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・ 特集  ―自閉症の人たちの余暇を考える― ｐ．2～8

京都府自閉症協会の音楽活動“楽しむ・奏でる・聴く”

・熊本県自閉症協会からのメッセージ　震災を経て ｐ．9～10

・余暇活動のご紹介 ｐ．11

・おめでとう新成人 ｐ．12～13

・おすすめの１冊 ／ ASDな日々 ｐ．14

・各部だより ｐ．15～20

・役員会の活動報告 ｐ．20～22

・セミナーのご案内 ｐ．22～23

・第49回　定期総会を開きます ｐ．24
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　当協会では、自閉症の人たちの余暇を支援するためのさまざまな活動をしています。

　今号では、その中の音楽活動について、内容のご紹介と支援者の思いや参加者の声をお届け

します。後半は、アンサンブル・ハーティブリッジの皆さんが熊本地震で被災された人たちの

ためのコンサートに出演された報告とともに熊本県自閉症協会から震災の経験談を寄稿いただ

きましたので併せて掲載いたします。

　Kirala は NPO 法人あすくの余暇支援サークル

「Kirala」から引き継ぐ形で、2013年に青年成人部

のレクリエーションとしてスタートした音楽やダン

スを楽しむサークルです。

　昨年度のメンバーは15人。年６回（不定期）、日

曜日に約１時間、南青少年活動センターで活動して

います。子どもたちが活動している間、保護者は別

の部屋で情報交換やおしゃべりを楽しんでいます。

　毎年４月２日に京都駅ビル駅前広場で開催される

『世界自閉症啓発デー in 京都』の京都タワーライ

トアップイベントでダンスを披露しています。

　私は以前、支援学校（旧養護学校）で音楽教師として勤務していました。そのころから、自

閉症の生徒たちにとって、視覚的構造化はなくてはならない支援だと考えていました。

　2000年ごろ、私は TEACCHプログラムの考えを取り入れた音楽の余暇活動をしたいと思っ

ていました。同僚だった平木真由美先生のお力添えで村松陽子医師から「NPO 法人あすくの

余暇活動としてダンスをしませんか」とチャンスをいただき“Kirala ダンスサークル”が誕

生しました。

　音楽の専門家として、自閉症の人たちが音楽を楽しむために大事にしていることは―

１．メンバーが『物理的・視覚的』支援を受け、次に起こることが予測でき、集団の中でも自

立して活動ができること

２．音楽の特性を使い、意図的に活動できる環境をつくる。また、できたことをすぐに認め、

達成感を繰り返し味わう・・・音楽は『時間的区切りがある』『リズムパターンが繰り返

される』『拍子の持つ規則的反復性は時間的秩序を作り出す』ことから、時間的構造化さ

れており、終わりが予測しやすい。

３．音楽をコミュニケーションの手段とする（リズムに合わせて、相手と触れるなど）

４．『したくない』という選択肢を大事にする（じっと見ているだけの参加の仕方、係として

―自閉症の人たちの余暇を考える―

京都府自閉症協会の 音楽活動

音楽を楽しむ… Kirala（キララ）

特集

 

ステージでダンスを披露するメンバーたち

スタッフの皆さん




左から平木先生

山本先生

楠田さん

藤田さん




Kirala　指導者：山本 洋子  



（3）ＫＳＫＱ（ＢＥＡＭ　No. 132）　第三種郵便物認可　　　通巻第9064号　　　2018年５月21日発行

役割を果たす参加の仕方もある）

　メンバーは構造化された環境の中で活動しているので、スタッフの介入も少なく安心してい

るように思います。最近はスケジュールに沿って自発的な行動も見られ、ペアで踊ったり、手

をつないで輪になって踊ることもできるようになり感動しました。

　世界自閉症啓発デーでは“勇気100％”を毎回踊っていますが、それぞれに「自分はできる

んだ」と自信を持って踊っているように思います。ステージ発表でもスケジュールがあれば、

いつものようにダンスしています。個人的な感想ですが、本当はステージ発表が好きなのでは？ 

と思ったりします。発表が終わったら、文字や絵で感謝の気持ちのお手紙をお渡ししています。

　パラバルーンの下で寝転んでリラックスしている姿やセッションの最後にシャボン玉の中で

音楽を聴く場面では、メンバーのほっこりした姿を見て、この時間を音楽とメンバーのみんな

と共に過ごすことができて「ありがとう」という気持ちでいっぱいになります。そして自閉症

の人たちの一生懸命な姿にスタッフは、みんな癒されるのでした。

TEACCH とは…自閉症スペクトラムの人たちのためにアメリカノースカロライナ州政府が施行している

制度です。TEACCH プログラムは、単なる技法ではなく、家族と協力して人生全般の支援を継続してい

くシステムです。その基本的な考え方の中に「構造化」の方法が有用である、とされています。

メンバー・保護者の声

・みんなで一緒に踊って　キララ　楽

しいです。（Ｉさん）

・キララは、楽器遊びもバルーンもダ

ンスもとても楽しいです。僕的には、

ハンガリー舞曲に合わせて鈴を鳴ら

すのがお気に入りです。（Ｈさん）

・好きな歌とダンスをみんなと一緒に

出来て、毎回とっても楽しみにして

います。「京都駅での発表に向けて、

頑張る！」と張り切っています。

 （Ｙさん保護者）

・音楽療法と TEACCH がコラボした

Kirala の活動は、分りやすく本人な

りに楽しんでいます。学校を卒業し

て活動の幅が少ない自閉症の子ども

たちにとっては、貴重な余暇活動に

なっています。（Ｍさん保護者）

・周りの人に合わせてステップやター

ンを息子なりにしている姿は、ほほ

笑ましいです。毎回同じことを繰り

返すので、本人は見通しが立ち、出

来ることが増え、親も意外な発見を

させてもらっています。

 （Ｏさん保護者）ブルーにライトアップされた京都タワーと

メンバーたち

最後は保護者も参加

スカーフを

使っての

ダンス

なくてはならないスケジュール

個々に合わせた

スケジュール
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　「自閉症の人たちと音楽活動がやりたい」ということで京都府自閉症協会に相談を持ち掛け

たことがきっかけとなり2015年から“The BEAT”や“Beat Together”としての活動が始

まりました。活動期間としては、だいたい３年くらいで、これから４年目に突入です。

The BEAT：バンド名のようなもの

Beat Together：ワークショップの名称　…になります。

　それでもよくわからないなぁという人は、ぜひ一度、Beat Together ワークショップにご

参加ください。

　ワークショップの大まかな流れとしては、最初に手拍子でいろいろなリズムを演奏します。

なぜなら、私たちにとって一番身近な楽器は「からだ」だからです。そして、自分の好きな楽

器でいろいろなリズムを演奏します。そして、バンドの演奏と合わせて好きなリズムを演奏し

ます。楽しいです。だいたいこのような感じで、毎回のワークショップを行っています。たく

さんの楽器と、ゆかいな仲間たちがあなたを待っています。

　これまで、たくさんの皆さんに参加していただいたおかげで、ここまで続けることができて

いるわけです。ありがとうございます。

　さて、音楽は“時間の芸術”とも呼ばれますが、「演奏する人」と「聞いてくれる人（＝リ

スナー）」があってのものですよね。でも、よく考えてみると、最初のリスナーって“自分”

なんです。自分が楽しめる、楽しくなれる音楽・リズムを奏でて、表現して、これからも楽し

くやっていきたいと思っています。

　The BEAT は、2015年に京都府自閉症協会の音楽活動として開始しました。

　活動は、土、日や祝日などに東山青少年活動センターで行っています。参加者は15人くらい

で親子で来られる人や本人だけの参加とさまざまです。打楽器をはじめとする楽器に触れ、音

音楽を奏でる… The BEAT（ザ・ビート）

を出して、みんなで合奏することを通して表現

することの発見、感動、喜びを味わおう！とす

る活動です。

　The BEAT は2016年から Kirala と一緒に４

月２日『世界自閉症啓発デー in 京都』のイベ

ントでステージ発表しています。

The BEAT　ナビゲーターとギター：本間 裕之

ステージで日頃の練習の成果を披露 さまざまな楽器を使っての練習風景
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　私たち NEO吹奏楽団は、京都市右京区で活動している社会人の吹奏楽団です。

　元は1987年に嵯峨野周辺にある公立高校の OBによって創団されました。現在は市外や隣県

在住の者も含め約50人の団員が在籍しています。20代から60代という幅広い年齢層のメンバー

で「全ての人に音楽を～音楽も遊びも とことん楽しく～」をモットーに日々活動しています。

　これまで自閉症協会様からは2016年、2017年に演奏のご依頼をいただきました。私たちが普

段主催するコンサートでは、クラシカルな曲とポップステイストの曲を織り交ぜて構成するこ

とが多いのですが、「来場された皆様が一緒に楽しんでほしい」「知っている曲があったら気兼

ねなく歌ってほしい」という思いから、歌ものや CM ソングなどの耳なじみのある曲を中心

に選ばせていただきました。複数の曲がつながったメドレー楽曲などではイラストパネルを制

作し、演奏に合わせて提示することで曲の情景を想像しやすい工夫や、体でも音楽を感じてい

ただきたく、手拍子で演奏に参加していただけるコーナーを設けました。当日は、ご来場くだ

さった皆さまと一体になれたコンサートだったことをうれしく思います。

　障害を持つ人たちの中には、じっと座っていることが難しい、大きな声を出してしまう、遠

出が困難・・・そんな不安からコンサートへの足が遠のいてしまう人もいらっしゃるかもしれ

ません。そのような皆さんの元に（福祉施設や支援学校にも）訪れ、近い距離で生の演奏に触

れ、安心できる空間で自由に音楽を楽しんでいただきたいと考えています。ご縁があって演奏

する機会をいただけたことをありがたく思います。

　父親ネットワークの「吹奏楽コンサート」

でお世話になっている NEO吹奏楽団です。

　迫力のある演奏に思わず身体が動き出して

しまいます。日ごろ聞きなれた曲も多く、動

いても声を出しても OK の楽しいコンサート

です。

音楽を聴く… NEO吹奏楽団

NEO吹奏楽団　団長：濱﨑 祥子 

エレキギターを弾く息子
 山中 裕子（保護者）

　ある冬の日、「僕、ギターしようかなあ」と、息子からのビックリ
発言。
　エレキギターを弾く息子…その姿を想像する主人と私は戸惑いつつ
も「本人がやりたい言うてんねんから」と、さっそく本人と一緒に楽
器屋さんへ！　買ったときの息子の満面の笑み！　このギターが無駄

になるかも…と一抹の不安がよぎりましたが、その笑顔に賭けてみることにしました。
　もともと太鼓をリズムに合わせて叩くゲームにハマっていて、音楽を聴いたり歌ったり
は大好きでした。２年ほど前から“The BEAT”に参加させていただくようになり、そ
の活動が本当に楽しく、さらに珍しい楽器や、ドラム、ベース、ギター、キーボードの音
を直に体感したことで息子は心躍り、それらを演奏されている指導者の皆さんがキラキラ
して見えたのだと思います。学校とも家庭とも福祉サービスとも違う空間に一人意気揚々
とギター背負って出かけ、その時間を楽しんでいる息子の姿。チャレンジさせてみたこと
で彼の余暇が大きく広がりました。

知ってる曲も多く、一緒に楽しめる迫力ある演奏会です

本間さんから
指導を受ける涼輔君
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　私がコンサートのお話をい

ただいたのは、大学を卒業し

てまだ間もないころでした。

いつもと違う雰囲気の中“大

丈夫かしら？”と不安に思い

ながら演奏にのぞんだことを

覚えています。体全体で喜び

を表現しながら笑顔いっぱい

で音楽を楽しんでくれる子ど

もたち、温かく見守りながら

聴いてくださるご家族の皆さ

ん。私の不安も吹き飛んだ瞬

間でした。共に感動を分かち

合える喜び、一緒に楽しめる

音楽、これからもこの感動を

届け、分かちあいたいと思っ

ています。

　毎年、夏に開かれる『自閉症の人たちに　そして一緒に楽しみたい人たちに』のコンサート

をされているのがアンサンブル・ハーティブリッジの皆さんです。代表の紺谷晶子さんは、京

都府自閉症協会の正会員でもあります。昨年は、地震で甚大な被害をうけた熊本で、被災され

た人たちに少しでも元気になっていただこうとコンサートを企画されました。

　「コンサートをしよう」ある日の夜中、

突然思い立ちました。

　「翔太（三男・自閉症）を連れて楽し

いコンサートに行けたらなあ‥」。それ

までも、いろいろと探していました。子

ども向けのコンサートやミュージカル

等々…〈超〉多動が少しだけおさまり、

音楽に耳を傾けるようになってきた頃の

ことです。少し難しいかな？　と思いな

がらもチケットを購入し楽しみに待って

いても調子を崩したり、出入口のそばの

音楽を聴く…ハーティブリッジ

アンサンブル・
ハーティブリッジ 代表（ピアノ）：紺谷 晶子

（正会員） 

　初めてハー

ティブリッジ

の演奏を聴い

た時、そこに

はお客さまに

木村 真理子（ヴァイオリン） 小崎 恵理子（ヴィオラ）

　私は、普段は京都府立盲学

校で非常勤講師をしています。

視覚障害に加えて、自閉症や

知的障害などいろいろな障害

を持つ重複障害の子どもたち

に音楽を教えています。平日

は学校、土日は音楽活動をし

ています。どちらもあるから

両方楽しく続けられるのだと

思っています。なによりツー

カーなメンバーとアンサンブ

ルをするのは本当に楽しいで

す。自称ジガジアンサンブル

（＝自画自賛アンサンブル）

なので、どこへでも行って、

皆さんを楽しませてあげたい、

喜ばせてあげたい気持ちで

いっぱいです。

松田 美紀（クラリネット）

伝わるパフォーマンスをしよ

うと演奏するプレーヤーの皆

さん、それと音楽を体全体で

享受して楽しんでおられるお

客さまの姿がありました。会

場は音楽を通しての一体感で

あふれ、“素晴らしい”と

思いました。次の年から、私

も演奏に参加させていただく

ようになりました。初めてコ

ンサートを見た時の感動を忘

れないように努めているつも

りです。

ハーティブリッジの皆さん（前列左から紺谷さん、松田さん、

後列左から木村さん、細井さん、丸山さん、小崎さん、深澤さん）
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座席を取るために一番早く会場に入って始まるまでに疲れてしまったり…。

　「翔太と行けるコンサートを探しても見つからないから、自分でやってみたいけれど、一緒

にやってくれないかな？」と打診したのが大学時代の同期の松田さん。そこに仕事仲間だった

木村さん、音大生だった長男の康太が加わり４人で暗中模索の中、１回だけのつもりで2005年

に始めました。そのとき「障がいのある人が楽しんでいただけるようなコンサートを開きたい

のですが…」と事務局の宮内さんに相談した折、『自閉症の人たちに、そして一緒に楽しみた

い人たちに』という表題を考えてくださいました。（年子の３人の男児を持つ私にとって、“一

緒に楽しみたい人たちに”の言葉は大変うれしいものでした。上の２人をどこにも連れて行け

ず、一緒に楽しみたかった思いがいっぱいありました。）

　コンサート当日は「お客さまより、ステージに並んでいる人のほうが多いのではないか？」

と心配していましたが、大勢のお客さまがお越しくださって喜んでいただき、翌年も、また翌

年も～となりました。当初はこんなに続くとは思ってもいませんでした。

　私たちが「来年もやろう！」と思える一番の原動力は、お客さまの笑顔です。どんどん曲が

進むうちに弾ける笑顔、声、動き。意図せず生まれる連帯感。日常的に我慢の多い生活をされ

ているだろう皆さんに開放感を味わっていただき、私たちもその時間を共有したいと思ってい

ます。

　こうして始めたコンサートでしたが、13年間のうち５年ほど我が家の自閉クンは来れません

でした。かなり調子の悪い時期が長く続き「もう無理かな、この活動もそろそろやめどきかな」

と半ば諦めかけたときもありました。でもあるときから少しベクトルが上を向くときが増え、

練習時に入って来てピアノの下に潜って寝転び、長時間ずっと幸せそうに聴くようになりまし

た。そして、その頃から本番にも再び自分から来てくれるようになりました。翔太の荒波の中

で、私も落ち込み自分を見失いそうになりますが、ぶれずに続けていたら、また一緒に歩める

ときが来るのだなあと、分かったことでもありました。

　この活動は、私にとっては

「音楽療法」ではありません。

楽しんでいただきたいのは障

がいを持っておられる人たち

ではなく「一緒に楽しみたい

人たち」です。他の視聴され

ている人にご迷惑さえなけれ

ば、声を出そうが立ち歩こう

が、とにかく皆さんにリラッ

クスして楽しんでいただきた

いと考えています。

　私の母も音楽を勉強し、地

元でピアノを教えながら、ハ

ンドベルを養護学校で演奏す

るなど、昔からさまざまな活

動をしていました。街中で子

どもが母と会うと「先生～」

と叫んで抱きついてきている

のを、私は隣で見ていました。

私もハーティブリッジの皆さ

んと出会い、活動するように

なったのも自然な流れなのか

もしれません。皆さんが全身

で楽しんでくださるのを実際

に感じて、教わったこと、助

けられたことがたくさんあり

ます。音楽に対する考え方を

変えてくれたことは、私にとっ

て大きな糧となっています。

丸山 晃子（歌：ソプラノ）

　ハーティブリッジでの活動

をする前は、自閉症について

の知識はざっくりとしたもの

でした。実際にコンサートを

行って自閉症の人やそのご家

族との触れ合いで、障害の有

無に関係なく、私たちと何ら

変わらず音楽を心から楽しみ

にしているということを一番

に感じました。楽しみ方とい

う意味では、これまで私が関

わってきたどのコンサートの

細井 康太（歌：テノール）深澤 学（パーカッション）

お客さまよ

り楽しみ方

を知ってい

るのかもし

れません。
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　11月18日（土）、熊本市の九州ルーテル学院大学のチャペルに、京都からアンサンブル・ハー

ティーブリッジの皆さんが遠路はるばるやって来ました。クラシックから人気のテレビのテー

マソングまで、いろいろな曲を演奏していただきました。中には曲を演奏しながらクラリネッ

トが分解されだんだん小さくなったり、猫の鳴き声が掛け合いの曲になっていたりして、とて

も楽しい音楽会でした。たっぷりと曲を聴かせていただきましたが、１時間半があっという間

で、子どもと一緒に生の演奏を聴くことができ、親も子もとても幸せな気分になりました。親

は震災以来、リラックスすることがあまりなく、固まった気持ちがほぐれた感じになりました。

日頃は音楽会に子どもを連れて行くことがなかなかできませんので、本当に貴重な機会でした。

子どもたちにとっても生の音を聞いて、楽器や歌の迫力と優しさを体験するいい機会になった

と思います。

　今回のお話は、震災の直後から京都府自閉症協会の宮内さんからご紹介をいただき、それか

らなんとか実現しようと日本自閉症協会の本部や九州ルーテル学院大のご協力を得て、震災か

ら１年半が過ぎ、ようやく実現した音楽会でした。

熊本県自閉症協会会長　坂口 正浩

アンサンブルがやってきた

　バイオリン、ビオラ、

クラリネット、ピアノの

響きそしてテノール、ソ

プラノの語るような歌声、

晩秋の陽がそそぐステン

ドグラスをバックにチャ

ペルに心地よい音楽が響

いたひと時でした。素敵

な音楽をお届けいただき

ありがとうございました。

　はじめは松田さんの「福島でコンサートが出来ないかな？」の一言でした。

聞けば、知人の親戚が福島にいらっしゃって障がいのあるお子さんがおられ、

コンサートをしてほしい‥というお話でした。そこで福島のことを知る方に

そして、被災地へ．．．他府県との連携

相談すると「まだ無理ではないだろうか。町がなくなって何もない状態。好意で行っても、迷

惑をかけることもある」とのこと。自分たちの思いだけで突っ走ることなく、お尋ねしてよかっ

たと思わずにはいられませんでした。

　ちょうどその頃、熊本で地震があり熊本県自閉症協会と連絡を取ってみてはどうかと宮内さ

んから伺い、メールをすることになりました。

　それから１年半余り、熊本では被災後でいろいろ大変だったことと思います。被災地では未

だに工事にも取り掛かれず、避難所にいらっしゃる人も多いと聞きました。それにもかかわら

ず私たちを迎えるべく準備をして待ってくださっていました。恐縮するばかりです。でも、聴

きにいらしていただいたお客さまの笑顔を見て、私たちもうれしく「来てよかった」と心から

思いました。
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１．現在の状況

　熊本の震災から２年になります。震災直後は出張から飛行機で熊本に帰ると眼下は一面ブルー

シートの海でした。今の熊本は公共的な橋や道路は復旧がだいぶ進んでいます。一方、個人の

住宅やアパートだったところは更地になっているところが多く、仮設住宅やみなし仮設住宅に

住んでいる人も４万人ほどいらっしゃいます。中にはマンションが倒壊したままになっている

ところもあります。熊本市から阿蘇方面へ通じるメインの国道はまだ工事中で、熊本城の再建

はあと20年かかるということで一部の石垣は崩落したままです。まだまだ先が長いようです。

熊本県自閉症協会からのメッセージ

熊本城の石垣 ブルーインパルスが励ましに来てくれました

　建物は復興の様子が明らかですが、人の心の中はそうはいきません。お子さんの調子が悪かっ

たり、余震で思い出したりと学校でも心理的ケアが必要な生徒が多くいます。親も震災以来、

気が休まる時がない人も多数いらっしゃいます。

２．会員さんの状況

　会員さんの中には、家族が多いため２カ所の仮設住宅に分かれて住まわれ、子どもが声を出

すので、周りに大変気を使っているとおっしゃっている人もおられました。また、震災でひび

が入った壁がそのままの状態で埃っぽいまま住まれている人もいらっしゃいます。

３．熊本県自閉症協会の活動

　地震直後は、その日の食料や水の心配、余震の恐怖に追われていましたが、日常の生活が戻

り、最近は疲れを感じるという人が増えてきたような気がします。ここ最近は、協会の活動も

講演会や研修会よりも、バスレクリエーションや音楽会など親も子どもも楽しめるイベントが

多くなっており、たまにはリラックスしたいとの希望が多いように思います。

震 災 を 経 て
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４．非日常の体験の大切さ

　地震直後は非日常の生活が続きます。ですから、子どもたちにもそんな体験をたまにしてお

く必要があるかと思います。車の中で昼寝をするとか（車内の気温に注意！）、夕食に缶詰の

おかずが出るとか、風呂に入らず体を拭くだけにするなどにトライしてみてはいかがでしょう

か。

　また、精神科等の専門のお医者さんから薬を処方されている人は、投薬情報を通院可能なク

リニックへ移す必要があります。

車中泊　子どもはよく寝てくれました くすりの情報は複数のスマホなどに

情報を分散させておく

５．刻々と変わる状況

地震直後：食料、水は配給に並べないことがありますので、他府県の知人へお願いすること

も手段だと思います。今回、熊本県自閉症協会では福岡県自閉症協会にテントや

食料の調達、日本自閉協会本部には安否確認をお願いしました。

数カ月後：学校や施設が再開して子どもたちは日常を取り戻し始めていますが、夜中に急に

起きたり、調子が急に悪くなったりしますので、注意が必要です。場合によって

は、医師に相談することや学校ではスクールカウンセラーによるケアも必要です。

現在でも仮設住宅の期限や住宅の再建が見通せない不安があります。

６．つながりの大切さ

　おかれた状況によって、どことどのようにつながるのがベストかを意識しておく必要がある

かと思います。知人、町内会（民生委員、会長）、職場、自閉症協会（住んでいるところの協会、

他府県の協会）、行政、支援センター、医療機関など。

　まだまだ、これからのところもありますが、ぼちぼち行きます。ありがとうございました。

熊本県自閉症協会会長　坂口 正浩
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余暇活動のご紹介

活　動 担　当 対　象 日程・場所 申し込み

Kirala

（音楽やダンスを楽しむ）

青年成人部 青年成人部会員 年７回

南青少年活動セ

ンター

要

年度初めに

メンバー登

録制

The BEAT

（音楽を奏でる）

事務局



任意のサークルで
当会が協力




正会員 年10回

東山青少年活動

センター

要

メンバー登

録制

NEO吹奏楽団

コンサート

（音楽を聴く）

父親ネットワー

ク

会員外でも OK



療育手帳、障害者
手帳をお持ちの人




７月１日（日）

呉竹文化セン

ター

要

当日参加可

アンサンブル・ハーティ

ブリッジ

親子コンサート

（音楽を聴く）

独自で活動され

ています



京都府自閉症協会
の活動ではありま
せん




どなたでも ８月19日（日）

ウイングス京都

要

音楽活動（今年度の予定）

上記以外にも次のような活動やイベント・事業を行っています。

多くの皆さんのご参加をお待ちしています。

活　動 担　当 対　象 日程・場所 申し込み

バス

レクリエーション

幼児学齢部 幼児学齢部会員 ６月17日（日）

アクトパル宇治

要

クリスマス会 幼児学齢部 幼児学齢部会員 12月16日（日）

ハートピア京都

要

親子お楽しみ

バーベキュー

父親ネットワー

ク

正会員 ４月15日に開催

しました

要

発達障害啓発パレード 事務局 どなたでも 未定

西京極スタジア

ム

不要

京都障害者新成人のつど

い

事務局 対象者のみ 成人の日

京都テルサ

要

世界自閉症啓発デー事業 事務局 どなたでも 毎年４月２日

京都駅ビル駅前

広場

不要

＊詳しくは、その都度送られてくるチラシやホームページをご覧ください。

＊お問い合わせは、事務局 TEL 075-813-5156 まで
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おめでとう新成人

　１月８日（月／祝）、京都テルサにおいて京都障害者成人式実行委員会主催の『平成30年第

53回京都障害者新成人のつどい』が開催されました。

　京都府自閉症協会では16人が成人式を迎えられました。『つどい』には５家族が出席され、

門出を祝いました。

　式典では、実行委員会代表の式辞、京都市長をはじめご来賓の祝辞、お祝いの品々の贈呈と

続き、当協会の新成人を代表して若林義輝さんが誓いの言葉を述べられました。緊張されてい

たと思いますが、ご自分の思いをしっかりと述べられ、会場は大きな拍手に包まれていました。

そして、保護者を代表して当協会の蔵本ユキさんが親の思いが伝わる謝辞を述べられました。
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　式典後の『お祭りひろば』は、京都手をつなぐ育成会のよさこい踊りと京都市立洛南中学校

吹奏楽部の演奏があり、新成人の皆さんは音楽に合わせて手拍子したり踊ったりとリラックス

謝　辞

　新成人の親を代表しまして一言お礼を申し上げます。

　本日はこのように立派な、また心温まる新成人のつどいを開催していただき、心から感

激をいたしております。先ほどは京都府知事様や京都市長様ほか来賓の方々から、温かい

お祝いとともに心強い励ましの言葉をいただきありがとうございました。また、京都紫
むらさきの

野

ロータリークラブ様ほかから、このように素晴しい記念品をいただき重ねてお礼申し上げ

ます。子どもたちにはこのような温かい励ましを受け、社会に向け勇気をもって進んでい

くようにと切に願っております。

　思い返せば、わが子にハンディキャップがあるかもしれないと分かった時には、今日の

このような日が迎えられることが想像さえ出来ませんでした。息子を抱え、どうして良い

かわからず泣いていた日を昨日のことのように覚えています。しかし、子どもの成長を一

緒に悩み、考え、共に喜び合えるたくさんの友人との出会い、専門的なアドバイスをもらっ

たネットワークへの参加、また支援としてどう力になれるかを常に考え、

提案し、支えてくださった社会資源に、いつしか明るい将来を見つめ、生

きていく強さをもらいました。今日、成人としてまた新たな一歩を歩みだ

す彼らが、これからも人格と個性を尊重しあい、共生できる社会であり、

笑顔であふれる豊かな人生になるよう、心から願っています。

　最後に、引き続き温かいご指導、ご支援をいただきますようお願い申し

上げ、はなはだ簡単ですが、お礼の言葉とさせていただきます。

平成30年１月８日

 保護者代表　京都府自閉症協会　蔵本ユキ

されていました。

　記念撮影の後の祝賀会ではビンゴゲーム

を楽しみながらケーキと飲み物でお祝いし

ました。インタビューに答えたり、ビンゴ

ゲームの景品を見せ合ったり、和やかで楽

しいひとときになりました。

　新成人のつどいは厳粛な中にも和やかな

雰囲気で、それぞれに無理なくご参加いた

だけますので、新成人になられる皆さんに

はぜひご出席いただき、ご家族の皆さまと

一緒に晴れの日をお祝いしたいと思います。

京都障害者成人式実行委員会構成団体：京都障害児者親の会協議会・（一社）京都手をつなぐ育成会・

（公社）京都市身体障害児者父母の会連合会・（一社）日本筋ジストロフィー協会京都支部・京都府自閉

症協会・京都重症心身障害児（者）を守る会

新成人の皆さま、ご家族の皆さま、

おめでとうございます。
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おすすめの１冊 事務所でも

販売しています

作者紹介：

西岡七恵

（にしおか　ななえ）

1989年生まれ

アスペルガー当事者

５匹の猫と過ごす毎日

漫画、イラストの

お仕事募集中

　障害をもつ子どもの親は誰もが「自分が死んだらこの子はどうなる？」と不安
を抱えています。自閉症の子どもの父親である著者が、専門家の立場からライフ
プラン、保険や年金など、お金についてのあれこれを具体例を挙げ分かりやすく
書いておられます。今どのような準備をすればよいのか悩んでおられる親御さん
や小さな子どもの親御さんにとっても、大変参考になる内容です。

　さらに、わが子が自閉症と知らされた時の衝撃、戸惑い、葛藤しなが
ら障害を受容してこられたプロセスもつづられています。わが子への愛
にあふれる一冊です。

発達障がいの子ども
お金のこと
親が亡くなった後のこと

ファイナンシャル・プランナー　社会保険労務士　平野　厚雄　著
発行：パブラボ　発売：星雲社
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　12月16日（土）にハートピア京都で開催し、参加者は医療、教育、福祉関係者や学生、当

事者、保護者など88人でした。
　

専

門

部

　

各部だより  

自閉症セミナー2017～ライフステージを見据えた支援～

【基調講演】

テーマ　豊かな成人生活に向けて

親・支援者のできること

講　師　諏訪　利明氏

 （川崎医療福祉大学　准教授）

　子どもから成人まで幅広い年代の支

援をしておられる諏訪先生にご講演い

ただきました。

　自立について、自閉症の人たちも障

害の特性を理解してもらい、必要な支援を受けて「１人でできた」経験を積み重ねること

が「自立」につながると述べられました。人のライフサイクルは幼児期→学童期→思春期

→成人期へと変化していきますが、成人になってからの人生のほうが長く「自立」を目指

すためには、幼児期から一貫して最終目標を「豊かな成人生活」と捉えておくことが大切

だとも話されました。

　支援者に求めることは、ご本人がどのような人であるかについての理解であり、できる

ところは１人でする場面を用意し、できそうなところは教えてできるようにし、できない

ところは「手伝って！」と伝えられるように自発的コミュニケーションを育て、支援者が

替わる時には、どのように関わればいいのかではなく、ご本人がどんな人なのかを引き継

ぐようにすべきだと話されました。

　そして、自閉症の人たちの自立を育てるためには「直接手を出したり、声をかけたり、

代わりにするのではなく、手を出さなくてもご本人が１人でできるように工夫することは

ないか、と考えること」であるとも教えていただきました。先生のお話を通して、自閉症

の人たちが１人でできる経験を積み重ね、充実した豊かな人生を築いてほしいと心から思

いました。先生のお話は支援者や成人の親御さんだけでなく、小さな子どもを持つ親御さ

んにもぜひ聞いていただきたい内容でした。参加者からは「根っこの大切なところを丁寧

にお話しいただき、頭と心の中が整理できました。明日からの実践エネルギーをいただき

ました」「深いお話でした。再度支援の仕方を見直そうと思いました」「今の時間を大切に、

少しでも豊かな時間を支援できるように、どうしたらいいのか考えながら行動していきた

いと思いました」などの感想をいただきました。

《当事者の立場から》

・テーマ：支援と共に歩んだ５年間の軌跡（奇跡）

・講　師：田中氏

　田中氏は、準備された原稿を読み上げていく“語り”のスタイルで「原稿を、日々支援

にご尽力くださっている皆さまへのご恩返しの気持ちを込めて、大切に語って参ります」

熱心に聞き入る参加者の皆さん
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の言葉通り、一言一言に思いが込められ、その思いが受講者の心に染みわたっていくよう

なお話でした。

　感情のコントロールが苦手で、何かトラブルがあっても、言葉で経緯を説明することも

“NO”と言うこともできず、ただただ目の前の現状を受け入れるしかなかった幼児・学

童期。仲間外れやいじめを受けるうちに、自分の本当の姿を必死で隠し、周囲に溶け込も

うとするあまりストレスが蓄積していった青春時代。そしてお姉さまを亡くされ、悲しみ

に打ちひしがれる両親を慰めることができず“私が代わりに死ねばよかった”とご自分を

責められた日々。しかし、診断から支援へつながることで人生が大きく変わったと話され

ました。長い間、人への警戒心を抱いて生活されていたために、最初はなかなか支援者に

心を開くことができなかったけれど、肯定的に受け止め、穏やかな表情で傾聴される支援

者と向き合ううちに、信頼関係を築くことができたというお話は、自閉症の人を支援する

上で私たちの姿勢を改めて考えさせられるものでした。

　支援と出会い、本来の自分の姿に戻り、自己肯定感や自己効力感を持つことができたと

思われたところから、全ての自閉症スペクトラムの人たちが早期に適切な支援を受ける重

要性も話されました。そして最後に「これからも支援を受けながら自己理解を深めていき

たい。その先には素晴らしい景色がある」という言葉に続き、「今、自分の成長に大きな

期待を抱いています。顔を上げ、自信を持って生きていきたい」という素晴らしいメッセー

ジで講演を締めくくられました。

《保護者の立場から》

・テーマ：表出と理解と余暇と思春期

・講　師：松原　俊司氏

　初めは「言葉のないわが子の気持ちを聞きたい、自己決定できるようになってほしい」

という思いから、表出コミュニケーション支援として PECS を学ばれたそうです。ご家

庭での取り組みを写真や動画で紹介され、PECS に取り組み“ちょっぴり進化”している

と感じたはずが、環境の変化から“強烈な指示待ち”になってしまったことや、それでも

支援機関のアドバイスを受けながら取り組みを重ね、支援していてよかったと思えたとい

うお話は、心温まるものでした。そして、見通しを持って生活してほしいという思いから、

　

専

門

部

　

理解コミュニケーション支援に取り組むうち、余暇支援の重

要性に気付かれたと話されました。失敗の連続“没ネタエピ

ソード”は、さまざまなスケジュールやカレンダーなどの取

り組みから、保護者、学校、療育機関が緊密に連携すること

の大切さや、支援がうまくいかなくても“なぜうまくいかな

かったのか”を考え、また取り組みを積み重ねていくことが

子どもの成長につながるということに改めて気付かされまし

た。

　現在お子さんが思春期を迎え、服薬の弊害、感覚過敏、こだわり行動などさまざまな問

題に直面されています。“疲れ果てる妻”と“母親の大変さ”に寄り添い、ご自宅の模様

替えや DIY はもちろん、表面化している問題行動だけでなく、その深層にあるお子さん

のストレスにアプローチされる姿勢は、本当に保護者、支援者を勇気づけるものでした。

　最後に「決して諦めることなく頑張り続けます」と力強い言葉で締めくくられ、受講者

の皆さんもがんばろうという思いを新たにされたのではないでしょうか。
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　11月19日（日）に観光バスで「バンドー神戸青少年科学館」へ行きました。

　参加者は本人６人、きょうだい１人、保護者９人、ボランティア２人の計18人でした。

　参加人数が昨年より少なく、残念に思っていましたが、お互いに顔見知りのご家族が多

く、子どもたちは落ち着いてバスに乗り込み、９時30分に京都駅を出発しました。

　到着後、科学館前で記念の集合写真を撮りました。じっとしているのが苦手なお子さん

もおられましたが、頑張って一緒に写ってくれました。館内に入って、早めの昼食をとり、

見学スタート。１階には頭上に黄色の飛行機があり、滑り台やシーソーなど、小さなお子

さんが楽しめる展示が多数ありました。２、３階は子どもたちには少し難しい展示もあり

ましたが、音の出る装置やテレビゲーム感覚でできる体験ミッションなどもあり、それぞ

れが気になるもの、興味があるものを楽しんでおられました。４階では学生さんたち主催

の特別展示のイベントが偶然行われていました。数種類の工作ができるコーナーや学生さ

んが制作されたクレーンゲームで遊んだり、ホバークラフトに乗ったりと、お子さんはも

ちろん、参加されていたお父さんたちもワクワクと楽しまれたのではないでしょうか。

　14時40分に予定通り、帰りのバスに乗車。お楽しみのおやつを食べながら、車内で流れ

ているアニメを楽しんだり、遊び疲れて寝てしまったりと、さまざまな様子が見られまし

　

専

門

部

　

　

幼

児

学

齢

部

　

秋のレクリエーション

た。予定より早く16時30分に京都駅に到

着し、笑顔で解散となりました。

　今回参加されたご本人は３歳から中学

３年生までと年齢の幅が広く、低年齢の

お子さんには難しい展示もあり、途中で

退屈されたお子さんもおられたようでし

た。皆さんがより楽しく過ごせるよう、

今後、役員部員で考えていきたいと思い

ます。

直接、質問に答えていただける

貴重な機会です

みんな揃って“ハイ、チーズ！”

《質問コーナー》

・諏訪　利明氏

・田中氏

・松原　俊司氏

・司会・進行：平木　真由美氏（京都市立総合支援学校　支援部）

　質問コーナーでは、配布した質問用紙を休憩時間に提出していただき、その中の質問に

講師が答えるという形式で進行しました。

　諏訪氏からは、場面の切り替えや終わりの提示方法

など具体的な支援方法や、思春期に直面する問題の原

因となる事柄について、詳しく解説していただきまし

た。

　田中氏からは、フラッシュバックや聴覚過敏につい

て、ご自身の経験を基に具体的な対処法をお話しいた

だきました。また、ご自身の子育ての工夫についても

ご紹介いただきました。

　松原氏は、学校など関係機関との連携や、お子さん

に「ダメなものはダメ」ということをどのように伝え

ているのか、また、母親やきょうだいに対する支援の

在り方など、保護者へのアドバイスをいただきました。
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　12月17日（日）、ハートピア京都で

クリスマス会を開催しました。参加

者は12家族で、本人11人、きょうだ

い４人、保護者18人、ボランティア

10人の計43人でした。

　開場と同時にみんな元気に走り回

り、ワクワク感が伝わってきました。

クラフト作りが始まるとみんなすご

い集中力！　貼ったり、スタンプを

クリスマス会

押したりとステキな作品が出来上がりました。楽しくて

時間が足りないというお子さんもおられました。その後、

キャンドルサービス、バルーンと続き、お待ちかねのサ

ンタさんからのプレゼントと写真撮影。会場は最高潮に

盛り上がりました。

　参加されていた父親ネットワークの五十嵐さんから温

かいメッセージをいただき、まだまだ遊び足りない雰囲

気の中での解散となりました。

　

青

年

成

人

部

　

２月学習会
　２月８日（木）、京都府自閉症協会事務所で、講師に京都市社会福祉協議会成年後見支援

センター　相談部長の矢部典子さんをお招きし「成年後見制度について」をテーマにお話

を伺いました。参加者は22人でした。

　成年後見制度については、実際にわが子に当てはめて考えるといまひとつピンとこなく

て、結局先送りにしてしまっておられる人も多いと思います。

　今回は「成年後見制度の概要」「なぜ成年後見制度が必要なのか」「法定後見制度につい

て」「成年後見人等の具体的な職務内容」「京都市での取り組み」「よくある質問」の項目

についてお話しいただきました。特に法定後見制度については、本人の判断能力の程度に

より、「補助」「保佐」「後見」の３つの類型に分類されること、それぞれの仕事や権限の

範囲、申し立て手続きや報酬についてもお話しいただきました。「財産管理と身上監護」

の職務内容については、できることとできないことに分けて作成した表をもとに、とても

分かりやすくご説明いただきました。

　また法人後見制度事業を実施されている現場での「保佐」と「後見」について、実際に

あった事例をご紹介いただき、制度を利用されるまでの経緯や保佐人や後見人の動き、行

われている支援などをお聞きすることで、より具体的なイメージを持つことができました。

講演後の質疑応答ではたくさんの質問が寄せられ、この制度を理解し適切に利用したいと

思われている参加者の皆さんの切実な思いが感じられました。

　予定の時間を過ぎているにもかかわらず、最後まで個々の質問にとても丁寧に答えてく

ださいました。親なき後、わが子の権利と財産を守り、本人の意思を尊重した生活を支援

するためのこの制度については、今後もさらに理解を深めていく必要があると感じました。

サンタさんと一緒に今日の予定を確認

クリスマスカード、作ろうね



（19）ＫＳＫＱ（ＢＥＡＭ　No. 132）　第三種郵便物認可　　　通巻第9064号　　　2018年５月21日発行

きょうだい支援セミナー
　１月21日（土）、京都社会福祉会館で「きょうだい支援セミナー」を開催しました。参加

者は45人、昨年を上回る人数でした。

　このセミナーは、きょうだい特有の悩みや体験など、その生の声を聞かせていただき、

参加されている保護者、支援者、きょうだいがそれぞれの立場で感想や思いを共有し、きょ

うだい支援について理解を深めることを目的としています。

　今年も前回好評だったきょうだいの経験談に続き、その後、グループディスカッション

という形式で行いました。経験談は、50代、30代、20代と世代の違う３人の皆さんに、そ

れぞれの体験やきょうだいとしての率直な思い、きょうだいとしてどのようなことを考え

てきたかなどをお話しいただきました。後半のグループディスカッションでは、それぞれ

の立場で気になっていることを話されたり、結婚や恋愛にまつわる話もあったり、また親

なき後の生活についての有益な情報交換をされていたり、学生たちのテーブルでは笑いが

絶えず、どのグループも和気あいあいとした雰囲気の話し合いでした。

　今回のセミナーでは、特に保護者にとっては心が痛くなるような体験談もありましたが、

きょうだいのことを考える上では、厳しい現実やドライな思いにも向き合う必要があるか

と思いますし、むしろ、そのようなところまでの話を聞く貴重な機会だと思います。

　終了後のアンケートでは、95％の人が満足と答えてくださり、全員がまた参加したいと

　

き

ょ

う

だ

い

部

　

答えてくださいました。「きょうだいとしての

立場でもいろいろな人がいて、いろいろな思い

を抱えておられることがわかった」「誰にも言

えなかった悩みを責められたり、引かれたりせ

ずに聞いてもらえた」「同じような体験をして

いる人が多くて、普段相談できなかったことを

相談したり、悩みや不安を話すことができた」

などの感想も寄せられ、参加された皆さんにとっ

て充実したセミナーになりました。

がんばカンパニーの施設見学
　１月22日（月）、滋賀県にある社会福祉法人『共生シンフォニー』が運営する就労継続支

援Ａ型事業所「がんばカンパニー」の施設見学会を行いました。参加者は13～35歳のお子

さんの保護者10人でした。

　見学の前に、『共生シンフォニー』の前身である「今日も一日頑張った本舗共働作業所」

からの歩み、理念、事業展開などについてのお話を伺いました。

　海外からも見学に来られる「がんばカンパニー」では、クッキーの製造販売を行ってお

られ、ここで生産されるクッキーは、オーガニック素材を使った体に優しい“奇跡のクッ

キー”とも呼ばれ、大変人気があり、年商２億円を達成したこともあるそうです。福祉の

世界では類を見ない売り上げのおかげで、利用者の賃金も全国平均を上回っています。お

からを使ったダイエット商品や各地の名産品を使った商品は、全国から受注があり、企業

では量産できない手作業での少量生産品のオファーもあるそうです。“障害の有無に関係

なく、できる人ができる仕事をすればいい”“仕事は適材適所”との理念のもと、利用者

一人一人の適性を丁寧に見極めながら仕事の振り分けがなされています。

　現在は「がんばカンパニー」の他に、「あんふぁん CAFE（就労継続支援Ａ型）」「まち

かどプロジェクト（生活介護）」「くれおカレッジ（就労移行支援／自立訓練）」「夢創舎（ゆ

めつくりや）（多機能型就労継続支援Ｂ型／生活介護）」「日吉台デイサービスセンターぬ

　
高
機
能
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同じ立場の人だからこそ

話せることもあります
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2017年

11月１日　京都府障害者施策推進協議会

 〈ルビノ京都堀川〉

　　５日　青年成人部レクリエーション

「Kirala」 〈南青少年活動センター〉

　　８日　高機能・アスペルガー部交流会、学

習会

　　９日　青年成人部施設見学「京都ライフサ

ポート協会　若杉」

　　10日　青年成人部「シニアＧ」学習会

　　11日　音楽活動「The BEAT」

 〈東山青少年活動センター〉

　　13日　役員会

　　16日　京都府発達障害関係団体連絡会会議

 〈京都府庁〉

　　18日　あすく超入門自閉症支援講座第５回

 〈ハートピア京都〉

　　19日　幼児学齢部レクリエーション

 〈バンドー神戸青少年科学館〉

NPO法人あすく理事会

　　20日　幼児学齢部学習会

幼児学齢部会

京都市障害者施策推進審議会　作業

部会 〈右京区役所〉

　　21日　京都子ども子育て会議 〈平安会館〉

　　24日　母親ほっとタイム

 〈中京青少年活動センター〉

幼児学齢部会

京都府発達障害者支援体制整備検討

委員会 〈ルビノ京都堀川〉

　　25日　ペアレントメンター養成講座第１日

 〈登録会館〉

　　26日　ペアレントメンター養成講座第２日

 〈登録会館〉

　　27日　京都障害児者親の会協議会結成50周

年記念行事実行委員会

 〈北山ふれあいセンター〉

京都総合福祉協会　理事会・評議員会

　　30日　京都府障害者施策推進協議会

 〈ルビノ京都堀川〉

12月２日　近畿ブロック会議

 〈ライズヴィルつがやま〉

　　３日　青年成人部レクリエーション

「Kirala」 〈南青少年活動センター〉

　　４日　京都障害児者親の会協議会コンサート

 〈京都テルサ〉

　　５日　幼児学齢部会

　　７日　青年成人部「シニアＧ」学習会

発送作業

　　８日　高機能・アスペルガー部交流会

発送作業

　　11日　役員会

京都府自閉症協会50周年記念事業実

行委員会

　　14日　青年成人部学習会「調理実習」

 〈南青少年活動センター〉

　　16日　自閉症セミナー2017

 〈ハートピア京都〉

　　17日　幼児学齢部クリスマス会

 〈ハートピア京都〉

　　18日　京都市保健福祉局障害保健福祉推進

室からの聞き取り調査

●役員会の活動報告  

くとば（介護保険通所介護）」「りぼーんスイッチ（自立訓練）」などがあります。これら

の事業所で発達障害の人たちが、サービスを受けながら仕事をされています。最初の作業

所を立ち上げてから現在に至る歩みの中で、大切にしてこられた当事者への温かい思いが、

利用者の皆さんの充実した毎日につながっているのだと強く感じました。

　実際に施設の中を見せていただくと、衛生管理はもちろん、オリジナルのパッケージ、

資格取得によるご本人のモチベーションアップなど、さまざまな工夫をされていることが

分かりました。食堂にはテーブル席だけでなく、壁向きの席が設けてあり、食事の内容も

ご本人の食べられるメニューが相談できるなど特性に合わせた配慮がなされていることか

らも多くの人が長く利用されているというお話もうなずけます。

　このような細やかな配慮が特別でなく、当たり前とする施設が増えてほしいです。この

日は雪のチラチラ舞う寒い日でしたが、心がほっと温かくなりました。

高
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「京都市」

　　29日　母親ほっとタイム

京都市発達障害者支援連携協議会　

就労支援連絡部会 〈かがやき〉

　　30日　京都障害児者親の会協議会　役員・

リーダー等研修第３回

 〈京都テルサ〉

　　31日　京都府障害者施策推進審議会

 〈ルビノ京都堀川〉

２月１日　発送作業

　　２日　京都市障害保健推進室と面談

　　４日　青年成人部レクリエーション

「Kirala」 〈南青少年活動センター〉

　　６日　京都市発達障害者支援連携協議会　

発達障害施策推進部会 〈かがやき〉

京都市営保育所民間移管選定部会

 〈キャンパスプラザ〉

障害者権利条約の批准と完全実施を

めざす京都実行委員会

　　７日　発送作業

ライトアップイベントにかかる JR

コミュニケーションズとの打ち合わせ

 〈京都府庁〉

編集部取材（KDP ネットワークに

ついて）

専門部会

ほほえみ広場実行委員会

　　８日　青年成人部学習会

　　９日　幼児学齢部学習会・ランチ交流会

 〈トラットリア　ラ・ヴォーチェ〉

京都障害児者親の会協議会役員会・

理事会・講演会

 〈北山ふれあいセンター〉

　　11日　NPO法人あすく理事会

　　12日（月/祝）音楽活動「The BEAT」

 〈東山青少年活動センター〉

京都市障害者相談員（発達）全体研

修会 〈京都テルサ〉

　　14日　京都障害児者親の会協議会結成50周

年記念行事実行委員会

 〈北山ふれあいセンター〉

　　15日　青年成人部会

　　16日　母親ほっとタイム

 〈文化パルク城陽〉

京都市自立支援協議会　権利擁護部

会 〈井門安田生命ビル〉

　　18日　NPO法人あすく理事会

専門部会

　　20日　京都府発達障害者支援体制整備検討

委員会 〈ルビノ京都堀川〉

　　26日　京都市営保育所民間移管選定部会

 〈京都テルサ〉

2018年

１月６日　きょうだい部なかよし会ミーティング

　　８日（月/祝）第53回京都障害者新成人のつどい

 〈京都テルサ〉

　　９日　京都市社会福祉大会にて障害者相談

員（発達）の市社協会長表彰

 〈京都ホテルオークラ〉

　　11日　青年成人部学習会

　　14日　青年成人部レクリエーション

「Kirala」 〈南青少年活動センター〉

　　15日　役員会

京都府自閉症協会50周年記念事業実

行委員会

　　16日　専門部会

京都市営保育所民間移管選定部会

 〈キャンパスプラザ〉

　　17日　京都障害児者親の会協議会結成50周

年記念行事実行委員会

 〈北山ふれあいセンター〉

京都市障害者施策推進審議会

 〈右京区役所〉

　　18日　幼児学齢部会

　　19日　出前講座（京都市児童館学童連盟）

「自閉症スペクトラムの理解のため

に～保護者の体験談」

 〈京都テルサ〉

　　20日　高機能・アスペルガー部交流会

　　21日　きょうだい支援セミナー

 〈京都社会福祉会館〉

きょうだい部なかよし会ミーティング

音楽活動「The BEAT」

 〈東山青少年活動センター〉

　　22日　高機能・アスペルガー部施設見学「が

んばカンパニー」

　　24日　青年成人部「シニアＧ」学習会

　　25日　京都市障害者相談員（発達）連絡会

 〈かがやき〉

京都府発達障害関係団体連絡会会議

 〈京都府庁〉

京都障害児者親の会協議会要望活動

「京都府」

　　26日　京都障害児者親の会協議会要望活動
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　　19日　幼児学齢部会

青年成人部「シニアＧ」学習会

　　20日　京都市営保育所民間移管選定会議

 〈メルパルク京都〉

　　21日　高機能・アスペルガー部交流会、部会

　　23日　役員会

　　24日　京都府発達障害支援センター“はば

たき”開設10周年記念講演会

 〈龍谷大学響都ホール〉

　　28日　京都障害者新成人のつどい担当者会議

 〈北山ふれあいセンター〉

京都総合福祉協会後援会総会

 〈北山ふれあいセンター〉

　セミナーのご案内　

詳細はチラシをご覧ください

◆高機能自閉症・アスペルガー症候群セミナー2018

▼日　時：７月７日（土）10：00～16：00（受付９：30～）

▼場　所：ひと・まち交流館　京都

▼内　容：

基調講演：「自閉スペクトラム症のある人の就労と自立を考える

　　　　　　　　　　　　～ライフステージを繋ぐ支援とは～」

講師：吉川　徹氏（児童精神科医、愛知県心身障害者コロニー中央病院、

あいち発達障害者支援センター副センター長）

第１分科会：「目からウロコ！・・自閉症の世界を疑似体験してみませんか」

講師：廣幡顕一氏（京北やまぐにの郷施設長）

ゲストスピーカー：保護者（ONLY ONEの会）

第２分科会：「発達障害とゲーム・ネット・スマホ

　　　　　　　　　　　　～デジタル機器とのつきあい方を考える～」

講師：吉川　徹氏（児童精神科医、愛知県心身障害者コロニー中央病院、

あいち発達障害者支援センター副センター長）

司会：田中一史氏（京都市児童福祉センター）

第３分科会：「読み書きのつまずきの理解―特性に合わせた支援に向けて―」

講師：奥村智人氏（大阪医科大学 LDセンター、

技術職員（オプトメトリスト））

司会：東　敦子氏（NPO法人そら　発達支援ルームこねっく）

第４分科会：「ワークショップ：親子の良好な関係をつくる

　　　　　　　　　　　　～「境界」の視点からの再構築～」

講師：長谷川俊雄氏（白梅学園大学子ども学部・教授、社会福祉士、

精神保健福祉士）

司会：村松陽子氏（京都市児童福祉センター）

主　催：京都府自閉症協会、NPO法人あすく、ONLY ONEの会

◆自閉症セミナー2018

▼日　程：12月８日（土）

▼場　所：ハートピア京都

▼内　容：基調講演、当事者の立場から、保護者の立場から、質問コーナー

主　催：京都府自閉症協会、NPO法人あすく
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✎✎ 編　集　後　記 ✎✎

　友だちと約束してランチ、映画やコンサートに旅行。そんな余暇の過ごし方がなかなかで

きない自閉症の人たち。高校卒業後は特に、夕方、土・日・祝日をどう過ごすかは本人にとっ

ても親にとっても重要な課題です。日中一時や移動支援などのサービスはありますが、全て

をそれで補うことはできません。長い人生、楽しめること、楽しめる場所を見つけてほしい

と願うのは皆さん同じだと思います。今号の特集が、そのきっかけとなれば幸いです。

《個人》
小寺 平太郎　　高橋 英和　　　高橋 由典　　　植村 美帆　　　草刈 恭子　　　高野 美津子
法貴 幸雄　　　大前 孝夫　　　魚嶋 美幸　　　池田 妙子　　　上田 モニカ　　高木 恵子
東 敦子　　　　荻野 泰弘　　　桧田 好恵　　　石田 恵美子　　馬庭 京子　　　荻原 一郎
柏木 佳子　　　吉田 和男　　　堀田 ともみ　　岡 美智子　　　加藤 雅治　　　山本 洋子
塩入 眞智子　　宮内 賀永子　　常岡 孝子

《団体》
児童相談さぽーとセンターぴょん（本間みどり）

 ［順不同・敬称略］

など３７名、１団体の皆さまから計２１２,０００円のご寄付をいただきました。
2017年９月からの累計６７６,０００円となりました。
心より感謝いたします。
引き続き、ご寄付にご協力を賜りますようお願いを申し上げます。

京都府自閉症協会
50 周年記念事業へのご寄付のご報告Ⅱ

（2017年10月30日～2018年３月14日）

ご寄付　一口　（個人）3,000円（団体）5,000円

同封の赤枠の振込用紙をお使いください。

（振り込み手数料はかかりません）

一口でも多くのご支援をお願いいたします。

＊ゆうちょ銀行（郵便局）から振り込みをされる場合の口座番号

口座番号　　０１０００－６－４０３００

加入者名　　日本自閉症協会京都府支部

＊他の金融機関から振り込みをされる場合の口座番号

店名：四四八　　店番：４４８

口座：普通 ３９９５５３６

名義：キョウトフジヘイショウキョウカイ

問い合わせ先：TEL 075-813-5156　京都府自閉症協会（宮内）

◆超！入門　自閉症講座

▼日　程：第１回　６月16日（土）　　第２回　７月21日（土）
第３回　９月22日（土）　　第４回　10月20日（土）
第５回　11月17日（土）

▼時　間：各回とも、13：30～16：45（受付　13：00～）
▼場　所：各回とも、ハートピア京都
▼定　員：100人（先着順、全５回参加者のみ）
主　催：NPO 法人あすく
協　力：京都府自閉症協会　　後　援：TEACCHプログラム研究会京都支部
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発行人　関西障害者定期刊行物協会　〒543-0015　大阪市天王寺区真田山町2-2　東興ビル４Ｆ

編集人　京都府自閉症協会

〒602-8143　京都市上京区堀川通丸太町下ル中之町519番地　京都社会福祉会館２Ｆ

TEL 075-813-5156　FAX 075-813-5157 定価　100円

★入会、住所変更、ＤＶＤ貸し出しなど各種お申し込み、お問い合わせは、事務局の宮内
までご連絡ください。

事務所　　ＴＥＬ 075-813-5156　　ＦＡＸ 075-813-5157
 （お急ぎの場合は、TEL 090-5963-7653まで）

会費の納入について 新年度分の会費納入をお願いいたします

・正会員
年額　12,000円（月額1,000円）

（日本自閉症協会年会費2,200円および機関紙購読料を含む）

年度途中でご入金の人は、入会月から翌３月分
までの会費を納入してください。

・賛助会員
個人年会費（4月～3月）　3,000円
（日本自閉症協会年会費1,500円および機関紙購読料を含む）

団体年会費（4月～3月）10,000円
（日本自閉症協会年会費5,000円および機関紙購読料を含む）

※郵便振替払込請求書兼受領証をもって領収証にかえさせていただきます。
※京都府自閉症協会は、入会金はいただいておりません。

お 知 ら せ
　日本自閉症協会発行の機関紙「いとし
ご」（年６回発行）や研究誌「かがやき」
（年１回発行）などは、京都府自閉症協
会から会員の皆様へお送りいたします。

Ｕ　Ｒ　Ｌ

http://as-kyoto.com/

Ｍ Ａ Ｉ Ｌ

askyoto＠iris.eonet.ne.jp

会員以外で「BEAM」の定期購読を希望される人は、事務所までお申し込みください。
購読料は１年分（年３回発行）で計450円（郵送料含）です。発送の際に、振込用紙を同
封します。バックナンバーもありますので、事務局にお問い合わせください。

編 集 部 か ら

表紙の作品は、小林浩之さんの書です。

詳細はチラシをご覧ください

「第49回　定期総会」を開きます
日時　６月９日（土）13：30～16：45（受付13：15～）

場所　ハートピア京都

内容　・第１部　定期総会　13：30～14：30

・第２部　講 演 会　14：45～16：45

テーマ「自閉スペクトラム症とセクシュアリティ」

講師　平木真由美氏（京都市立総合支援学校　支援部）

※第２部は、賛助会員の皆さまもご参加いただけます。

ご欠席の場合は「委任状」を必ずお出しください！

FAX でも受け付けていますので、必要事項を記入、捺印の上、事務所までお送りください。


