「親の会が受けるには、重いケースが増えている」、

「相談はボランティアだが、時間的・精神的にかなりの労力を要する」、「相談はしてき

ても、入会に結びつかない」等の声が多い印象でした。その中で、会員になったら会の

ライングループに入れる、という決まりを設けている会があり、ラインの中でいろいろ

な人がアドバイスしてくれるので、一人の人が対応しなくて済む、役員の負担が減る、

という例がありました。人数の少ない会だからできる、というのもありますが、有効な

方法のひとつだと思います。

各会、人数も違い、地域の状況も違うので、そのまま自分たちの会には当てはめられ

ないこともありますが、様々なやり方から自分たちがやりやすい方法をピックアップし

て、負担にならない会の運営をしていくことも大事なのかなと思いました。

午後はいつものように、議題に沿って報告・予定のお知らせと話し合いが行われました。

これからの主な予定は、次の通りです。

＜各会の活動報告＞

ここ数年は、会員（子ども）の年齢が上がり、下の年代の状況が把握できない会が多

くなったこと、始まったばかりの高校の通級については模索状態であるとの印象を受け

ました。 Y. A

全国 LD親の会 関東ブロック会議

●第12回「全国 LD親の会」の総会、研修会、懇親会、公開フォーラム

2019年 6月 15日（土）、16日（日） 国立オリンピック記念青少年総合センター

15日に「青年の集い」を企画しますが、次回のブロック会議までに東京と周辺の６つの親

の会から一人ずつ実行委員を選出し、次回のブロック会議の午前中に集まって「集い」をど

のようなものにするか、話し合いをすることになりました。

●第13回「全国 LD親の会」の総会は、北九州開催で検討中

●日本LD学会第27回大会 2018年11月23日～24日 新潟コンベンションセンター

●第41回全国特別支援教育振興協議会

2018年 12月 7日（金）国立オリンピック記念青少年総合センター
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第５回目はお子さんたちが受けている支援について

の質問です。現在、何らかの支援をうけていらっしゃい

ますか？それはどのような支援サービスでしょうか。

また、これから必要と思われる支援にはどのようなもの

がありますか？今回は例会に参加してくださった皆さんからお話を伺いました。

（紙面の都合上、一部内容を編集しています）

Q.現在受けている支援または、これから必要と考えられる支援について聞かせてくだ

さい。

ἳ�Aさんより
現在は生活に関する支援は特に受けていません。バス・電車の無料パスぐらいです。

職業について時間がたっているので、今は就労支援センターも利用していません。

これから欲しいと思う支援も今はありません。

ἳ�Bさんより
特に受けていません。困った事は家族で相談し、それで解決できています。

ἳ�Cさんより
特に受けていません。困った事があれば家族で相談して解決し、生活も家族が協力

して支えています。また、会社も理解があり、仕事で困った時は相談にのってもら

っています。

ἳ�Dさんより
既に就労しているので、就労支援センターのサービスは受けていません。親が手伝

える間は良いのですが、将来的には、職場等での申請書などの記入時といった、ち

ょっとしたサポートが欲しいです。また、時間が不定期な仕事をしているので、そ

の生活について相談できる産業医がいてくれると助かります。

ἳ�Eさんより
現在、自立支援（医療費）と障害年金を受けています。あと、都立の精神福祉セン

ターで就労支援を受けていますが、それ以外の生活支援等は受けていません。

ἳ�F さんより
障害年金を受けています。障害者就労・生活支援センターにて、月1回、本人が就

労に関して相談に行き、アドバイス等を受けています。今後の生活をサポートして

いくために、「東京都心身障害者扶養共済制度」を検討しています。

みんなで一緒に！
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ἳ�Gさんより
自立支援（医療費）を受けています。就労支援センターの支援員が３～４か月に一

度、仕事場に来て支援してくれています。会社内のジョブコーチの支援も受けてい

ます。生活支援センターに登録していますが、現在サービスは一切受けていません。

今後検討していきたいと思いますので、その内容が充実していって欲しいです。

ἳ�Hさんより
現在、一人暮らしをしています。福祉課にて生活支援を申請し、週１回食事を作っ

てもらう家事支援のサービスを受けています。将来の生活は、不慮の出来事に対応

してもらえるよう、グループホーム（独立型）に入りたいと考えています。今後、

それぞれの障害特性にあったグループホームが充実されていって欲しいです。

ἳ�J さんより
長男が一年前に免許を取得した際のことです。LDの診断はありませんが、読み書き

困難があります。免許取得にあたり、学科試験は一番の関門でした。長男の場合は、

教習所で対策をしていただき、模試で合格点が取れるようになったため配慮を求め

ずに受検しました。

どのような読み困難かによると思いますが、試験用紙の色を白ではない落ち着いた

色にする配慮にエビデンスがあり、知識を問う試験の配慮であれば、合理性を求め

られるのではないでしょうか。

余談ですが、所轄の機関に、事前に発達障害があることの申請などがあり、受け取

りの際にも時間がかかったようです。

※ご回答いただいたみなさん、ありがとうございました。まだ、それほど多くの方が、

公的支援サービスを受けてはいないようですが、親が高齢化するにつれ、何らかの支援

サービスが必要となってくるかもしれません。どこでどのような支援が受けられるか知

っておきたいと思いました。

さて、今後も会員の皆様からのご相談を、みんなで一緒

に考えていきたいと思っています。お悩みや質問があり

ましたら、三輪宛にメールでお寄せ下さい。例会にて挙

げていただいても構いません。お待ちしています。

待ってるニャン
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●２０１８年５月１３日（日） 調理

国立福祉会館で調理実習ということで、焼きそばを作りました。

焼きそばは今まで何回も作ってきたこともあり、参加したどの人も迷うことが少なく、

サッと出来上がりました。普段は自分で調理する機会も多くないので、こういう時に皆

で作って食べるととても美味しく感じます。

後片付けも協力して手早くできたと思います。

会場予約と見守りに来てくださったお母様方、ありがとうございました。

●２０１８年６月１７日（日） 野球観戦

西武ドーム（メットライフドーム）で、プロ野球

セパ交流試合西武対中日戦を観戦しました。

１時からの試合開始で、結果は３対１１で中日

が勝ちました。西武側にホームランが２本出たり、

中日のレギュラー助っ人二人の活躍が見られる

など、なかなか見どころのある試合でした。

試合の都合で、通常の活動日より１週間遅い

ポーレポーレになりました。

●「ぼくとベルさん 友だちは発明王」

フィリップ・ロイ著、PHP研究所発行 1,400 円（税別）

第６４回青少年読書感想文全国コンクール課題図書 小学校高学年の部に選ば

れました。認定ＮＰＯ法人エッジによって音声化されましたので、本が手元に

ある方は提供が受けられます。申込先は下記URL です。

https://www.npo-edge.jp/support/audio-materials/apply/

●「発達障害のある子と家族の支援」

中田洋二郎著、学研プラス発行 1,600円（税別）

中田先生が、44年間に発達障害のある子どもとその保護者と関わった中で、多くのことを

学んだ内容となってます。

●「専門キャリアカウンセラーが教える これからの発達障害者『雇用』」

木津谷 岳（きづや・たかし）著、小学館発行 1,500円（税別）

本書は発達障害者の雇用携わる企業の管理職や人事担当の方に向けて書かれていますが、当事者

や親が読んでも参考になる部分も多いように感じます。

【編集後記】熱中症にご注意‼ 水分はこまめに取り、栄養を十分に取りましょう。

ポーレポーレ活動報告

本のご紹介


