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TEL 075-813-5156　　FAX 075-813-5157

No.137

特集 　まず『構造化』、徹底的に『構造化』
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詳細はチラシをご覧ください

～ブルー（青いもの）を身につけて集まろう！～

世界自閉症啓発デー in 京都

京都タワーブルーライトアップ（～３日）

点灯式　　2020年４月２日（木）　18：15～19：30

場　所　　京都駅ビル駅前広場（ホテルグランヴィア前）

出　演　　京都女子大学チアリーディング部 GALAXIE

ダンスサークル Kirala（京都府自閉症協会）

音楽サークル The BEAT、京都府立桃山高等学校吹奏楽部

イベント MC　京都大学落語研究会

・京都市障害者相談員（発達）による相談コーナー（16：30～18：30）

・写真（フォトプロップス）コーナー

同時ライトアップ（予定）… 福知山城、二条城西南隅櫓、中丹東保健所、京都府庁、

丹後王国「食のみやこ」（3/29）

次 号 の お 知 ら せ

　BEAM138号は、昨年の11月９日（土）に KBS ホールで開催された当協会の

『50周年記念大会』を特集します。上野千鶴子先生の記念講演やパネルディス

カッションなどの内容、作品展の模様を掲載する予定です。ご期待ください。

目　　　次

・ 特集  まず『構造化』、徹底的に『構造化』 ｐ． 3～8

・高機能自閉症・アスペルガー症候群セミナー2019 ｐ． 9～12

・「手をとりあい共に歩んで50年」～だれもが暮らしやすい社会を！～ ｐ．13

・京都市版ヘルプカード ｐ．14

・おすすめの１冊 ／ ASDな日々 ｐ．15

・各部だより ｐ．16～20

・役員会の活動報告 ｐ．21～22

・ご寄付、助成金、お祝い金のご報告とお礼 ｐ．22～23

毎年4月2日は、国連の定めた

世界自閉症啓発デー

毎年

4/2～4/8は

発達障害

啓発週間
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特集

まず『構造化』、徹底的に『構造化』

　７月10日（水）に、支援学校で長年指導をしてこられた野畑光代先生を講師にお

迎えして「構造化のアイデア」についての合同学習会を行いました。構造化は自

閉スペクトラム症の人の得意なことを生かし、分かりやすく支援することで、自

閉症支援の基礎になるものです。その内容を先生が分かりやすくまとめてくださ

いましたので、特集として掲載いたします。

１．ASD（自閉スペクトラム症）の人たちの支援

　ASD の人の支援は「なぜ、こうなるんだろう？」「どうして、こんなことをするのかな？」

ということを『ASD の特性』から考える必要があります。そうすることでどんな支援が必要か、

どう支援するべきなのかが見えてきます。つまり、ASD の人の支援は『特性を理解』し、特

性に合った方法で支援すること。そして、同じ ASD であっても一人一人違うので、『個別化』

し、その人に合った支援の仕方を考えることが必要です。さらにもう一つ、『得意なこと』を

生かして支援することです。

＊ASDの人たちが得意なこと

・見て、理解すること

・具体的なことを理解すること

・決まった流れで行動すること

・一つずつ処理すること

　このように ASD の人の得意なことを生かし、分かりやすく支援することが『構造化』です。

２．それ、ほんと？　～「社会にでたら、構造化はありませんよ！」～

　構造化は ASD の人の理解を支援するために必要で大切な手だてですが、今も「社会には構

造化なんてありませんよ！　だから、構造化がなくても生活できるようにならないと！」と言

う人がいます。

　「社会に構造化はない」、これ、ホントなんでしょうか？
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　上の写真のように、私たちのまわりにも刺激を整理し、集中できる工夫や見て分かる『構造

化のアイデア』は、いっぱいあります。私たちも構造化の支援を受けながら生活しているので

す。「社会に出たら構造化はない」、このように言う人にはぜひ、構造化を正しく理解してほし

いものです。

３．構造化の内容

①物理的構造化

　物理的構造化とは、場所と活動を対応させ、この場所で何をするのかを分かりやすくするこ

とです。さまざまな刺激があると混乱したり、苦痛を感じる ASD の人たちに余分な刺激を整

理し、活動に集中できるようにすることです。

　場所と活動を対応させる場合には、一つの部屋（空間）をカーテンやパーテーション、家具

で区切ったり、床にテープを貼るなど、境界を明確にします。

 
 

 着替え、荷物整理のエリア

本を読むエリア

あそびのエリア
あつまり、活動、給食などのエリア

図書館の自習コーナー スマホのスケジュールアプリ

歩行者信号 トイレの使い方

②スケジュール

　ASD の人たちは見えないものを理解することは苦手です。時間の流れも目には見えません。

その見えない時間の流れを見えるようにしたものが『スケジュール』です。予定や見通し、ど
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スケジュールの種類

何で示すか

・ 実物

・ 写真

・ イラスト（絵）

・ シンボル

・ 文字．文章

具体的

抽象的
ごはん

　スケジュールを生活の中に導入する時は、

まず今の生活状況を把握することから始めま

す。そして、慣れ親しんだ日課をその人が見

て分かる方法で教えていきます。スケジュー

ルを自分で確認し、生活することが定着する

には『一貫性』と『継続する』ことが大切で

す。すぐに諦めない、投げ出さないことです。

実物

写真と文字 絵と文字

次の活動の写真だけを見せて…

次のスケジュールだよ

はぁい！

んな活動をどんな順番でするのかを見て分かるように示します。もし、スケジュールがなかっ

たら、言葉を聞いて理解したり、記憶することが苦手な ASD の人は説明されても、次に何をす

るのか、どこに行くのか、分かりません。見通しがもてない状態は私たちも非常に不安ですね。

　スケジュールで大切なことは、その人に『分かる』『使える』ことです。分かって、使える

スケジュールにするためには以下の点についてアセスメントする必要があります。

＊スケジュール作成のためのアセスメント（評価）項目

・何によって伝えるか（種類）

・どのくらい先まで伝えるか（長さ）

・活動の流れの示し方（上から下、左から右）

・どこで確認するのか（決まった場所で確認するのか）

・どのように扱うのか（扱い方）
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うまくいかない時はなんらかの問題があるはず。種類や長さが合っているか、扱いやすいか、

日課に無理がないか、楽しい活動が保障されているか・・・といったことを見直してください。

③ワークシステム（活動の流れや量、終了を見て分かるようにすること）

　ASD の人は物事を順序立てて考えることが苦手で、することがいっぱいあると、段取りや

優先順位がつけられません。ワークシステムはこの苦手な部分を支援し、一つの活動の中で見

通しを分かりやすくする方法です。

＊ワークシステムで伝える重要な４つの情報

・何をするのか

・どれだけするのか

・いつ、終わるのか

・終わったら、次に何をするのか

＊ワークシステムのタイプ

・流れ→上から下、左から右

・システム→具体物、マッチング、

リスト式、裏返す、外す

・扱い方→終了ボックス、元の場所に

戻す

スケジュール
～病院へ行こう！～

ワークシステム
～痛くないよ レントゲン～

トイレに行ったら...

④視覚的構造化

　視覚的構造化は、ASD の人の『見て、理解すること』が得意な点を生かし、課題や作業の

やり方を分かりやすくすることです。視覚的構造化には次ページの３つがあります。



（7）ＫＳＫＱ（ＢＥＡＭ　No. 137）　第三種郵便物承認　　　通巻第9577号　　　2020年２月15日発行

 

完成品を絵で指示 正しいやり方 荷物の整理

  →視覚的指示 どのようにするのか、手順ややり方を見て分かるように示す

・材料を見ると、やり方が分かる

・ジグ（補助具）を使う

・絵や文字、数字による指示

・完成品の提示、など

  →視覚的明瞭化 重要な情報をひと目で分かりやすくする

・色、マーキング、蛍光マーカーをつける

・周囲の色を変える、など

  →視覚的組織化（整理統合） 段取りよく、作業や活動ができるようにすること

重要な情報を強調する

品物をセットする仕事

テンプレートを使用

して、材料を配置

・材料を容器に分けて入れる

・容器を固定する

・テンプレート（作業をするための台紙）を使用する

・一体型になっている、など
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⑤ルーティン（決まった流れで行動すること）

　朝、起きたら・・・食事が終わったら・・・学校や仕事から帰ったら・・・寝る前には・・・な

ど、生活の中には決まった流れを繰り返して行動していることがあります。ASD の人は決まっ

た流れで行動することが得意なので、よいルーティンを身につけると指示されなくても自立的

に行動できるようになります。ただし、いったん、身についたルーティンを変更することは難

しいので、適切で長く使えるルーティンを教えることが大切です。

４．Let’s try！

　構造化は ASD の人の得意なことを生かし、分かりやすく支援することです。カードを作っ

たり、パーテーションでエリアを作ることも方法の一つですが、具体的にどのように構造化す

るかはその人をアセスメントする必要があります。私たちがメガネを作る時と同じで、構造化

は『オーダーメード』でなければなりません。

＊アセスメントする項目

・理解できることは何か

・感覚刺激への反応

・興味関心

・好きなこと、得意なこと

・嫌いなこと、苦手なこと、など

　そして、構造化したら、それがうまく機能しているかを評価し、うまく機能していない部分

は再構造化する必要があります。つまり『アセスメントと再構造化』を繰り返すのです。

５．支援者が目指すべきこと

　「『特別な』ことをしなくてもできるようになりましょう」と、教育や療育の場で構造化を

特別視し、構造化を減らすことを目標にしたり、支援者の主観で取り外したり・・・といった

悲しい状況を目や耳にすることがあります。

　私たち支援者が目指すのは ASD の人たちを『普通』に近づけることではありません。ASD

の人たちが必要な支援を受けながら ASD のまま、幸せに生きていけるように支援することです。

構造化によって『ASDフレンドリーな（やさしい）環境』をつくっていきましょう。
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大人になってからのイメージを

逆算して考え、今できることを

高機能自閉症・アスペルガー症候群セミナー2019

　９月７日（土）、ひと・まち交流館京都で“高機能自閉症・アスペルガー症候群セミナー2019”

を開催しました。参加者は、医療、教育、福祉に携わる人や、当事者、保護者など237人でした。

【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（児童精神科医、愛知県医療療育総合センター中央病院　子どものこころ科

あいち発達障害者支援センター　副センター長）

　今日のお話として次の３つのトピックを挙げ

られました。

〔１〕ライフステージを繋ぐ支援

〔２〕一貫して身につけていく力

〔３〕就労と自立を目指して

　ライフステージを繋ぐ支援とは、次のステッ

プの土台になる、次のステップへの引き継ぎが

できる支援であること。そして目標・評価・支

援の方法がぶれることなく一貫した支援である

こと。また一貫して身につけていく力として必

要なことは、

①　新しいスキルを効率よく習得する方法

②　行動の動機づけ

③　リラクゼーションと余暇

④　トラブルシュート（問題解決の方法）

の４点であると話されました。自閉スペクトラム症の人たちにとって社会的動機づけは難しい

けれども、就労するにあたって、何を報酬（ご褒美）に働き続けるのかを考えることが大切で

あり、余暇の過ごし方やその人に合った休憩の取り方の提案、トラブルを予防するためのスキ

ル獲得やトラブルに遭遇した時の支援者の対応の仕方についてもわかりやすく説明してくださ

いました。

　就労と自立については、就労・自立を“目的”にしてはいけない。充実した人生を送るため

の手段であると述べられました。大人になってからのイメージを逆算すること、「～したい」

という気持ちを目標にすることが大切というお話には、参加者も日々の支援を省みて考えさせ

られることも多かったのではないでしょうか。

　質疑応答の時間も取っていただき、保護者からのゲームに関する質問、当事者からの好事例

のリクエスト、支援者からの就労についての質問にも一つ一つ丁寧に答えてくださいました。

　参加者のアンケートからは「就労はひとつのゴール、区切りだと思っていましたが、『就労

したい』という気持ちを目標にすることが大事だということが分かりました」「逆算で考えて

いくことをしっかり意識して今できることを、見通しをもって支援していきたいと思った」「自

立・就労について、子どもへの接し方についての参考になりました」「本人の思いを大切に考

えていくこと、意欲をどうつくっていくかが最も大事なことがよく分かりました」「学校・支

援者の目標づくり・目標の考え方を改めて考えさせられました」、他にも吉川先生の考え方に

共感しました、今後の支援に生かしていきたいなどの感想をいただきました。
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まずは大人が正しく知ることから

　デジタル機器と聞くと、依存症やトラブル

に巻き込まれるというイメージから、否定的

な保護者や支援者が多いのではないでしょう

か。先生はまず大人がネット・ゲームの世界

に関心と知識を持つことが大切であると述べ

られました。

　そしてアセスメントの必要性や、デジタル

機器への接触は大人のコントロール下で利用

が開始できるよう早期から始めることが大切

であると話されました。大人もネットやゲー

ムに関心や知識を持つことで、子どもの世界

に興味を持って話を聞き、できれば一緒にプ

【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（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）

貴重な疑似体験ができる分科会

　自閉スペクトラム症の人が日常的に感

じている伝えづらさや生きづらさを疑似

体験をする中で少しでも感じていただき、

自閉症の特性などの理解を深めていただ

きたいという思いで毎年分科会のテーマ

の一つにしています。毎回参加希望者が

多く、今回は41人でした。

　参加者からは「始まりの時は戸惑い、

ちょっと不安がよぎりましたが、当事者

はいつも不安との戦いなのだと感じまし

た」「声かけの方法は反省することが多

かったです。イライラしたりパニックになる気持ちがよく分かりました」「体験することで改

めて分かることがあったのでよかった」などの感想をいただきました。

　後半の保護者体験談は、二人の自閉スペクトラム症のお子さんを育ててこられ、現在も奮闘

中のお母さんのお話でした。

　アンケートには「保護者のお話が胸に刺さりました。聞けて良かったです」「保護者（お母

さん）の体験談は、なかなか聞く機会がなく、心に響きました」「保護者のお話から、当事者

のしんどさがよく分かり、周りの理解、支援の必要性を強く感じました」など疑似体験、保護

者の体験談ともに、考えさせられた、参加できてよかった、という感想を多くいただきました。

【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（児童精神科医、愛知県医療療育総合センター中央病院　子どものこころ科

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（京都市児童福祉センター）

レイをすること、またルールを守らせるための工夫や取り組みが必要であることなど、明日か
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らの支援に生かせるお話が満載でした。

　ルールを決めても守らないからと、ネットやデジタル機器を取り上げたりするのではなく、

ネットとゲームの他にも、楽しいこと、やりがいのあることがこの世の中にはたくさんあると

いうことを、体験や実感を通して大人が子どもに伝えることが重要であると話され、改めて子

どもとの向き合い方を考えさせられました。

　質疑応答では、トラブルや危険性の問題、昼夜逆転による生活リズムの乱れについて、また

不登校でゲームばかりして不安を感じている保護者や教育関係者からの質問に答えられ、現実

の世界に魅力や楽しみを作っていく努力を続けていくこと、そして“ゲームを取り上げられる

かも”と思ったら、子どもは嘘をついたり大人に相談しなくなってしまうと話され、安心でき

る関係を構築するという視点を提案されました。

　アンケートからは「ネット・ゲームというと、なんとなくどう遠ざけるか、コントロールす

るか、という意識を持っていた自分に気づかされました。まずは楽しいものと認めて、興味を

持ち、知ることが大切なんだと感じました」「ネット依存という言葉は私の中でマイナスなイ

メージがとても大きかったのですが、『時代は後ろに戻らない』という言葉は心に強く残りま

した。大人が正しい知識を持つことがとても大切だと思いました」などの他にも、楽しく実践

に生かせる内容だったという感想を多くいただきました。参加者は114人でした。

【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（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：岩井栄一郎（立命館大学）

映像を使っての演習課題に挑戦

　オプトメトリストとは、目に関連する

機能を検査し、視力の問題や目の病気、

その他の異常の存在を見つける高度な技

術者のことです。すべての人々が一生を

通じて快適で能率的な視生活ができるよ

う、乳幼児から高齢者まであらゆる人々

に対し、ビジョンケア活動をされています。

　今回は、読み書きにハンディキャップ

を持つ人の苦労や困難、またそれを支援

する方法を、目の専門家の立場からお話

しいただきました。

　まず、「読む」ということから「理解する」までの過程で、脳がどのような働きをしている

のかの解説がありました。そのことからなぜ、ASD の子どもたちの理解力が乏しいように見

えるのかが改めてわかったように思いました。また、ビデオで当事者のお子さんの眼球の動き

を見せていただき、とてもリアルに彼らの身体的に抱える間題が分かりました。

　演習ではたくさんの映像を使用され、その一例としては、①指定された部分を口に出して制

限時間内に読み上げる普通のパターン、②「一部暗号化されている文章」を暗号説明の箇所を

見ながら、同じく制限時間内に読み上げるパターンの２つがスライドに映され、音読体験した

のですが、②のパターンは手間がかかるうえに困難でプレッシャーがかかり、参加者からその

複雑さに驚きの声が上がっていました。これが当事者の疲労にもつながっていると感じました。

　それぞれのパターンの演習の終わりに「どんな気持ちがしましたか？」続いて「どんな支援

をしますか？」と映し出され、タイトルの「特性に合わせた支援」への必要性を問いかけられ

ているようでした。
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　司会の岩井さんから、実際に支援ツールを使っての大学生たちとのやりとりも多いというお

話があり、分科会の内容ともつながり、現在の大学の様子を垣間見ることができました。

　アンケートからは「読み、書きにもプロセスがあって、どの部分で困りがあるかによって支

援の仕方や使うツールも違ってくることが分かりました」「特性を正しく理解することと効果

的な支援について考えていきたい」「演習での体験は映像があったので分かりやすく、当事者

の気持ちに気づくことができてよかったです」などの感想をいただきました。参加者は39人で

した。

【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（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（京都市児童福祉センター）

キーワードは自分と相手との「境界」

　参加者は39人で、グループワークを行うため５

～６人ずつに分かれて向かい合わせに着席し、

まず「やっちゃった体験」の披露で自己紹介しま

した。ぐっと親近感が湧いたところで講義が始ま

りました。

　「家族は小さな変化を大きく感じる小集団。大

きな変化は必要ない」「親の不安定・焦りを持つ

状態が継続すると子どもの問題も継続する」とい

う言葉に次々と思い当たることがありました。そ

して「私の大切な順番表」のワークをしました。

自分が大切にしているものを１～５番まで記入し、

グループディスカッションした後で伝えられたのは「抽象的になっていないか」ということで

した。「子どもが良くなってほしい」の“良くなる”とはどういうことか具体的に表さないと

伝わらないということです。その上で順番表を書き直し、その違いを実感しました。

　「境界」とは自分と相手との関係を表すもので、『体』『感情と意志』『責任』の３つがある

こと、それらが混乱すると相手との境界を侵し、互いの不安定につながるという説明を聞き、

思い当たることの多さにドキッとしました。“～すべき”ではなく『自分が心地よいかどうか

で判断する』『他者からの評価は関係なく自分の価値は自分で決める』『問題を何とかするので

はなく問題に悩む子どもに共感する』という言葉に、「なるほど」と納得の連続でした。また、

他の家族との交流が大事というお話に、高機能部が大切にしている交流会の重要性を証明して

いただいた気分でした。

　深刻になりがちな内容を、女子学生とのやりとりや民生委員をされた経験などからユーモア

たっぷりにお話ししてくださいました。「私は発達障害の専門家ではないので」とおっしゃっ

ていましたが、発達障害の子どもの親だからこそ陥りがちなことに気づかせていただけるお話

でした。特に「我の『良かれ』は子どもには迷惑」という言葉には考えさせられました。今ま

での自分の言動を見直し、今後意識していきたいと思わせていただける貴重なお話でした。

　アンケートでは「耳の痛いことやあてはまることが多々あり、すごく勉強になりました」「自

分の思い込みを人にも強要したり『～べき』で考えていたことに気付かされました」などの感

想をいただきました。
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　2019年８月５日の京都新聞、福祉のページ「来た道　行く道」に当協会事務局長

の宮内賀永子さんの記事が掲載されました。その中で宮内さんは、「私たちが目指

すのは当事者・家族の福祉や教育の充実とともに、社会一般に自閉症を正しく理解

してもらうこと」と話しておられます。https://fukushi.kyoto-np.co.jp/column/

kitaiku/190805.html よりアクセスできます。ぜひ、ご覧ください。

「手をとりあい共に歩んで50年」

 ～だれもが暮らしやすい社会を！～

京都障害児者親の会協議会結成50周年

　９月７日（土）ホテルルビノ京都堀川で、京都障害児者親の会協議会（京親協）結成50周年記

念式典・講演・シンポジウムが開催されました。

　京親協の渡辺登志子会長の式辞で第１部の記念式典が始まり、知事表彰ならびに京都市長表

彰授与、感謝状贈呈と進められる中で、京親協の長きにわたる功績と、障害を持つ子の親とし

てのこれまでの険しい道のりや、さまざまなご苦労を会場全体でたたえ合いました。

　第２部の講演は、樋口幸雄氏（京都知的障害者福祉施設協議会 会長）による「その人らし

い暮らしの支援」～安心して暮らせる（地域）社会づくり～で、樋口氏が実際に行われている

支援の実例を挙げてのお話は、とても分かりやすく、それぞれの立場で参考になることがたく

さん盛り込まれていました。

自閉症の正しい理解を広めたい

宮内事務局長　京都新聞に掲載

　シンポジウムのテーマは「安心して

暮らせる社会づくり」で、５人のシン

ポジストによる発表がありました。親

の会からの４人のシンポジストは「こ

れまでの取り組み」「これからの取り

組み」について、行政からのシンポジ

ストは「これまでの施策展開」「これ

からの方向性」を中心に意見を述べら

れました。親からは子どもの障害の違いや住んでいる地域性、親の会としての活動などについ

て、行政からはさまざまな課題に今後どのように取り組んでいくかなどについて話され、樋口

氏の助言もあり、多角的で有意義なシンポジウムでした。

　50周年の大きな節目を迎え、現在のニーズにどう向き合い、どう対応していくのか、今後の

活動に京都府自閉症協会としても協力し、一緒に考えていきたいと改めて思いました。

シンポジウム「安心して暮らせる社会づくり」
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～困ったときに、支援を受けやすくするために～

「京都市版ヘルプカード」

　京都市では、障害のある人が緊急時や災害時など、困った時に周囲の人に支援を求める

ための「京都市版ヘルプカード」を作成し、９月から配布されています。このヘルプカー

ドに、障害特性や医療情報、緊急時・災害時の対処方法、緊急連絡先などを記載し、身に

つけることにより、困った時に周囲の人や救急隊などに見せて、必要で適切な支援を受け

やすくすることができます。

　京都市版ヘルプカードの作成に当たり、障害者団体などにも意見を求められ、当協会の

意見も反映されています。

　ヘルプカードは人によって必要な支援が違う自閉症の人にとって有効なツールです。外

見では分からなくても周囲の人に配慮や援助を求めやすくするための「ヘルプマーク」と

「サポートブック」とともに活用していただければと思い、ご紹介させていただきます。

☆こんな時に使えます

・緊急のとき（病気の状態が急に悪くなったときやパニックや発作を起こしたとき）

・災害が起きたとき（地震が起きたとき、台風が来たとき、避難所で生活するとき）

・普段の生活で困ったとき（道に迷ったときや手助けが必要なとき）など

☆どこでもらえますか？

・保健福祉局障害保健福祉推進室、市役所本庁舎案内所

　Ａ３のリーフレット型で、ヘ

ルプカードの説明とカード本体

が一体となっています。ヘルプ

カード本体は、12面の蛇腹折り

で、名刺サイズとなります。

☆問合わせ先

京都市保健福祉局障害保健福祉推進室

みやこユニバーサルデザイン推進担当

〒604-8006

京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町394番地

Ｙ・Ｊ・Ｋビル３階

TEL：（075）222-4161 FAX：（075）251-2940

E-MAIL：syogai＠city.kyoto.lg.jp

☆詳しくは…

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000256861.html

・各区役所・支所障害保健福祉課、京北出張所

・地域リハビリテーション推進センター

☆どのようなものですか？

窓口で希望

すればもらえます

ヘルプカード　京都市





（15）ＫＳＫＱ（ＢＥＡＭ　No. 137）　第三種郵便物承認　　　通巻第9577号　　　2020年２月15日発行

おすすめの１冊 事務所でも

販売しています

作者紹介：

日下部ななえ

（くさかべ　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

　「自立課題」とは、支援者の指示や手伝いなく一人で取り組み、「自
分だけでできた」達成感や成功体験を得るためのツールです。自信を育
てていくために重要で、いろいろなことに取り組もうという意欲を育て、
将来の自立した活動につながります。
　この本では、TEACCH プログラムに基づいて、身近で手軽な素材を
使った「自立課題」の作り方95例を紹介。さらに、日課に組み入れ、日
常生活で活用する方法を提案しています。一人一人に適した自立課題を
オーダーメードで製作し提供するポイントも掲載していて、特別支援学
校や福祉施設、家庭での実践に生かせます。

「TEACCHプログラムに基づく

　自閉症児・者のための自立課題アイデア集」 林　大輔（著）　

 諏訪利明（監修）

中央法規
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施設見学会「総合福祉施設ウッドワン」
　10月16日（水）、「総合福祉施設ウッドワン」

の施設見学会を行いました。参加者は８人で

した。こちらの施設では、放課後等デイサー

ビスを２カ所、就労継続支援Ｂ型事業所、自

立訓練（生活訓練）事業所を各１カ所の計４

カ所の事業所を運営されており、取締役の森

雅史さんにお話を伺いながら、全ての事業所

を見学しました。

　就労継続支援Ｂ型事業所は19歳から60歳の

20数人（男女ほぼ同数）が利用されています。

作業中の様子も見学させていただきました

テープで区切られた

分かりやすい活動スペース

　１号店、２号店と名付けられた放課後等

デイサービスでは、心理学を専門に学ばれ

た数人の職員が、遊びの中に SST（ソーシャ

ルスキルトレーニング）を取り入れたプロ

グラムと、児童および保護者の心理的ケア

の充実に力を入れられているそうです。施

設内は「絵カードを用いたスケジュール」

「動きやすい広さの部屋」「１人で静かに

過ごすための避難場所」など利用者にとっ

て過ごしやすい環境作りを実践されていま

した。

文字とイラストを使ったスケジュール

　また、施設内の一室では「水耕栽培キット」

を用いたサニーレタスと苺の栽培を、屋上の

畑では白菜やブロッコリーなどの栽培をされ

ており、どの事業の利用者も栽培や野菜の収

穫の作業をレクリエーションの一環として楽

しまれているとのことです。現在は、収穫さ

れた野菜は利用者に無料配布するか、その場

で調理して食べるにとどまっているそうです

が、いずれは野菜の販売ルートを確立して、

農園での利益を利用者の賃金に還元して、利

用者の収入アップを図りたいとのことです。

　自立訓練事業所では、支援学校を卒業されたばかりの２人の利用者に職員がマンツーマ

ンで付いてビーズ通しの作業をされていました。広々としたワンルームの室内は静かで、

物も家具も必要最低限にし、極めて刺激の少ない環境になっていました。活動の一環であ

るクッキングコーナーや音楽を楽しむためのピアノの置き場所の床にテープで区切りをし

て、活動場所や物の置き場が分かりやすいように視覚支援がされていました。

各部だより  

作業内容は、お守り袋を包装袋に入れる、サッシ窓を納品する際に四隅にかぶせる紙カバー

を組み立てるなどでした。45分作業をしたら15分休憩をとる。これを15時30分の清掃活動

の時間まで続けますが、体力的に難しい利用者には無理強いせず「疲れたら休憩する」「し

んどい時は休憩する」を実践し、品物の納期も余裕をもって設定されているとのことでした。
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そして、農業分野での障害者の社会参加を促進するための「農福連携」事業を目指すとい

う話もされていました。

　放課後等デイサービスからスタートされ、高校卒業後も「安心して通える場」としての

自立訓練事業と「安定した継続支援」を提供するための就労継続支援事業へと事業を拡大

してこられました。将来は、所有物件を活用してグループホーム運営も目指しておられる

そうです。

　支援の必要な人たちが安心して、その人らしく生きていく場所やスキルを身につける場

を開拓し提供し続けようと、さまざまな事業に取り組み続けておられるお話に、支援の欠

かせない子の保護者としては心強く、希望を感じられました。

＊「総合福祉施設ウッドワン」は「株式会社イチキ」が運営しており、以前は工務店でし

たが、現在は福祉施設の運営と不動産の賃貸業務を行っています。

　

幼
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学

齢

部
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天橋立日帰りバスツアー
　10月９日（水）爽やかな秋空の下、青年成人

部のリフレッシュ企画・天橋立バスツアーを

行いました。参加者は19人でした。青年成人

部としては、ずいぶん前にバスを利用した親

子レクリエーションを行ったことはありまし

たが、今回は保護者同士の親睦が目的です。

　日帰りレクのため、京都駅八条口に朝の９

時半と少々早めの集合でしたが、遅れる人も

なく、定刻にスタートしました。

　新しくきれいな観光バスに揺られながら参

文殊荘の前で記念撮影

加者全員の自己紹介の後、天橋立に着いてからは自由行動になりますので、バスの中で観

光スポットを案内しました。この日は車の流れもスムーズで、予定より早く、昼食場所の

文珠荘に到着しました。

　バスを降り、文殊荘の前で記念撮影。食堂

に移動して、楽しくお喋りしながら、豪華な、

おいしい昼食に舌鼓を打ちました。

　食後は自由行動です。皆さん足取りも軽く、

それぞれのプランに出発しました。パワース

ポットがある一の宮桟橋側の笠松公園に向か

う人たちがおられる一方、アトラクションが

ある天橋立桟橋側の天橋立ビューランドに行

かれる人たちもおられました。

　笠松公園では、パワースポットの籠神社や

真名井神社を参拝する人、運試しのかわらけ

おいしい食事に話も弾む

投げに挑戦する人など、思い思いにすごされました。天橋立桟橋側には日本三文殊の一つ

智恩寺があります。知恵を授けてほしいとお参りされた人もおられたのではないでしょう

か。ビューランドには観覧車やサイクルカー、SL 弁慶号など、たくさんのアトラクショ

ンがあり、楽しく遊ぶことができます。久しぶりに童心に帰って心行くまで楽しまれた人

もおられたと思います。そして、笠松公園側もビューランド側もリフトやケーブルに乗っ

て高台に上がり、お決まりの股のぞきができます。この日は快晴で飛龍観の眺めが存分に
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施設見学会「京都いたはし学園」
　８月20日（火）社会福祉法人 京都障害者福祉センターが運営する「京都いたはし学園」

の見学会を行いました。参加者は13人でした。この施設は、平成18年京都市ふしみ学園い

たはし分園としてスタートし、平成23年に「京都いたはし学園」として独立しました。

　就労移行支援事業、就労継続支援Ｂ型事業、就労定着支援事業、指定特定相談支援事業

を行っており、身体、知的、精神、発達の障害のある人が利用され、一人一人に合わせた

支援を行っておられます。利用者はふしみパン工房クーペ、菓子工房プチ・ポッシェ、喫

茶コパンでの製造販売業務や清掃活動、軽作業、学習活動などをされています。

　
青
年
成
人
部
　

楽しめ、皆が自由時間を大いに満喫でき

るレクとなりました。

　帰りの車内は、笑顔があふれ、楽しい

思い出とたくさんのお土産を携えての帰

路となりました。定刻より少し早く京都

駅に到着し、何事もなく一日を終えられ

てスタッフ一同安堵しました。

　ご参加くださった皆さま、ありがとう

ございました。

かわらけ投げは意外にむずかしい

　はじめに相談支援専門員でもある副園長の

河村剛士さんよりお話を伺いました。現在、

就労移行支援事業８人、就労継続支援Ｂ型事

業19人が利用されており、作業は週１日でも

可能で、午前から、午後からなど、日数や時

間は個別に対応。作業内容は、手先を使うこ

とが得意な人向きで立ち作業中心のパン工房、

少人数で自分のペースで働きたい人向きの菓

子工房、決まったルーティン作業が得意な人

向きの清掃業務、座り作業中心の軽作業など、

その人に合った業務を通して支援を実践され

熱心にお話に耳を傾ける参加者

ています。

　学習活動では、面接練習や履歴書作成など、社会生活で必要なルールやマナーの学習な

どに加え、生活面での課題に対する取り組みや SNS・スマホの使い方、身だしなみにつ

いて学びます。

　このような個々に合わせた多様な支援メニューを経て、各関係機関と協力し、その人に

合った就職先が見つかるよう支援する「求職活動支援」、OB 会の実施、就職後の職場環

境調整や相談などのフォロー支援、仕事・生活に関する相談支援をする「定着支援」へと

つながっていくとのことでした。

　現在 OB は35人。OB 会に参加したり、仕事が休みの日に遊びに来る人がいたり…。就

職してからの継続した支援も手厚く感じました。

　変化や新たな課題が出てきた時には、無理強いしたり、コントロールしようとするので

はなく、まず本人の希望は何なのかを大切に関わられていることが伝わってきました。

　一人暮らし支援、家族支援の事例では、いろいろな支援機関と連携・協力し、カンファ

レンスを開き支援者間で内容を共有して、チームで生活を支えておられます。

　ご家族とほとんど会わないケースも多いそうで、“家族が頑張る”ありきでないという
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点も驚きでした。

　一人暮らしの良いところは裕福とはいえなくても生活に必要なお金以外を好きに使える

ことにあり、「自立」を実感しやすいようです。難しい面もありますが、実際に一人暮らし

をはじめてみる、支援を受けながらやってみる中での失敗も勉強になるのかもしれません。

何より“本人の思いを尊重しつつ気持ちの変化を待つ。社会的に孤立してしまわないように

支援していく”といった利用者の生活を丸ごと見守り支える支援をされていると感じました。

　お話を伺った後は、２つのグループに分かれてパン工房、菓子工房を見学しました。

　
高
機
能
・
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
部
　 段取りよく黙々と丁寧な作業風景

　日によって違うそうですが、１日500個～

700個のパンが作られるとのことです。パン

の種類も多く、おいしそうな香りの中で作業

されていました。地域の保育園、児童館、子

ども食堂など、いろいろなところへ納品、外

部販売されているそうです。

　見学後、パンを購入することができました。

生地にこだわって作られたパン、とてもおい

しくいただきました。

学習会

　

父

親

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

　

　７月14日（日）京都社会福祉会館で、大久保賢一氏（畿

央大学教育学部　現代教育学科　准教授）を講師にお

迎えして「行動問題を解決するポジティブ行動支援～

ABA（応用行動分析）に基づく行動支援～②」と題

してお話をしていただきました。参加者は保護者、支

援者など30人でした。

　昨年の10月に先生による同じテーマの講演がありま

したが、また聴きたいとの声が多く寄せられたので、

今年も第２弾をお願いしました。

現場での経験も豊かな大久保氏

　ABA（Applied Behavior Analysis　応用行動分析）とは、発達障害や知的障害のあ

る人たちの行動上の問題を解決するのに有効な方法です。昨年のおさらいとして、まず行

動理解と対応の基本についての話の後、今年は事例を使って、その内容を深めました。

　まずは、どのようなものを問題行動と捉えるのかについて、さらに支援の対象になる人

についての情報を集め、実態を把握して、枠組みに当てはめて解決へと導く方法を学びま

した。

皆さん熱心にグループワークに

取り組んでいます

　そして、参加者が４人ずつのグループに

分かれ、事例を使いながら問題解決に取り

組み、どのグループも熱心にディスカッショ

ンをされていました。

　問題行動の解決とは行動支援計画を立て

ることで、複雑な計算問題を解くようなも

のとのことです。その支援計画は、一人一

人に合わせて作ります。問題行動を好まし

い行動に替え【短期的目標の設定】、学び

の機会を増やしてその人の QOL（生活の
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花束にお礼の気持ちを込めて

ことん楽しく～」をモットーに活動をされています。私たち

も素晴らしい演奏をとことん楽しませていただきました。

　この日に誕生日の人が会場におられることを知った役員が、

休憩時間に指揮者に相談すると、後半が始まる前に「ハッピー

バースデー」の演奏をしてくださいました。神対応をしてい

ただいた NEOさん、ありがとうございました。

　大きな声を出す、じっと座っていないなどで、普段はなか

なかコンサートに行けない人も、周りを気にせず楽しめるコ

ンサートです。また来年も開催予定ですので、ぜひたくさん

の皆さんにご参加いただきたいと思います。

　今回参加していただいた皆さま、ありがとうございました。

サマーコンサート

　

父

親

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

　

皆さんのテンションも最高潮

　８月11日（日）に京都市呉竹文化セ

ンターで NEO 吹奏楽団によるサ

マーコンサートを行いました。今回

で４回目となりますが、当協会の会

員かどうかを問わず、療育手帳など

の障害者手帳を持っておられる人と

付き添いの人は無料でご参加いただ

けるコンサートにしています。

　真夏日が続いて当日も厳しい暑さ

になりましたが、会員29人（ヘルパー含む）、会員外のご家族や放課後等デイサービス事

業所からの参加、また車椅子の人も２人おられ、全員で60人もの参加がありました。

質）を高め【長期的目標の設定】、そして望ましい結果を強化することで生活が豊かにな

ると教えていただき、参加者の皆さんは明日から早速取り組もうと思われたのではないで

しょうか。

　15分の休憩があったものの、話に引き込まれて、あっという間に３時間が過ぎました。

学習会終了後、今年も先生を交えての懇親会を開催しました。参加者は８人で、和やかな

雰囲気で大いに盛り上がりました。

迫力満点の NEO さんの演奏

　NEO さんは、毎回皆が楽しめる

プログラムを考えてくださっていま

すが、今回はクイズ形式での楽器紹

介で、参加者は楽器の種類やその音

色に興味津々でした。

　そして、吹奏楽の定番曲、「ディ

ズニーメドレー」「きらきら星」「線

路は続くよどこまでも」のアレンジ

曲など、なじみのある曲の演奏を楽

しみました。プログラムが進むにつ

れ、みんなの気持ちはどんどん盛り上がっていき、「パプリカ」を踊ったり、嵐のメドレー

などのテンポのよい曲では声を出したり、体を揺らしたり、会場全体がノリノリでお祭り

騒ぎのようなにぎやかさになりました。

　NEO 吹奏楽団は京都市右京区に拠点を置き、「すべての人に音楽を～音楽も遊びもと
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2019年

７月４日　京都市社会福祉協議会福祉委員会

京都障害児者親の会協議会　役員・

リーダー研修会　第１回

 〈京都テルサ〉

　　７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

DVD 視聴会、振り返りの会、部会

　　９日　京都府切れ目のない支援教育体制整

備にかかる特別支援連絡協議会

　　10日　合同学習会

公明党政談演説会

 〈リーガロイヤルホテル〉

　　11日　青年成人部学習会

　　12日　青年成人部「シニアＧ」学習会

　　13日　超！入門　自閉症支援講座　第２回

　　14日　父親ネットワーク学習会、懇親会

 〈京都社会福祉会館〉

　　18日　編集部会議

京都府発達障害者関係団体連絡会

 〈京都府庁〉

　　19日　京都市障害者相談員（発達）連絡会

 〈かがやき〉

　　22日　役員会

京都府自閉症協会50周年記念大会実

行委員会

　　23日　京都府教育委員会と発達障害親の会

３団体の懇談会

 〈京都産業大学むすびわざ館〉

　　24日　幼児学齢部会

京都新聞取材

　　26日　京都障害児者親の会協議会50周年実

行委員会 〈北山ふれあいセンター〉

　　27日　音楽活動「The BEAT」

 〈東山青少年活動センター〉

８月４日　高機能自閉症・アスペルガー症候群

セミナー2019実行委員会

運営部門会議 〈事務所〉

　　５日　京都市市営保育所移管選定会議

 〈こどもみらい館〉

　　11日　NEO吹奏楽団コンサート

 〈呉竹文化センター〉

　　14日　京都市市営保育所移管選定会議にか

かる子ども若ものはぐくみ局との打

ち合わせ

●役員会の活動報告  
　　18日　アンサンブル　ハーティブリッジコ

ンサート 〈ウィングス京都〉

　　19日　京都市市営保育所移管選定会議

 〈ハートピア京都〉

　　20日　高機能・アスペルガー部施設見学

 〈京都いたはし学園〉

　　23日　インクルーシブ教育を考える会　永

井氏と打ち合わせ

京都市ほほえみ交流活動支援事業　

障害の体験・交流学習

 〈正親小学校〉

　　29日　京都市障害者施策推進審議会

 〈京都テルサ〉

京都障害児者親の会協議会50周年ス

タッフ打ち合わせ

 〈ホテルルビノ京都堀川〉

　　31日　京都市障害者相談員研修会

 〈京都テルサ〉

９月１日　NPO法人あすく理事会

 〈工房あすく〉

　　４日　子育てほっとタイム 〈事務所〉

幼児学齢部会

京都市自立支援協議会権利擁護部会

 〈かもがわ会館〉

高機能自閉症・アスペルガー症候群

セミナー2019準備作業

　　５日　高機能自閉症・アスペルガー症候群

セミナー2019準備作業

　　６日　幼児学齢部会

　　７日　高機能自閉症・アスペルガー症候群

セミナー2019

 〈ひとまち交流館京都〉

京都障害児者親の会協議会50周年

 〈ホテルルビノ京都堀川〉

　　８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〉

　　９日　元待賢小学校テナント会議

京都市市営保育所移管選定会議

 〈京都烏丸コンベンションホール〉

　　10日　高機能・アスペルガー部交流会、ラ

ンチ会

　　11日　ホームページ会議

　　12日　幼児学齢部・青年成人部合同学習会

 〈事務所〉

理想科学・アブニールとの面談

　　13日　ほほえみ交流活動支援事業出前講演
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事前打ち合わせ

　　16日　超！入門　自閉症支援講座　第３回

　　18日　KBS ホール下見、担当者との打ち

合わせ

　　20日　京都障害児者親の会協議会役員会

 〈北山ふれあいセンター〉

　　21日　公明党政策懇談会

 〈京都東急ホテル〉

　　24日　京都障害児者親の会協議会　役員・

リーダー研修会　第２回

 〈京都テルサ〉

若者と家族のライフプランを考える

会との面談

　　25日　役員会

京都府自閉症協会50周年記念大会実

行委員会

　　26日　京都障害児者親の会協議会新成人の

つどい実行委員会

 〈北山ふれあいセンター〉

　　27日　発送作業

　　28日　音楽活動「The BEAT」

 〈東山青少年活動センター〉

　　30日　発送作業

10月２日　ほほえみ交流活動支援事業　出前講

演会 〈西京極西児童館〉

　　６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〉

　　７日　高機能・アスペルガー部学習会、振

り返りの会、部会

　　８日　京都障害児者親の会協議会結成50周

年実行委員会「記念誌発行部会」

 〈北山ふれあいセンター〉

　　９日　青年成人部バスレクリエーション

 〈天橋立〉

幼児学齢部会

　　16日　京都府自閉症協会50周年記念大会パ

ネルディスカッション打ち合わせ

幼児学齢部施設見学 〈ウッドワン〉

編集部会議

　　19日　音楽活動「The BEAT」

 〈東山青少年活動センター〉

超！入門　自閉症支援講座　第４回

ほほえみ広場〈梅小路公園〉

　　21日　伏見消防署との面談

　　24日　京都市教育委員会と発達障害親の会

３団体の懇談会

 〈京都総合教育センター〉

　　26日　日本自閉症協会加盟団体役員連絡会

 〈エッサム神田〉

　　27日　日本自閉症協会加盟団体役員連絡会

 〈エッサム神田〉

　　30日　役員会

京都府自閉症協会50周年記念大会実

行委員会

《個人》

有井 悦子 会田 剛久 植村 卓生 井上 一夫 谷　 亮一　

管　 　薫 森 京一郎 岡 美智子 平野 淳史 後山 正光

大澤 周子 山沢 功武 小塩 康次 中原 誠哉 常岡 孝子

橋本 雅寛 野原 法子 上野 政治 千原 富久子 宮内 賀永子

村松 陽子 野畑 光代   匿名希望３人

《団体》

株式会社 アクションラーニング　　　社会福祉法人 京都ライフサポート協会

 ［順不同・敬称略］

以上25人と２団体の皆さまから計２０３，０００円のご寄付をいただきました。

京都府自閉症協会
50 周年記念事業へのご寄付のご報告Ⅶ

（2019年7月1日～2019年11月9日）
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✎✎ 編　集　後　記 ✎✎

　「構造化」は自閉症支援の基本ですが、周りを見るといろいろなところにたくさんのアイ

デアがあることに気づきます。駅のホームの立ち位置、バス停や駅での表示、病院で目的の

科に行くためのカラーテープなど、私たちの生活にも無くてはならないものです。自閉症の

人がより生活しやすくなるための「構造化アイデア」は学習会でも大変好評でしたので、特

集として取り上げました。

助成金のご報告
公益財団法人京遊連社会福祉基金様より助成金をい
ただきました。
心より御礼申し上げます。ありがとうございました。

ご寄付のお願い　一口　（個人）　3,000円
（団体）　5,000円

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）

2017年9月からの累計は１，３９３，０００円となりました。

この間、多くの皆さまからご寄付をいただき、また中には何度もご協力をいただいた人もおら

れました。心より感謝いたします。ありがとうございました。おかげさまで無事50周年記念事

業を終えることができました。

50周年記念事業への寄付は終了しますが、当協会の活動への寄付は引き続き受け付けております。

今後とも、ご寄付にご協力を賜りますようお願いを申し上げます。

お祝い金のお礼
ONLY ONEの会様、東 敦子様、北村 光代様
京都知的障害者福祉施設協議会様、社会福祉法人京都総合福祉協会様
より50周年記念大会へのお祝い金をいただきました。心より御礼申し
上げます。ありがとうございました。
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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

〒602-8144　京都市上京区丸太町通黒門東入ル藁屋町536-1　元待賢小学校３Ｆ

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

★入会、住所変更、書籍の購入、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

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）

年度途中でご入会の場合は、入会月から翌３月

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。

　日本自閉症協会発行の機関紙「いとし

ご」（年６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。

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。

年間購読料（年３回発行）はこれまで450円でしたが、諸経費高騰のため、今年度から600

円（郵送料含）に改定しました。ご了承ください。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

表紙の絵は、難波吟仁（なんば ぎんじ）さんの作品です。

ホームページＵＲＬ

http://as-kyoto.com/　 

※会員向けページもご覧いただけます

Ｅ-ｍａｉｌ

新 askyoto＠shirt.ocn.ne.jp　

「第51回　定期総会」を開きます

日時　６月13日（土）13：30～16：45（受付13：15～）

場所　ハートピア京都（京都府立総合社会福祉会館）　第４・第５会議室

内容　・第１部　定期総会　13：30～14：30

・第２部　未定　　　14：45～16：45

＊詳細は次号でお知らせします。

ご予定ください。


