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ＬＤ学会第 25 回大会が開催されました 
11 月 19・20 日パシフィコ横浜（横浜国際会議場）にて、一般社団法人日本 LD 学会第 25 回大会が

開催され、4000 名を超える参加がありました。（愛知県の先生もたくさん参加されていました。） 

「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－」を大会テーマに、2 日間にわたり、

教育講演・大会企画シンポジウム・自主シンポジウム等 99 講座、ポスターによる研究発表 191 点があ

り、どの会場も熱気に包まれていました。（17 会場で同時進行というハードスケジュールで、聴きたい

講演が重なっていたりして、どのシンポジウムに参加しようかと苦心しました。） 

幼児期・学童期から学生支援・就労自立に至るライフステージにわたり、インクルーシブ教育・ＩＣ

Ｔ活用・学びのユニバーサルデザイン・キャリア教育・合理的配慮等、幅広いテーマが取り上げられて

いました。読み書き障害の指導についても、実践に基づいた具体的な発表が多く見られました。ＭＩＭ

（ミム：多層指導モデル）という指導方法も大変興味深いものでした。（既にＭＩＭを実践されている、

愛知県の小学校のポスター発表もありました。）地域格差も課題ですが、毎年、学会に参加するたびに、

すべての地域・学校でこのような支援が広がることを強く願わずにはおられません。子ども達のために、

私たち一人ひとりにできることは…と改めて考えさせられた学会となりました。 

◎全国ＬＤ親の会企画シンポジウム

テーマ「保護者との連携 ～合理的配慮を共に考える関係作り～」

話題提供者：山田 充氏 (堺市立日置荘小学校 通級指導教室), 

井上 育世 (NPO 法人全国 LD 親の会 副理事長) 

指定討論者：梅田 真理氏 (宮城学院女子大学) 

11 月 19 日には、全国ＬＤ親の会企画のシンポジウムを開催し、定員いっぱいの 120 名の参加があり

ました。『学校と保護者の連携』について、教員・保護者それぞれの立場からお話ししました。教材教

具研修会の講師としてもお世話になっている山田先生より、堺市の通級教室に通われている保護者対象

の保護者会についてお話しいただきました。他校通級の保護者も相談できるように 15 校合同で定期的

に開催されており、参加者同志で悩みについて話し合ったり、自分の学校以外の取り組みも知ることが

できる、とても良い取り組みだと思いました。また、担任連絡会も定期的に開催し、情報交換しながら、

通級と通常学級が連携して支援しているとのことでした。先生から「保護者同志、交流する中でお母さ

んが成長していく。１：１の学びとは本質が違う。やりとりの中で実現可能な具体的な支援、より上質

で適切な合理的配慮、皆が納得する支援を皆で考えていく。」との

お話があり、学校との信頼関係を深める取り組みだと思いました。 

 続いて、全国ＬＤ親の会からは、会員の皆さんからお寄せいただ

いた『合理的配慮の実例』についてお話しさせていただきました。 

合理的配慮を考える時、①子どものアセスメント②「できる・でき

ない」というだけでなく、代替案も含め検討していくこと、③先生

個人のレベルでなく、組織として学校全体で継続的に取り組んでい



くことが大切です。また、保護者自身が「“親のしてほしいこと”ではなく、子どもの教育ニーズ・必

要な支援を伝える。」という事をしっかり心に留めて、要求するのではなく、先生と良い関係を築いて

いくこと…これから合理的配慮が教育現場に広がっていくためにも、親の姿勢がとても重要だと感じま

した。 

そのほかにも、ＬＤ親の会会員が話題提供者として参加しているシンポジウム

があり、親の会の取り組みや親の思い・生の声を伝えることができました。 

（かたつむりの会員さんも話題提供者としてシンポジウムに参加されていました。

苦しい状況の中でも、自分らしく頑張っているお子さんの様子を伺ってうるうる

してしまいました。） 

また毎年、全国ＬＤ親の会に所属する、全国各地の親の会のポスターを会場に

展示しています。今年もかたつむりの活動を紹介するポスターも展示しました。 

                         （報告：副代表 多久島） 

 

＊＊ 全国ＬＤ親の会より アンケートのお願い ＊＊ 

青年部の会員さんを対象に「教育から就業への移行実態調査アンケート」を行います。 

（保護者とご本人用のアンケートがあります。）12 月中に発送しますので、１月末までにご回答下さい。 

今年度から「障害者差別解消法」の施行に伴い、雇用に関する合理的配慮が義務づけられました。 

全国 LD 親の会として、行政へ『就労支援の充実』を要望する際に、アンケートの結果を活用していき

たいと考えていますので、何卒ご協力いただきたくお願いいたします。 

 

鉄道写真と鉄道のお話し会 

日 時：2017 年 2 月 12 日（日）13:30 出発進行 

                 ～15:00 到着予定（遅延あり） 

会 場：名古屋市瑞穂生涯学習センター（予定） 

お 話：石黒義章さん（写真家・デザイン事務所代表） 

 

デザイン制作と写真のプロ「旅する鉄道フォトグラファー」石黒義章さんから日本全国 

各地の鉄道風景写真を見せていただきながら、鉄道写真を撮るコツや撮影秘話、駅弁の話、 

楽しいエピソードや来春おすすめの鉄道の旅などのお話をうかがいます。 

雑誌「鉄道ファン」「JR 列車ダイヤ情報」などに写真を多数掲載。 

最近では「JR特急列車年鑑 2017」に、今回も 10 点ほど特急 

列車の写真を掲載されています。 

鉄ちゃん・鉄子さん集まれ～！撮鉄 大歓迎！ 

鉄道や写真ことがわからなくても面白いお話が聞けますよ♪ 



 小 中 学 生 グループ  

活動報告 1   ホッとティータイム 

１０月１８日(火)瑞穂生涯学習センターにて行いました。5 名の参加でした。 

将来のことや、療育・学習について皆さんとお話しました。 

 

活動報告 2   ハッピースマイル子育て法  アドラー心理学超入門編 

１０月２３日（日）中村生涯学習センターにて愛知県で活動されているキャリアリーフの平田幸恵先生を

お迎えして開きました。６名の参加でした。 

パワフルな先生で、そのパワーに圧倒されそうでしたが、先生のお人柄もあり、楽しく参加できました。 

最初に、１枚の写真を見てどう見えたのか一人一人発表し、皆さんそれぞれ見え方が違っていて（誰もが

自分だけのメガネを通してみている認知）、笑ったりしてリラックスムードになりました。 

このことを手始めにアドラー心理学のことを説明してくださいました。要所要所でワークもありました。 

私が個人的に考え込んでしまったものは、「受け入れがたいと思える行動の背後にあるポジティブな目的

を考えてみよう」というものでした。行動には、未来に向けての目的があるのでそれを探ることなのですが、

本当に難しかったです。それだけ、思考が凝り固まっているということでしょう。 

「勇気づけ」「勇気くじき」の言葉も頭に残りました。いつも私に勇気くじきの言葉かけをされている子

どもがポジティブに行動できるはずがないなと、変に納得しました。 

アドラー心理学は、原因ではなく目的を中心に考えていくもので、今までの対人関係で嫌な人は「残念!

（少し前に流行った芸風のように）」と言って自分からバッサリと斬ってスッパリと忘れてしまいましょう

という言葉に、サッパリとした思いになりました。 

そして質問コーナーの時間を設けていただきました。 

お悩みに対しての迷いのないお答えに、心の中で「おおっ」と何度感心したことか。 

先生が色々な準備もしてくださり、本当に素晴らしい時間を過ごすことが出来ました。 

ありがとうございました。 

参加者は、グループを超えての参加もあり、うれしく思いました。ありがとうございました。 

 

皆様の感想です 

・自分がまず「否定的な感情を捨てて相手に対面すること」を難しいと思っているけど、否定しないで前向

きに目的を探りながら子供に接したいと思えた。 

・誤った目的や行動にはその奥にワケがある。そこにフォーカスするということは、目からウロコでした。 

・わかりやすく具体的に説明していただいて少し固定観念を変えて気楽にポジティブに生きていきたいと 

思いました。 

・原因論と目的論が面白かった。やりたくてもできないのではなくて、やらないんだなぁと自分に対しても

子供に対しても思いました。 

・エネルギーは楽しいことに使おう！は、ほんとにその通りだなーと思いました。 

・私の感情ばかりが強く、子供たちには「勇気くじき」の言葉を掛けていることが多いので、勇気づける言

葉を使っていきたい。 

 

   ニュース発行＆全体おしゃべり会 1月２２日（日） １３：３０～１６：３０ 瑞穂生涯学習センター     



活動予定 1       Ｇrow up クラブ クリスマス会実行委員 

今年は、小学生高学年・中学生がクリスマス会の実行委員会を行います。 

全部の実行委員会に参加できなくてもかまいません。みんなで、楽しみながら進めましょう。 

日  時  ：  １２月 ４日（日）・１２月２３日（金） １３：３０～ 

場  所  ：  瑞穂生涯学習センター 

参加希望の方は、小中学生グループ shoutyu-g@katatumuri-aichi.org までご連絡ください。 

 お申込みいただきましたら、2～3日中に、こちらからご連絡いたします。 

 詳しいことは、「ダイフクラブのコーナー」を見てくださいね。 

 

活動予定 2    ク リ ス マ ス 会  

今年のクリスマス会も、恒例となりつつある中学生の「Grow Upクラブ」が準備しています。 

  ハッピークッキングのお姉さん方も今年もおいしいものを作ってくださいます。 

  いろいろなアイデアが出ていて、楽しくなりそうな予感です。 

 日  時  ：  １２月２４日(土) １３：00 より受け付け ・ １３：３０より開始 

 場  所  ：  瑞穂生涯学習センター 

参加費用  ：  500 円／1人 

申し込み  ：  小中学生グループ  shoutyu-g@katatumuri-aichi.org 

お申込みいただきましたら、こちらからご連絡いたします。 

※申込期限 ： １２月１４日(水)  

飲食やプレゼントの準備もありますので、申し訳ございませんが、締め切りはお守りください。 

 

活動予定 3   ＳＳＴ臨時講座「面接の受け方」 

 中学３年生のお子さんは、そろそろ進路を決定し、受験する高校の候補も上がってきている時期ではないでし

ょうか。 

 中学生グループでは、高校入試に向けた面接の練習会を開催します。 

当日は、実際の面接を想定し、講師の先生のアドバイスを受けながら模擬面接を行います。 

 講師は、ＳＳＴ教室（なかよしクラブ）で講師を担当された佐藤眞由美先生にお願いしています。 

 面接は特に苦手なお子さんも多いと思います。 

少しでもお子さんの実力を発揮した面接ができるよう、この機会にぜひ受講し、実際の受験にお役立てくだ

さい。 

 日  時  :  １２月２５日（日） 13：30～ 

 場  所  ：  瑞穂生涯学習センター 

 対  象  ：  中学３年生の会員限定 

 持 ち 物  :  筆記用具、鏡など 

申し込み  ：  小中学生グループ shoutyu-g@katatumuri-aichi.org  

お申込みいただきましたら、こちらからご連絡いたします。 

申込期限 ： １２月１４日(水)     ★事前申し込みが必要です★ 

 

本番の面接を想定して行いますので、当日のお子さんの服装は、制服（実際に面接に行く服装）でお願いします。 

mailto:shoutyu-g@katatumuri-aichi.org
mailto:shoutyu-g@katatumuri-aichi.org
mailto:shoutyu-g@katatumuri-aichi.org


 

 

     

     

 

     
 

                   

( ..)φ 申込み＆問い合わせ  
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     活動報告  

イケメン講座 第３回『コミュニケ-ション編』11 月 13 日に行いました  

 

３名でスタート "飲料＆菓子の買い物"からの流れでメンバー間の意思疎通もできつつ。。。 

セルフチェックでは心身の数値と動物例えを発表。それぞれ違う動物と理由を解説し、なるほど！ 

ちゃんと自己分析ができていて拍手～)^o^( まずは“自分を知る”というところから始め、 

空気が読めるってどんなこと？ 男女交際時にはどんな行動を避ける？何がしてみたい？ 

経験はないけど見た事があるカップルの光景、自分だったらこうする、などトークも弾み 

いろんな感じ方があることに気づいたり、考えを整理整頓することができたようです。 

 

初参加の O 君、ぶっちゃけ本音トークが飛び出したり意見をしっかりまとめて発言。 

R 君は最初→最後に変化した心と体の状態を具体的に説明、細かい所に気が向くタイプ。 

S 君は終始リラックス、堂々とした態度と言葉づかいに自信が表れていました。 

      
★参考資料 エゴグラム・リフレーミング辞書・女の子が「空気の読めない男だなぁ」と感じる瞬間Ⓒｽｺﾞﾚﾝ 

  

    

    次回  H29.１/８(日) 第４回イケメン講座  申込〆切 12/24 

 

『 食事のマナー・エチケット編 』＋お喋りランチ会   

10：30～11：15 瑞穂生涯学習センターにて 

      11：30～13：00 SOL カフェ（徒歩５分のカフェレストランへ移動） 

 

※洋食中心のメニュー、デザート・ドリンク付です ※苦手な食べ物/飲み物がある方はご連絡下さい 

 ❤ランチ会（11：30～）のみ参加ＯＫ どなたでも大歓迎❤ 会費￥1000 【会員外￥1500】 

  

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  

ボーリング大会 年に一度、冬の恒例行事に参加してみませんか？ 

 １２月１８日(日) 13：45～受付 場所：本山ボウル 地下鉄本山駅すぐ  

 詳しい案内は青年部のページをご覧ください 

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 

   

ニュース発行＆全体おしゃべり会  １月２２日(日)13：30～16：30 瑞穂生涯学習センター 

H28 年度 高校生 G 役員 

池谷
い け や

  大林  小川 
全員が三年生、子どもと一緒に役員

任務も三月で卒業させて頂きます 

来年度の新役員さん募集中！ 
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http://2.bp.blogspot.com/-CXE1phxPakU/VlmdsMULAzI/AAAAAAAA1EE/17HdqZHtW4E/s800/christmas_corner2_ribbon.png


 

  

   

 

～活動報告～  ＜ランチ＆おしゃべり会＞ 

10月 1日(土)瑞穂生涯学習センターの近くの喫茶店「Sol Cafe」に 13人が集まりました。 

3つのテーブルに分かれ、時々入れ替わったりしながら 3時間貸し切りで、今悩んでいる事や、

将来の心配事など相談したり、情報を交換して話がはずみました。 

マスター自慢のランチも美味しく大好評！ 初めて参加された方からも“とても有意義で楽

しかった！参加してよかった”と感想を頂きました。 

 

 ＜ボーリング大会＞ 

日 時：１２月１８日(日)  午後 1時４５分から受付開始   午後２時からゲーム開始       

場 所：本山ボウル     マックスバリュー５階（名古屋市千種区末盛通５丁目１２番地） 

     本山駅１番出口からマックスバリュー地下食料品売り場エレベーターで５階へ 

会 費：一  般 １５４０円 （２ゲーム＋貸靴３００円）～おつりのないように！～ 

     手帳持参 １２４０円 （同上）※手帳をお店に提示しない一般料金となります。 

     学  生 １３４０円  (同上)※学生証をお店に掲示しないと一般料金になります。 

締 切：１２月 5日（月） 必ず守ってください。 

申込先：➀または②まで連絡をください。（氏名、性別、年齢、学生の方は学年） 

➀メールで申し込みの場合…金子まで @ymobile.ne.jp（終日） 

     ②電話で申し込みの場合… （留守時はメッセージを残してください）       

その他：女子はガーターなしのレーンを用意しています。賞品もあります。お楽しみに！ 

高校生の参加も受け付けていますので、ぜひご参加下さい！！ 

 

 ＜鉄道写真展＆鉄道のお話会＞ 

日 時：２月１２日(日)  午後 1時 30分～3時      

場 所：瑞穂生涯学習センター     

会 費：かたつむり会員…無料（会員外…500円） 

締 切：１月末 

申込先：080-   

岐阜県在住のプロ鉄道写真家、石黒義章さんの写真を見ながら楽しいお話を聞きましょう 

「鉄道好きな人 集まれー！」～青年部以外の方も参加お待ちしております！～ 

 

 ＜ニュース発行＆全体おしゃべり会＞ 

日 時：1月２２日(日)13：00～16：30 初めての方も、お誘い合わせてどうぞ 



 

 

 堀川めぐり サムライクルーズ  

平成２８年９月１８日に。屋形船で堀川を遊覧するサムライクルーズに参加しました。名古屋港から出

発し、約２時間堀川をさかのぼって、また下って、名古屋港に到着するコースです。その間、船の中で豪

華な昼食が出て、飲んだり食べたりしながら、船からの眺めを楽しむという趣向でした。ところが、当日

は台風が近づいており、海は大荒れ。船に乗ったとたん船酔い者が続出し、どうなることかと思いました。

しかし、船が堀川に入ると、船の揺れはほとんどなくなり、めでたく皆さん豪華昼食を食べることができ

ました。企画、実行してくださった Oさん、Oさんのお母さん、ありがとうございました。 

 感 想  

※昔の橋げたがそのままになっているのを見ることができてよかった。 U君 

※料理が手の込んだかわいらしいのがいっぱい出て、おいしくいただけた。船からしかわからない景色

が見られてよかった。 Hさん母 

※値段の割に、りっぱなお弁当だった。堀川はきたないかと思っていたが、きれいだった。川からセン

チェリーホールや宮の渡しなど、いつもと違う景色をみることができた。Mさん母 

 

 

 なばなの里 イルミネーション  

平成２８年１０月１６日に、秋を楽しむと題してなばなの里に出かけました。ビール園でバーベキュー

を楽しんだ後、ベゴニアガーデンなど様々な花を鑑賞しました。当日はイルミネーション初日で、日没ま

でいた人は、「大地」がテーマとなったイルミネーションも見ることができました。 なばなの里では、

１５人以上でバーベキューを申し込むと入場料が無料になるそうで、知らずに入場してあとで入場料を返

してもらい、とてもお得な気分になりました。担当の H君、H君のお母さん、ご苦労様でした。 

 感 想  

※花の名前のついたアイスクリームがあり、黄色いバラのアイスクリームを食べてみた。バラの香りが

し、ちょっと薬っぽい味がした。 I君 

※一周６分のイルミネーションは素晴らしく、写真を撮りまくったが、全部の写真に前にいたおじさん

の後頭部が写ってしまった。 A君母 

※光のトンネルがモミジのようで、あまりの美しさに感動した。 Kさん母 

 

 

 

 

 

 

 

 

月例会は毎月第一日曜日 

  １３：００から 瑞穂生涯学習センター 

あそびクラブ ボランティアクラブ なんでも相談室 

問い合せは 荒川まで 

ＴＥＬ ０５２―  なんでも相談室は 

１２月はお休みです。 
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切                 

  活動報告    第２０回  母娘で ハッピークッキング  １０月３０日（日）       

今回は８組の親子が参加し、ハンバーグを作りました。皆、玉ねぎのみじん切りも、 

ずいぶん上手になりました。家族の人数分の野菜を切るのはなかなか大変で、手の空いた

人が友達を手伝ったり、和気あいあいと楽しく調理ができました。ハンバーグの上にチー

ズをのせたりアレンジして、ジャガイモ・人参・コーンのつけ合わせを添え、ふっくら 

ジューシーなハンバーグができました♪ 

 

*** 感 想 *** 

○ 家族7人分の野菜を切るのが大変だった。Mさんが手伝ってくれて 

嬉しかったです。家族みんなで食べるのが楽しみ♪（Sさん） 

○ 説明の時に集中して聞けなかった。人の話をきちんと聞いて、大人として 

出来る様にしたい。（ Iさん） 

○ 玉ねぎのみじん切りとハンバーグを形作るのが難しかった。ハンバーグのたね       

の空気を抜く時に、ジャンボサイズで勢いが良すぎて、飛んでしまった。（笑） 

 

 

 

        

 次回の予定    第２１回  母娘で ハッピー クッキング  

 次回は、小中学生Ｇのクリスマス会用に、軽食・オードブルなどを作ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊連続講座として開催しますので、原則、継続してご参加下さい。 

 ＊新規の参加の方も、随時募集しています。問合せ・申込みは 0564 （多久島）まで。 

＊次々回の予定：２月（ 調理室を予約できた日）に開催 します。           

日 時 ： １２月２４日（土）１３：００～１６：３０                  

※ いつもより、早目にご集合下さい。 

   場 所 ： 瑞穂生涯学習センター 調理室  

定 員 ： 高校生以上 １２名   （ なるべく母娘で参加 ）   

参加費 ： 一家族  ５００円程度 （ 食材等実費 ） 

持ち物 ： エプロン・ふきん・持ち帰り用タッパー・マイ包丁など 

♡ ハッピークッキング ♡ 



かたつむりＳＳＴ教室   
 

 活動報告  

フォローアップ講座を開催しました 

今年度のなかよしクラブは、7～9 月に小学１～３年生６名を対象に

6 回連続講座で開催しました。毎回、SST ゲームをしながら、楽しく

『友達とうまく関わるコツ』について学びました。 

連続講座の後、10 月 8 日に「フォローアップ講座」を開催しました。 

当日、子ども達は「SST すごろく」で大盛り上がり！楽しい時間を過

ごしました。お母さん達は、講師の佐藤先生を囲んで、日頃の悩みや学

校のことについて話し合いました。今年度は、お父さんも積極的に参加

して下さり、『お父さんの子どもの捉え方が変わった』『家族関係が良く

なった』等の声も聞かれ、とても嬉しく思いました。 

 サポーターさんの感想   （サポーターとして、支援者・大学院生の方にご協力いただきました。） 

○ 子ども達の成長する姿に『凄い！』と驚きに近い感動がありました。『６回という短期間に、こんな

事が可能なの!?』と本当にびっくりしました。困難を抱えている子たちとの関わりを通して、『関わ

り方があること…子どもは力を持っているけれど、力を発揮するには、安心・安全な環境と見守る

大人、受け入れられる仲間が必要なんだ。』ということを実感しました。親御さんたちも心許せる仲

間と一緒で、とても心強く安心されているようでした。私も、これからも学びながら経験を積んで

いきたいです。 （サポーター Ｍさん） 

 

○ 今回で 3 回目のサポーターでした。毎回、お子さんたちの自信を持った表情を見ることができ、楽

しみながら学べる SST の大切さを感じます。計 6 回の教室で何が変わったのかと振り返ると、子

どもさん一人ひとりの特性が顕在しなくなった訳でもなく、活動の中で『これでは、学校で困るだ

ろうな』というところもたくさん残ったまま…。何が変わったか?…それは、どのお子さんも回を重

ねるごとに、入室時の笑顔が増え、臨む態度に真剣さが増えてきたことでした。注意されても納得

感を感じて、改めることができてきました。元々は、正しいことに忠実にしたいお子さんが多く、

モデリングやロールプレイなど分かるように教えられれば守ろうと取り組みます。また、親御さん

も、毎回のペアレントメンター（先パイお母さん）の助言などでお子さんの見方が変わられたよう

です。家庭でも SSTに取り組む中で、親子が分かり合える機会があったのだと思います。そのこと

が何よりもお子さんの達成感を後押しするものとなったと思います。今回も貴重な学びをさせてい

ただき、ありがとうございました。 （サポーター Ｓさん） 

 

＊ なかよしクラブを終えて ＊       講 師  佐藤 眞由美 

平成 20 年度から７年目を迎えたＳＳＴ教室は、久々の小学校低学年グループでした。    

勝手喋りやおふざけ、不安や戸惑いなど、集団行動の苦手さをいっぱい出していた 6 人   

でしたが、会を重ねるごとに、見違えるように変わっていきました。お父さんの参加も    

たくさんあって、家族中で一生懸命取り組んだ成果ですね。特筆すべきは、毎回プログ    

ラム終了後に声をかけあって、汗びっしょりになって遊んでいたこと。その中で譲ったり、  

相手に合わせたりを実践していました。親御さんたちも悩みながらも、子どもの成長と   

ともに、たくさんの気づきと自信を手にしました。「絶対また来たい！」というはち切れ    

そうな子ども達の笑顔に、スタッフも元気をいただきました。 

 

親御さん・サポーターさん、毎回遅くまでご協力、ホントにありがとうございました。（講

師：佐藤） 

 



ニュース発行 and 

全体おしゃべり会 

１月２２日（日） 

瑞穂生涯学習センター 

１３：３０～１６：３０ 

 

小中学生グループ遊びの会    

ダイフクラブ  

💛活動報告💛  

１０月１５日（土）瑞穂生涯学習センターにて「クリスマス会の企画に参加してみよう！&みんなで遊ぼ

う！」を行いました。小２から中学３年生までの子供３名と保護者３名の参加でした。参加者が少なか

ったですが、ボール遊び、トランプ、ワーミー、迷路、コマ、UNOなど色々な遊びをして楽しく過ごす

ことができました。参加されたお父さんが中学生に数学を教えてくれたり、逆に中学生が大人にスマホ

の使い方を教えたりと交流を楽しみました。遊びに夢中になり、クリスマス会の企画は意見があまり出

なくて残念でしたが、「体を動かす遊びがいい」という貴重な意見がでましたので、クリスマス会の企画

に生かしていきたと思います。 

 

💛活動予定💛   次回は２月に予定しています。くわしくは次号でお知らせします。 

 

２０１６年度  第４回役員会報告 

議題１ 各グループの活動報告と計画・交流 

 青年部・・・ランチ会、ボーリング大会、鉄道写真家さんの講演写真展 

 高校生Ｇ・・・イケメン講座第３回、第４回～マナー・エチケット編～ 

 小・中学生Ｇ・・・ホッとティータイム、アドラー心理学講座、クリスマス会、Grow up 

 ハッピークッキング・・・ハンバーグ、クリスマス会デリバリー 

 あそびクラブ・・・堀川サムライクルーズ、なばなの里、 

 ボランティアクラブ・・・尾張荘・天子田ディサービス 

 ＳＳＴなかよしクラブ・・・なかよしクラブフォローアップ、中学生Ｇ面接練習 

 ダイフクラブ・・・みんなで遊ぼう、クリスマス会企画 

 全体報告 

議題２ 全国 LD 親の会から 

 教材教具研究会ｉｎ岡崎 ９月 1９日 

 日本 LD学会 第２５回大会 1１月 1９・2０日横浜 

 ATACカンファレンス １２月１０・１１日京都 

議題３ 副代表・全国担当から 

 ペアレントメンター活動報告・予定 

 対外的な活動 講演会・研修会 

 日本ＬD学会 

議題４ その他 

 ２０３号会報  担当 青年部 瑞穂生涯学習センター 

 次回役員会 1月８日（日）瑞穂生涯学習センター 

副代表荒川・事務局菊田の

なんでも相談室 

１２月はおやすみです 

 

 

 

 



書籍案内 

「発達障害のある子の父親ストーリー 

立場やキャリア、生き方の異なる１４人の男性が担った父親の役割・か

かわり」 

アスペ・エルデの会編   明治図書  ２１６０円 

保護者支援の前に、親の願いと生き方を知ろう 

発達障害について国の施策を動かすスーパーファーザーから地域で草

の根レベルの支援活動をする父親、自身の趣味を活かして社会への理

解と支援を求める父親…のストーリー。わが子が過ごしやすい社会にな

ることを何より願う父親たちの生き方、役割・かかわりがわかる。 

 

「家族と子どもを支える 発達障害のある子の育ちの支援」 

辻井正次＝著   中央法規出版  １９４４円 

発達障害のある子へのかかわりの基本を知るための一冊 

発達障害をどのようにとらえればよいのかを解説するとともに、ペアレント

トレーニング、スキルプログラムを使った、発達障害のある子どもの「でき

ること」を伸ばす支援を提案。 

最新の研究や知見をもとに、教育関係者をはじめ、親や支援関係者が

「今すべき」最善の支援を探る。 

 

「障害を持つ息子へ   ～息子よ。そのままで、いい。～」 

神戸金史  ブックマン社  １３００円 

相模原障害者殺傷事件直後、広がる憎悪のなか感動を呼んだ障害

児の父親の手記を緊急出版！ 

障害者19人が殺害された相模原事件。 

報道は過熱し、被害者の名前が伏せられたことで、犯人の不気味

な笑顔やコメントばかりが垂れ流された。「障害者なんていなくなれ

ばいい」…その思想に、賛同する人も少なくなかった。誰もが心の

おりを刺激され、異様な空気に包まれるなか、 

平穏を取り戻させてくれたのは、ある障害児の父親が綴った息子への想いだった―。 

 

紹介企画 

NPO法人ゆう 地域生活支援フォーラム  そういうことか！「合理的配慮」 

    ～当事者から学びみんなで考えよう！適切な合理的配慮の求め方～ 

日時：平成２９年２月１１日 

会場：豊川市音羽文化ホール ウィンディアホール 

講師 笹森理絵さん（当事者、母親、社会福祉士、精神保健福祉士）  他 

入場料 ：1500円 

         ＊“かたつむり”は、この企画を後援しています。 

          ＊参加申し込みは、NPO法人ゆう までお願いします。   



 

 

所属グループに関係なく参加できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

全国 LD 親の会 

９月１９日 教材教具研修会 ｉｎ岡崎 

１１月 19・20 日 日本 LD学会（横浜） 

１２月 10・11 日 ATAC カンファレンス 

青年部 あそびクラブ 

毎月第１日曜日 月例会開催 

１０月１６日 なばなの里 

１１月２０日 カラオケ 

１２月１８日 ボーリング大会 

青年部 ボランティアクラブ  

毎月第２土曜日  

１０月 ８日 天子田ディーサービス 

１１月１２日 尾張荘 

１２月１０日 尾張荘 

 １月１４日 尾張荘 

何でも相談室 

 偶数月最終金曜日 午後５時～ 

１０月 28 日 瑞穂生涯学習センター 

１２月は年末のためお休みします。 

 

小・中学生グループ 

１０月１８日 ホッとティータイム 

１０月２３日 ハッピースマイル子育て法 

１１月 ６日・12 月 4 日・23 日 Grow up クラブ 

１２月２４日 クリスマス会 

１２月２５日 「ＳＳＴ臨時講座」 面接の受け方 

高校生グループ 

１１月 13 日 第 3 回 イケメン講座 

          ～コミュニケーション編～ 

 １月 ８日 第４回 イケメン講座（最終回） 

          ～マナー・エチケット＋ランチ会～ 

               

 

 青年部 

１０月  1 日 ランチ＆おしゃべり会  

１２月１８日  ボーリング大会 

２月１２日 鉄道写真家さんのお話し会 

その他・ペアレントメンタ― 

１０月  １日  応用研修（合理的配慮について） 

１０月 ４日  いこいの家 

１０月１３日 家庭支援プログラム 知立 

１１月１４日 相談従事者研修 

１２月 17・18 日 ベーシック研修  

 １月１６日 岡崎市めばえの家 茶話会 

 １月２６日 応用研修 

対外的な活動 

１１月２３日 愛教大 就労フォーラム 講師 

１１月２８日 一宮市いずみ学園 講演会 

                (保護者対象) 講師 

 

 

 

平成２８年度活動カレンダー 

SST なかよしクラブ 

１０月  8 日 なかよしクラブ 

フォローアップ 

１２月２５日 中学生グループ 面接練習 

 

 

ハッピークッキング 

１０月３０日 ハンバーグ 

１２月２４日 クリスマス会用 軽食・オードブル 

 

ダイフクラブ 

１０月１５日 「クリスマス会のゲームを考えよう 

         ＆みんなで遊ぼう！！」 

 ２月２６日  調理予定 

 

 

今年もあとわずかとなりました。この冬は、

例年以上にインフルエンザが猛威を振るうよ

うです。しっかり対策をとって、これからの

季節を元気に過ごしましょう。 
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