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KSKQ 編集人　京都府自閉症協会

ビーム No.134

・ 特集  突然の災害　お子さんは、大丈夫ですか？？ ｐ． 2～9

・京都府南部でスタート ｐ．10～12

　発達障害者支援センターの「こども相談室」

　こども発達支援センターの「放課後等デイサービス」

・発達障害啓発活動＆ The BEATのライブ演奏 ｐ．13

・おすすめの１冊 ／ ASDな日々 ｐ．14

・各部だより ｐ．15～18

・役員会の活動報告 ｐ．18～20

・京都府自閉症協会50周年記念大会 ｐ．22

映画「眠狂四郎」のワンシーンの写真を見て描きました
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　昨年は６月に大阪北部地震が発生、９月には台風21号が近畿、京都を直撃し、大きな被害を

もたらしました。皆さんがお住まいの地域に被害はありませんでしたか。

　もしも大きな災害に遭ったら、いつもと違う状況や突然の変更など変化に弱い自閉症スペク

トラムの子どもたちや家族にとっては、不安極まりない状況になることは必至です。

　会員の若林桜子さんは、地震と台風で不安なお子さんの様子を伝えてくださり、植村美帆さ

んは以前の体験を生かし、電車で一人で通所しているお子さんの非常時に備え、工夫されてい

ることや思いを編集部にお寄せくださいました。また台風21号で、約53時間も停電が続いた入

所施設「京北やまぐにの郷」の廣幡顕一施設長には、貴重な状況報告を提供していただきました。

　若林さんの息子さんはもうすぐ21歳。サポートを受けながら、１人暮らしをされ生活介護事

業所に通っておられます。

ひやひや、困ったことだらけです

 若林 桜子 さん

突然の災害

お子さんは、大丈夫ですか？？

特 集

　地震の時は、たまたま、まだ一緒に家にいましたが、

そのあと、私が仕事だったので大変でした。京阪電車

が止まったので通所できず、息子は家で留守番なんで

すが「仕事行かんといてー！」と。しばらく、こたつ

の下から出てきませんでしたが、悩みながら、安全を

確保して仕事に出ました。職場には子どもの障害のこ

とは伝えていますが、仕事を休むのは難しいです。（子

どもの）年齢で判断されるので苦しいところです。あ

のあと、大きな揺れがなかったからよかったです。

　最近は、息子が通所で利用している交通機関が止ま

ることも考えて、別ルートの練習もしてます。通所の

時は毎日、飲み物、軽食、タオルなどを必ず持たせて

ます。

　また台風のとき、ヒヤリとしたことがありました。

鴨川を散歩するのが日課なのですが、豪雨の後は危険

だからと散歩を止めたにもかかわらず行ってしまい、

川にはまってしまったんです。大事には至りませんで

地震の時は、ヘルメットをかぶり、ダ
イニングのこたつの下から出てきませ
んでした。お気に入りのぬいぐるみと
タオルケットで気持ちを静めてました

   

１．しっかりしているようでも・・・
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ていても当たり前のことなんですが、大人になってからは、子離れができない母親と思われて

しまって…。人前では、しっかりしてる風に振る舞うので「できないこと、わからないこと」

が、「できるように、わかっているように」見えてしまうのが、難しいところです。

　植村さんの息子さんは25歳で、現在、就労継続Ｂ型事業所に通っておられます。

助けを求められる人に 

そして、助けを受け入れられる人に

 植村 美帆 さん

したが、１人暮らしになると、親の言葉

より毎日の行動を優先するので、災害時

は、やっぱり目が離せないですね。

　先日も仏像彫刻をしてるときに、のみ

が足の親指に突き刺さるケガをしてしま

いました。病院に通院してたのですが、

血だらけになっているのに歩こうとした

り、靴が履けないのに、無理やり履いた

りします。そのため必要以上に、包帯で

ぐるぐる巻きにして、本人が意識できる

ように工夫しています。また、それ以外

でも勧誘され、必要のない契約をしてし

まったり、毎日ひやひやの連続です。

　小さい頃は、母親がそばにいて、かまっ

息子と２人暮らし、その上私はフルタイム

で働いている。

でも、災害はいつ起こるかわからない。

いざという時、私は息子のそばにいてあげ

ることができない！

どうする？？？

初めは、どうやって息子を助けに行くか？

１分でも１秒でも早く駆け付ける方法ばか

りを考えました。実は私、阪神大震災の時、

西宮に居住していたのですが、その経験か

ら考えるに…

　駆け付けることも必要だけど、取りあえ

ず目の前の危機から自分を守る方法を教え

たほうがよいのではないか…という考えに

至りました。

水かさが増した濁流の鴨川 包帯を巻いてケガを意識

   

２．いつもそばにはいられない

 ヘルプマークとは… 

外見から分からなくても援助や配慮を必要として

いる人が、周囲の人に支援を必要としていること

を知らせるために携帯するマークです。

ヘルプマークは、各市町村の福祉関係窓口で受け

取ることができます。

“助けて！”の合図になります
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　じゃあ、どうすれば息子は自分の身を守れるでしょう？

　それは…コミュニケーション力！！

　私が助けてあげなければ　ではなくて～

　誰かに助けを求められれば、それでいい

　　　　　　　　　　↓

　　（勝手に）名付けて　山下清画伯 方式！

　はい、思いっきり発想を転換してしまいました。転換のきっかけになったのは、平成23年の

豪雨。息子が通所に利用している地下鉄が浸水し、代替輸送で通所することになってしまいま

した。地下鉄なら、療育手帳で“パス”ですが、JR は切符を購入しなければなりません。そ

れも、京都駅で。私は勤務中で助けてあげられません。

　困った！　でも同時に、チャンスだ！　とも思いました。

何で困ったの？

　《駅員さんにお願いして一緒に乗車券を買ってもらう》

というスキルが必要です。そこで、

こんなメモにお金を貼り付けて持たせました。

そして、「お腹が減ったらおにぎりをもらって食べなさい」と教えた※山下清画伯のお母さまに

ならって「電車乗るとき、切符と手帳を見てもらうとこあるでしょ。その人に渡して助けても

らいなさい」と教えました。みどりの窓口を探すのは、ハードルが高いと思ったので、あえて

改札の駅員さんを指定しました。

※画家 山下清をモデルに描いたドラマ「裸の大将放浪記」より

　・一人で切符を買った経験がない

　・きっと混雑している

　・買い間違えなど、不測の事態に対処できない

なのに、何でチャンスなの？

　・実は彼“乗り鉄”なので、どの電車に乗るのか

は理解できている

　・ヘルパーさんと京都駅はよく利用している

　・“誰かに何かを尋ねる”ことはできる

　・「こっちだよ」「これどうぞ」程度の会話は理解

できる

こんな彼の強みを活用してステップアップすること

ができるかもと思ったからです。

通所するためには

“鉄ちゃん（鉄道ファン）”です！

湖西線 LOVE

ぼくは、自閉症です
地下鉄がとまっているので
ＪＲで山科にかえりたいです
きっぷのかいかたを
おしえてください


本人が読めるような仮名遣いで書きました。

“切符を買ってください”ではなく

“買い方を教えてください”というのは、

今後のことを考えると、教えてもらいながら

買うほうがよいと思ったからです。

きっぷのかいかたを
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②ガラケーからスマホになり、カバンに入れて持ち歩くので着信に気付きにくい

メールは着信音を変えて、息子の大好きな“阪神電車発車メロディー”にして少し改善され

ましたが、LINE は私の技術不足で着信音がそのまま。母子そろってスマホ初心者なので、

現在スマホ難民状態です。トホホ

結果は…
何とかクリア（だったと思っています。見ていないのでわかりませんが）

無事自宅に帰っていました。本人に聞いたら「切符買ってくれた」とのこと。

その壱：やっぱり、コミュニケーションでしょ！
　ということで、メールや LINEで“離れた所にいるお母さんとつながる”練習中です。

知的障害を伴う息子にとって、メールも LINE も決して簡単ではありません。でも、メール

や LINE で私とコミュニケーションを取ることで、息子にさまざまなメリットがもたらされ

る仕組みになっているので、何とか習得しつつあります。まだまだ失敗も多いですが。

目下の悩みは…
①正しい日本語を入力できない

タブレットで“辞書”を作り、それを見ながら入力しています。それまでは、

　　「かれとなとおたべたいです」

と、私にしか分からない文面が送信されてきていましたが、今は

　　「カレーと納豆を食べたいです」

と送信されてくるようになりました。でも、まだまだ初めて出会う言葉は意味不明な文章に

なっています。先は長い…。

　しかし、思わぬ落とし穴がありました。

　JRを降りた後、山科駅から自宅近くへ向かう代替バスが大混雑。

たぶん、40分以上待ったと思います。でも、私が帰宅した時とて

も落ち着いていて、いつも通り“何事もなかったよう”でした。

息子は、バスも大好き。そしてヘルパーさんや私と外出した時は、

“並んで待つ”を徹底してきました。いつも利用しているバスター

ミナルで“並んで待っていれば、乗れるだろう”という不安定な

見通しを頼りに、がんばったんだろうなぁと思っています。

そして今、災害に備えて

勝因は？？
息子の“強み”でした。“鉄ちゃん”なので改札にいる駅員さんに

すぐたどり着いたようです。

Before After
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その弐：やっぱり先立つものでしょ
　豪雨災害の後、ICOCA を持たせることにしました。いざという時、JR や私鉄に乗ること

ができるようにと。でも、今は ICOCAではなく、500円硬貨を１枚持たせています。ICOCA

だと、改札を通るだけなので、誰ともコミュニケーションを取ることがありません。あえて切

符を購入することで、誰かに接触し助けてもらえるかも？？と思ったからです。

目下悩みがありまして…おばあちゃんは高齢。“明日はこの世にい

ないかも”が口癖です。おばあちゃんがいなくなったら、ポイント

メールは誰に受け取ってもらおうかなぁ…。私は仕事中ですしね。

社会資源も利用して
“災害時避難行動要支援者名簿”登録の手続きをしました。また、

数年に１回（？）巡回してこられる警察や消防の人に「ウチは避難

困難世帯です！」と声を大にして主張しております。地域生活支援

センターにも、私がフルタイムで仕事をしていることを把握してい

ただいています。

考えても考えても、悩みは尽きません。阪神大震災の時は、どうし

ようもなく、何も考えられず、途方に暮れたことを覚えています。

その参：やっぱり実地訓練でしょ
　お盆の時期と年末は、事業所が午前中のみ、いわゆる“半

ドン”です。息子は早く帰宅しても時間を持て余すだけ。そ

こで、地下鉄や市バスを利用して“洛中１周半の旅”をして

います。途中、“地下鉄に乗ります”“北大路につきました”“バ

スに乗ります”とポイント毎におばあちゃんにメールをしな

がら。行程とメールポイントが書かれた携帯型ホワイトボー

ドを頼りに、京都駅のバスターミナルで誘導員の人に援助を

求めるメモを渡し、１人で洛中巡りをするのです。これも、

行程を書いたボード

バスターミナルで援助を求めるメモ

   

３．３日にわたっての停電、入所施設の場合

それでも、何もしないでいるよりは…と、目の前にある課題をクリアしていく、今できること

を一つ一つ積み重ねていきたいと思っています。息子の成長を信じて！

　社会福祉法人 京都杉の木会「京北やまぐにの郷」は、京都市右京区北部の山間部にある入

所施設で、現在48人が利用されています。

台風21号通過に伴う被害状況および対応に関して

 京北やまぐにの郷　施設長　廣幡 顕一

月　日 時刻 状　況　並　び　に　対　応 そ　の　他

９月４日 ９：00 生活介護事業活動休止（前日の時点で決定連絡済み）

12：00 強風が吹き始める

14：00 強風と共に強い雨が降り始める
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施設駐車場に隣接する山斜面に切り倒しの松の丸太２本が強風にあ

おられ落下し、駐車場内にある職員の自家用車に直撃する

丸太を撤去すると共に自家用車、公用車を影響の少ない場所へ移動

させる

14：15 豪雨と強風により施設周辺民家の瓦やトタンが飛ぶのを確認

竜巻のような、風を巻き込むような吹き荒れる風が続く

14：20 架線が切れたのか？停電する スプリンクラー用

※以降９月６日（木）19：10頃まで停電状態が続く 自家用発電機始動

14：30 ★前倒しにて入浴実施する　※電気温水器であるため ※以下Ｓ用自家発

★停電による大きな影響を受けそうな利用者への情報提示

　『電気工事中』もしくは『電気故障』と提示する

　『電気直る時間はわかりません』も伝える

★冬期積雪による倒木での停電を経験しているためか（？）利用者の

混乱はほとんど見られず

　（暗いが昼間であることも要因の一つか？）

16：00 国道162号線倒木・土砂流出等により、通行止めとなる

市内部通勤者に対し、通行止めの周知を行い、園部経由の通勤を指示

☆利用者の体調確認 ⇒ 問題なし

施設および周辺箇所の状況確認 ・各部屋の備品を

施設内に移動さ

せる

⇒地域交流ホーム（１Ｆ作業棟）強風による雨水吹き込み ・ウエスやボロ・

　新聞紙にて対応

⇒地域交流ホーム（２Ｆ和室）強風による雨水吹き込み・雨漏り

⇒旧作業場プレハブ（空き缶置場）のトタン屋根破損

⇒厨房内　冷凍庫・冷蔵庫の機能停止（保温不全状態）

　冷凍・冷蔵保存を要する食材を夕食メニューに変更する メニュー変更

　あわせて提供時間を１時間前倒しとする 提供時間変更

⇒施設内照明器具（LEDランタン・人感センサーライト）追加購入

　乾電池追加購入

17：00 ★日没前に夕食を１時間前倒しで提供する

（雨は収まり、風は断続的に吹いている）

18：00 避難誘導灯が消える（補充充電バッテリー消耗による） Ｓ用自家発軽油補充①

★就寝準備実施⇒２時間前倒しで実施 就寝準備２時間前倒し

洗面所・トイレ・廊下壁側にLEDランタン並びに人感センサー配置

⇒居室から洗面所・トイレのまでの通路の照明を確保する

20：00 ☆利用者の体調確認 ⇒ 問題なし

22：00 Ｓ用自家発軽油補充②

９月５日 ０：00 停電継続中　※９時間40分経過

５：00 Ｓ用自家発軽油補充③

７：00 ☆利用者の体調確認 ⇒ 問題なし

７：30 生活介護事業活動休止の連絡

９：00 職員研修を中止し、研修講師へ中止連絡を行う

10：00 理事長へ状況報告

洗濯のため、市内コインランドリーへ（公用車：職員２人）

・布団を優先し、必要衣類を洗濯へ

取引業者へ状況報告ならびに納品可能数の報告

軽油タンクおよび軽油140Ｌ追加購入

12：00 Ｓ用自家発燃料切れのため、停止 メンテナンス業者へ連絡

14：00 洗濯乾燥完了しスタッフ帰郷

14：20 停電発生後24時間経過

15：00 Ｓ用自家発運転復旧し再稼働

16：00 冷蔵庫・冷凍庫稼働用の自家発手配（建設業向け機材レンタル）

弓削地区が停電復旧

17：00 ★日没前に夕食を１時間前倒しで提供する 夕食提供時間変更

18：00 冷蔵庫・冷凍庫稼働用の自家発２基確保し稼働開始 Ｓ用自家発軽油補充④

周山地区が停電復旧

前
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食
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浴
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★就寝準備２時間前倒しで実施 就寝準備時間変更

19：00 ※室内にて稼働のため排気ガスが充満するため、換気目的で館内（１

Ｆ）の扉を開放する

ドラム延長コード（屋外用２口）２基追加購入し、自家発を屋外移動

させる

19：30 Ｓ用自家発運転確認

20：00 ☆利用者の体調確認 ⇒ 問題なし

22：30 Ｓ用自家発運転確認 厨房自家発ガソリン補給①

９月６日 ０：00 停電継続中　※33時間40分経過 Ｓ用自家発軽油補充⑤

６：00 Ｓ用自家発軽油補充⑥

８：30 厨房自家発ガソリン補給②

９：00 生活介護事業活動休止

施設携帯電話の受信範囲が館外駐車場までと狭く低下している

・docomo以外は通信できない状況が続く

９月７日実施予定の日帰りレクリエーションの実施検討

10：00 布団および優先衣類洗濯のため、市内コインランドリーへ

厨房用自家発用ガソリンおよび軽油購入

10：30 京北支所より施設の安否確認のため、来訪

・推進室より、施設と連絡がつかない状況であるため、状況確認の指

示を受け来訪される。至急本庁へ連絡を入れるよう指示を受ける

11：00 京都市障害福祉推進室へ被害状況および現状報告 Ｓ用自家発軽油補充⑦

・施設携帯は、業者対応に使用するため、施設長個人携帯を使用する

必要があり、SoftBank通信可能な隣接南丹市まで移動して連絡する

・施設内の対応に追われ、即時に連絡できなかったことを詫びる

９月７日実施予定の日帰りレクリエーションの実施を決定する

・観光時間の短縮を想定しての実施とする

12：00 厨房自家発ガソリン補給③

14：20 ※停電発生後48時間継続中

★給湯器タンク内の湯温が低下のため、入浴中止 入浴中止

17：00 ★日没前に夕食を１時間前倒しで提供する Ｓ用自家発軽油補充⑧

「助けてカード」の作成
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18：00 ★就寝準備２時間前倒しで実施 就寝準備時間変更

19：05 ※停電発生後52時間45分

停電復旧

★TV受信状況が不調であるため、５，６チャンネル受信できず

★TV故障を伝えるが、一部映らないことで不安定になる利用者が

多数

Ｓ用自家発・厨房用自家発稼働停止

通常日課に戻す

☆現時点で体調不良者無し

　ここ数年、全国各地で“想定外”“観測史上初”といった自然災害の被害が出ています。

災害は「いつ」「どこで」起きるか分かりません。そして、いつも親がそばにいるとも限りま

せん。お子さんの一日のスケジュールを元に「どこで、どんなトラブルが起きるか」を想定し

て「もし、ここでこんなトラブルが起きたら」と対応を考えてみるのもいいかもしれません。

下欄の表を参考に「助けてカード」を作成してはいかがでしょうか。以前の BEAM に掲載し

た被災者報告にもありましたが、非日常の体験として、車中泊や缶詰の食事などを体験してお

くことは備えになると思います。防災グッズの中には「気持ちが落ち着くもの」「一人で時間

を過ごせるもの」「自分のことをわかってもらうためのもの」は必須です。お薬（予備をもらっ

ておくことも重要です）やお薬手帳もお忘れなく・・・。

下記のホームページも参考にしてください
　※防災ハンドブック・日本自閉症協会

　　自閉症の人たちのための防災・支援ハンドブック―自閉症のあなたと家族の方へ―

　　www.autism.or.jp/bousai/index.htm

   

４．まとめ
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　昨年、京都府こども発達支援センター（すてっぷセンター）

に新棟が完成し、10月１日から府下で初めて「こども相談

室（愛称：ぐーちょきぱー）」がスタートしました。また

同時に「放課後等デイサービス」も始まりました。

　今回、京都府発達障害者支援センターはばたきのセンター

長でこども相談室長も兼務されている長谷川福美さん、放

課後等デイサービス児童支援員の中村知雄さんにお話を伺

いました。

◇ご本人・ご家族へは・・・

発達や生活などに関する相談、助言、

情報提供を行います。

場合によっては他の支援機関の紹介

などもします。

＊費用は、無料です

＊診断や療育訓練は、行っていません

こども相談室　�

　医療・教育・福祉などの関係機関と連携しながら、発達障害、高次脳機能障害と診断を受け

た子どもや、発達に凸凹があり困りごとを抱えている子どもたちが一歩ずつ成長できるよう、

ご本人、ご家族・関係機関と共に支援を考えていきます。

　まずは、お電話でお問い合わせください。

★対　　象：小学校１年生から高校３年生までの児童生徒、およびそのご家族、関係機関

★対象地域：京都府南部地域にお住まいの人

乙 訓 圏 域 向日市、長岡京市、大山崎町

山城北圏域 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町

山城南圏域 木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村

★主な業務内容

京都府南部でスタート

発達障害者支援センターの「こども相談室」 京都府 初

こども発達支援センターの「放課後等デイサービス」

こども発達支援センターの新棟

＊個人情報は、すべて守秘されます

◇関係機関へは・・・

医療機関と教育機関をつなぎ、特性理解や支援方法について共に考え、支援を行います。

（長谷川室長）

就学前は、保健師さんの存在や、幼稚園・保育園、療育施設の送迎などで顔を合わせて相談

できることも多く、密に連絡がとれていても、学校入学後は、家庭と学校、医療機関やさま

ざまな事業所と子どもを取り巻く環境も広がり、困ったことが起きてもどこに相談したらい

いのか、またどうしたら連携をとってもらえるのかと悩まれているご家族も多いのではない
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でしょうか。また、診断を受けた方がいいかどうか悩んでいる、生活面でとても困っていて

どう対応したらいいのか分からないなど、ご相談がありましたら、一人で抱え込まないで、

まずはお電話でお問い合わせください。

お問い合わせ

Ｔ Ｅ Ｌ：０７７４－６４－６０００

職員が不在の場合があります。お手数ですが、再度ご連絡をお願いいたします。

Ｆ Ａ Ｘ：０７７４－６４－６０２５

開設時間：月曜日～金曜日

９時～17時（電話相談は９時～12時、13時～16時）

祝日、年末年始を除く

放課後等デイサービス　�

　こども発達支援センター診療所と連携しながら、学校生活などの集団活動の中でうまく関わ

り合えない、コミュニケーションの取り方が分からない、さまざまな不安とどう向き合えばよ

いのか分からないなど、困り感をお持ちのお子さんに対し、※SST（ソーシャルスキルトレー

ニング）などを用いながら、子どもたちやグループの目標に応じた活動を行います。また、他

事業所からの見学の受け入れや交流などを行い、地域における放課後等デイサービスと連携し

ながら互いにレベルアップしていきたいと思っています。

★対　　象

SST を用いた集団活動が中心となるため、こども発達支援センター診療所の医師が適切

と判断されるお子さん（小学校１年生～高校３年生）が対象となります。

★活動の流れ

５～６人の集団活動の中で、具体的な場面を想定した見本を見たり、子ども同士でロール

プレイをしたりしながら、その場面での関わり方を具体的に学んでいきます。例えば、普

段の自分たちの行動を振り返ったり、よりよい行動や関わり方の方法を考えたり、考えた

ことを話し合ったりします。また、意見を発表しあったり、友だちのいろいろな思いや考

え方や感じ方を見たり聞いたりするなどの活動の中から、否定的な考えや過度な不安につ

ながりにくい考え方を学べるようにもしています。

　集団で体を動かしたり、ボードゲームや制作活動などの机上の活動をする場面を設定し

て、実際に友だちと遊ぶ経験をする中で、自分と相手がより楽しくなるように関わりたい

という意欲を高めたり、友だちへの言葉かけや関わり方を学ぶ機会も作っています。

★利用期間

原則、４月～翌３月の年度単位の１年間

★送迎はありません

★利用方法

保護者からの

お申し込み

保護者・お子様

との面談
通所の決定

受給者証の

申請・発行
利用開始   

申請や利用に関することなど、分からないことがありましたら、お気軽にご相談ください。

（中村支援員）

相手も自分も気持ちよく過ごすための方法や気持ちをコントロールする方法をみんなと一緒

に学んでいきます。そのスキルを獲得するためのワークや運動遊び、机上活動、クッキング



ＫＳＫＱ（ＢＥＡＭ　No. 134）　第三種郵便物認可　　　通巻第9286号　　　2019年２月21日発行（12）

などの集団遊びを通して、社会性を身につけていくことを目指しています。また、ご家族と

の相談や関係機関との連携も併せて行っています。

お問い合わせ

ＴＥＬ：０７７４－６４－６０１５（府立こども発達支援センター内）

ＦＡＸ：０７７４－６８－６７１１

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　　2019年４月２日（火）　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）

中丹東保健所、福知山城、二条城西南隅櫓、

京都府庁、丹後王国「食のみやこ」（３月31日）

※ブルーは、世界自閉症啓発デーのシンボルカラーです

毎年

4/2～4/8は

発達障害

啓発週間

住 所　 〒610-0331
京田辺市田辺茂ヶ谷186-1
（こども発達支援センター内）

アクセス

　　　国連の定めた
世界自閉症啓発デー
日本では4月2日～8日は
発達障害啓発週間

毎年

4/2
は

火

福知山城、中丹東保健所、二条城西南隅櫓、京都府庁、
丹後王国「食のみやこ」（平成31年3月31日）

同時ライトアップ予定

★京都女子大学
　チアリーディング部「GALAXIE」
★京都府自閉症協会
　ダンスサークル「Kirala」　
★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

イベント

　チアリーディング部「GALAXIE」

イベント MC　京都大学落語研究会
による相談コーナ

火
2019 年4月2日
18:15 ～ 19:30
京都駅ビル駅前広場
（ホテルグランヴィア前）

青いものを身につけ、一緒に盛り上がろう！青いものを身につけ、一緒に盛り上がろう！

京都から
青い光の輪を
発信しよう！

３日も
ブルーに

ライトアップ
されるよ！

フォトプロップスコーナーフォトプロップスコーナー

　　　国連の定めた
世界自閉症啓発デー
日本では4月2日～8日は
発達障害啓発週間

毎年

4/2
は

福知山城、中丹東保健所、二条城西南隅櫓、京都府庁、
丹後王国「食のみやこ」（平成31年3月31日）

★京都女子大学
　チアリーディング部「GALAXIE」
★京都府自閉症協会
　ダンスサークル「Kirala」　
★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
・写真（フォトプロップス

イベントイベントイベントイベントイベント

京都から
青い光の輪を
発信しよう！

３日も
ブルーに
ライトアップ
されるよ！

主　催：京都府発達障害関係団体連絡会、京都府、京都市、京都府発達障害者支援センター「はばたき」、
　　　　京都市発達障害者支援センター「かがやき」
後　援：京都府教育委員会、京都市教育委員会、京都府医師会、京都新聞、京都新聞社会福祉事業団、京都府社会福祉協議会、
　　　　京都市社会福祉協議会、京都障害児者親の会協議会、一般社団法人日本発達障害ネットワーク

京都タワーブルーライトアップイベント2019

in
京都
in

京都

世界自閉症
啓発デー

World Autism Awareness Day

毎年4月2日は、国連の定めた

世界自閉症啓発デー
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　10月13日（土）、京都府発達障害者団体連絡会（京都府自閉症協会、京都 LD 等発達障害の会

「たんぽぽ」、高機能自閉症・アスペルガー症候群および周辺の発達障害京都親の会「ONLY 

ONE の会」）と京都府、京都市、府と市の発達障害者支援センターは、西京極スタジアムで

発達障害啓発活動を行いました。これは京都サンガ F.C. の特別なご協力によるもので、今年

で５回目となります。

ライブ演奏を行いました。念入りな打ち合わせと秒単位でのリハーサルがあり、本番はスタッ

フの皆さんの張り詰めた空気の中、電光掲示板で啓発映像と啓発の場内アナウンスが流れた後、

カメラは「The BEAT」のメンバーに切り替わり、山中くんの曲紹介と演奏風景が電光掲示

板に映し出されました。「The BEAT」の師匠たちも演奏に参加し、４人のメンバー（山中く

　サンガフレンズスクエアに設けられたテント前で、

発達障害のリーフレットに京都府からご協力いただ

いたヘルプマークのティッシュを添えて配布しまし

た。啓発用のブルーのたすきを掛けた“まゆまろ”

がテント前に現れると、子どもたちに大人気で、あ

ちこちでシャッターが切られていました。

　今回はハーフタイムのパレードではなく、試合前

の時間に観客が楽しめることをしたいと京都サンガ

F.C. からご提案があり、京都サンガ F.C. 対徳島ヴォ

ルテス戦17：00キックオフの１時間前の16：00から

約５分間スペシャルシート前で「The BEAT」が

ん、堀田くん、高浜くん、山下くん）

も緊張の面持ちでしたが、空も飛

べるはずを広いグラウンドで気持ち

よさそうにびのびと演奏していまし

た。観客の皆さまも熱心に耳を傾け

てくださり、たくさんの拍手をいた

だきました。待ち時間や制約が多い

中で演奏していただいたThe BEAT

の皆さん、本当にお疲れ様でした。

とってもかっこよかったです！

発達障害啓発活動 ＆ The BEATのライブ演奏
in西京極スタジアム2018

広いグラウンドでのライブ演奏を楽しむメンバーたち

子どもたちに大人気でした

《工房あすく》職員募集しています

生活支援スタッフ（正職員・パート）を募集しています。

場所は、京阪伏見稲荷駅　徒歩５分です。

「工房あすくは、自閉症の人たちがより豊かに生活することをめざしています」

詳しくは、電話でお問い合わせください。

　　お問い合わせ　ＴＥＬ：０７５－５５１－４３５６（工房あすく 打越）
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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

　自閉症関係の人たちの間で、親しみを込めて「ピンク本」「黄色本」
と呼ばれ、広く知られているガイドブックです。TEACCH についての
基礎的内容や療育現場での援助の方法が、イラストや写真などで分かり
やすく説明されています。
　TEACCH とは、自閉症の人たちと社会で共に暮らすための「社会的
援助」システムのことです。
　この本には、自閉症のわが子との生活を豊かにする実践方法や学校や
事業所での支援のヒントがギッシリ詰まっています。

朝日福祉ガイドブック

＊自閉症のひとたちへの
援助システム
TEACCHを日本でいかすには

＊自閉症の人たちを
支援するということ
TEACCHプログラム新世紀へ

 朝日新聞厚生文化事業団
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各部だより  

　10月19日（金）に事務所で、障害のある子のお金教育講座「お金を学んで『自立』と『自

律』を育てよう」を行いました。参加者は14人でした。

　講師は、実際に多くの子どもと関わってこられた住山志津枝氏（ゆうちょ財団金融教育

支援員・日本 FP 協会認定 CFP・FP 技能士１級・日本商工会議所簿記１級）で、まず

学校で学ぶ「学校算数」と家計簿やレシートの記載を読み取るなどの「生活算数」との違

いについての説明がありました。

　家計のやりくりで大切な「必要なもの」と、「欲しいもの」を区別し、予算の中で自分

の気持ちに折り合いをつける『自律』を学ぶためには、時として「痛い思い」「失敗」も

大切な経験であることを、講師が取り組んでおられるお料理教室の実践を通して話されま

した。例えば、お買い物途中で指定された品物以外を購入しようとし、２時間スーパーに

座り込んだ子どものことや、お小遣いの使い方を失敗したときの対応など、具体的なエピ

ソードには参加者の多くが共感されていました。

　また、お金のやりくりと食べ物の関係の類似点や、お金を別のものに例えることで想像

がつきやすく非常に分かりやすいので、障害のある子の意欲向上や「できる」という自己

肯定感を得ることができるというお話には、皆さん納得の表情でした。学校の先生や放課

後等デイサービスの職員に

も取り入れてほしいという

参加者も複数おられました。

　講師から参加者への質疑

応答や参加者同士のディス

カッションも全員でコミュ

ニケーションを取りながら

の講演会となりました。

　「子育てほっとタイム」を９月５日（水）、らら京都ワーキングルームで開催し、小学１

年から小学４年のお子さんの保護者５人に参加していただきました。また11月29日（木）に

は、事務所で開催し、この日は２歳から高校１年生のお子さんの保護者６人が参加してく

ださいました。

　お子さんに診断が出たばかりの親御さんの「戸惑い」や「揺れ動く気持ち」を率直に話

していただき、自閉症スペクトラムについて疑問（不安）に思われていることや、親とし

て何ができるのか…など《次に踏み出す一歩》の手がかりを一緒に考えさせていただく時

間となりました。

　『多分、診断なんてつかないだろうと思っていたのに、子どもに診断名がついて、受け

入れ難くて…』『これ（自閉症スペクトラム）は治らないんですか？』と最初はおっしゃっ

ておられた方の表情が徐々に和らいでいき、終了時刻を迎えるころには『学校と早速、相

談しなくちゃ！』『主治医の診察を次回はいつに予約しようか』と、とても前向きに思い

巡らせておられる姿に、こちらが「ほっと」した時間でした。

　毎回、少人数の「子育てほっとタイム」ですが、少人数だからこそ、話しやすい面もあ

り、開催し続ける意味があるのだと思えたことが何よりも励みになりました。『まさか（診

学習会

子育てほっとタイム

　

幼

児

学

齢

部

　

住山先生「お金を学んで『自立』と『自律』を育てよう」講演会
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役所内のカフェ“こぱん”での販売、フロア店員もされています。移

行支援の就労先は、クリーニングや飲食店、清掃、福祉関係などと幅

広く、採用された人から次の人へと就労がつながっていったりもして

いるとのことでした。

　外観だけでしたが、グループホーム“ふしみ寮”も見学しました。

日本家屋をリノベーションして、現在男性４人が生活されているそう

です。近隣にもう１件グループホームがあり、男性４人が生活してお

られ、サテライト型としての利用者が１人おられるとのことです。設

置にあたって、近隣からの苦情は全くなかったそうで、地域に受け入

れられている事業所だと感じました。

　京都市障害者相談員（発達）も同席していますので、どうぞ安心して、お気軽にご参加

ください。会員に限らず、どなたでもご参加いただけます。

断名がつくとは）…』の言葉を伺うたびに、これから先の具

体的なアドバイスや最善策の提案ではなく、参加された皆さ

んの胸の内に抱えた思いを出せる場となり、一息ついて、ご

自分の気持ちと向き合う時間になれば…と思っています。

　目指す方向が定まっていても、心が一歩踏み出すのをため

らっているとき、前向きになれない自分を許せなくて苦しい

ときなど、さまざまな思いのままにご参加いただける「ほっ

とタイム」でありたいと考えています。

　
幼
児
学
齢
部
　

　10月11日（木）に社会福祉法人 京都身体障害者福祉センターが運営されている「京都市

ふしみ学園」、近隣にある「京都いたはし学園」を参加者16人で見学させていただき、お

話を伺いました。

　ふしみ学園は、生活介護事業所として平成３年に開所され、現在、利用者59人が通所さ

れています。市からの委託ということで、建物のスペースも広く、のびのびとした感じが

しました。それぞれの特性に合わせ、しっかりと仕事のできる“星班”、半分仕事・半分

療育の“えび班”、メンバーそれぞれの個性を生かした絵画や陶芸制作に取り組む“アト

リエやっほぅ班”があり、別の建物に静かな環境が望ましい人たちの男性グループ“青

空”と女性グループ“ひまわり”の５つの班に分かれて活動されています。

　作業としては、おしぼりたたみや紙すき、ペットボトル回収、ガス警報器の分解、花の

苗育成、馬房清掃（今年度まで）などをされています。“アトリエやっほぅ”は、個展

を開かれる利用者もおられ、対外的にも評価されており、作品も販売されています。

　また、“青空”と“ひまわり”の建物の１階の一部を地域とのつながりの場として、500

円ワンコインで利用できるスペースとして開放されています。ペットボトル回収拠点を学

区内の20数カ所に設置されるなど地域の中にも溶け込んでおられます。

　八幡や上賀茂まで送迎をされていますが、親の高齢化に伴い、来年度からは送迎車を増

便していくとのことでした。

　いたはし学園は、ふしみ学園の分室として平成18年に開所され、平成20年に就労移行支

援事業所、京都いたはし学園として独立し、平成23年からは就労移行支援と就労継続支援

Ｂ型の多機能型事業所として運営されています。利用者は28人で、一般の高校・大学を卒

業された人もおられ、障害が軽い人ならではの課題も多く、個別対応が増えているとのこ

とです。お菓子やパンの製造と併設の店舗“くーぺ”での販売や外販・委託販売、伏見区

　

青

年

成

人

部

　

施設見学会
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題行動の改善に有効な理論です。肯定的かつ積極的である

ポジティブな行動支援を行うことにより問題行動を解決、

予防できるばかりでなく、生活の質（QOL）の向上につな

がるという説明に、冒頭から参加者の期待が集まりました。

　①「罰的な対応」の問題点、②障害に対する基本的な理解、

③問題行動の理由を探る、④環境を整える、⑤新しいスキル

はスモールステップで褒めて教える、と講義が進みました。

鳩が学習成果を上げる動画を見ると、この方法なら、わが

子にも教えることができると確信を持つことができました。

　10月９日（火）に事務所で学習会を行いました。７～35歳のお子さんの保護者21人が参加

してくださいました。

　今回は「自立に向けて利用できる支援制度について～障がいのある方の権利と財産を守

るために～」というテーマで、講師に社会福祉法人・京都市社会福祉協議会・京都市成年

後見センターの矢部典子氏（相談部長）、鈴木祐樹氏をお招きし、お話を伺いました。

　権利擁護の制度である「成年後見」と、「日常生活自立支援事業」についてお聞きしま

した。大きな契約などの際の困りごとには「成年後見」があり、日常生活の困りごとには、

本人と支援員の契約に基づいて、より本人の意向が反映される柔軟な制度（その人に合わ

せた支援可能）である「日常生活自立支援事業」があり、併用しながらサービスを受ける

ことも可能です。

　“本人にとってどのような支援が必要なのか？”については、できれば早めに時間をか

けて検討しては、という提案をしてくださいました。『困ったとき、相談できるよ』『助け

てもらえるよ』と家族以外のサポートを利用して生活する経験を重ねたり、苦手なことに

ピンポイントで支援をしてもらうことができるというお話は、実際に生活をしていく姿と

重なりイメージしやすく感じました。第三者の支援を受けながら本人なりの自立に向けて

親子で一緒に考えていけたらと思いました。また質疑応答にもわかりやすくお答えいただ

きました。

　将来の生活について不安はつきませんが、制度を知っておくことでさまざまなサービス

や関係機関につながることができるというお話は大変心強く感じました。

　
高
機
能
・
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
部
　

学習会

大久保賢一氏

　10月27日（土）に京都社会福祉会館において、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「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～」というテーマでお話を伺いました。参加者は32人でした。

　「ABA」とは Applied Behavior Analysis の略で、発達障害や知的障害の人たちの問

　動画あり、クイズあり、参加者同士のディスカッションあり、そして丁寧かつユーモア

ある先生のお話に引きつけられて、あっという間の２時間あまりでした。随所に出てくる

実際に先生が取り組まれた自閉症の人への支援のお話は、説得力のあるもので、私たちの

子どもに対しての姿勢とも通じるものでした。盛りだくさんで有意義なお話に、もっと聞

きたいと次回の開催を望む声が多く寄せられています。

　学習会終了後、先生を交えて懇親会を開催しました。参加者は11人で、先生への質問に

答えていただきながらの歓談は、ざっくばらんな雰囲気で、時間を忘れるほど楽しい２時

間半でした。

　

父

親

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

　

学習会
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2018年

７月１日　サマー・コンサート「NEO吹奏楽団」

 〈呉竹文化センター〉

　　２日　京都府特別支援教育連携協議会

 〈京都府公館アルティ〉

　　４日　青年成人部「シニアＧ」学習会

　　７日　高機能自閉症・アスペルガー症候群

セミナー準備委員会

 〈ひと・まち交流館　京都〉

　　９日　役員会

京都市営保育所民間移管選定部会

　　10日　高機能・アスペルガー部交流会、 

ほっこりタイム、部会 

専門部会

　　11日　子育てほっとタイム 〈事務所〉

　　12日　京都府発達障害関係団体連絡会会議

 〈京都府庁〉

　　13日　京都府発達障害支援体制整備検討委

員会 〈ルビノ京都堀川〉

　　18日　青年成人部学習会

青年成人部「シニアＧ」アンケート

作業

発送作業

　　19日　京都府教育委員会と発達障害親の会

３団体の懇談会〈京都府庁〉

　　21日　「超！入門自閉症支援講座2018」 

第２回 〈ハートピア京都〉

　　22日　NHKハートフォーラム in奈良

 〈生駒市立たけまるホール〉

音楽活動「The BEAT」

 〈東山青少年活動センター〉

　　23日　発送作業

京都市営保育所民間移管選定部会

　　24日　青年成人部「シニアＧ」アンケート

作業

　　25日　京都障害児者親の会協議会役員・ 

リーダー等研修第１回

 〈京都テルサ〉

　　26日　京都市障害者相談員（発達）連絡会

 〈かがやき〉

●役員会の活動報告  

いのかについては、どの親御さんも不安を抱えておられることと思います。渡部氏による

と、たくさん残すことよりも、今ある法制度やサービスをうまく利用して、子どもが安心

して生活できるように準備をしておくことが大切であり、子どもの将来の生活を支えるも

のとして、年金、医療費の支援制度、遺言、信託制度、成年後見制度、日常生活自立支援

事業などを挙げられ、お子さんとのエピソードを交えながら、それぞれを具体的に分かり

　

事

務

局

　

ゆうちょ財団との共催セミナー
　９月21日（金）に京都社会福祉会館で、ゆうちょ財団と当協会

との共催セミナー『障がいのある人の「親なきあと」お金の残

し方と管理の仕組み』を開催しました。講師には行政書士、社

会保険労務士で、知的障害の娘さんのお父さんでもあり、「親

なきあと」相談室を主宰されている渡部 伸氏をお迎えしました。

参加者は48人で、お父さんやご夫婦での参加もあり、このテー

マと講師への関心の高さがうかがわれました。

　親なき後に備えて、わが子にどれだけお金を残しておけばよ

やすく説明してくだ

さいました。

　私たちが考えてお

くべきことや今から

しておかなければな

らないことをお伝え

いただいた貴重な２

時間でした。

渡部 伸氏

ゆうちょ財団との共催セミナー
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　　27日　発送作業

　　30日　京都市営保育所民間移管部会

編集会議

８月３日　京都市ほほえみ交流活動支援事業　

障害の体験・交流学習

 〈大藪小学校〉

　　９日　京都障害児者親の会協議会結成50周

年記念誌編集会議

 〈北山ふれあいセンター〉

　　20日　高機能・アスペルガー部　施設見学

会「西陣麦酒」

　　21日　京都総合福祉協会後援会総会

 〈北山ふれあいセンター〉

　　23日　京都市ほほえみ交流活動支援事業　

障害の体験・交流学習

 〈嵐山小学校〉

　　26日　京都市障害者相談員（全体）研修会

 〈リハビリテーション推進センター〉

　　29日　京都市ほほえみ交流活動支援事業　

出前講演会打ち合わせ〈安井児童館〉

　　30日　京都市障害者施策推進審議会

 〈ホテル本能寺〉

　　31日　京都障害者新成人のつどい実行委員

会 〈北山ふれあいセンター〉

９月２日　NPO法人あすく理事会

　　５日　子育てほっとタイム 〈らら京都〉

　　６日　京都市障害者自立支援協議会「権利

擁護部会」〈井門明治安田生命ビル〉

　　７日　役員会

　　８日　音楽活動「The BEAT」

 〈東山青少年活動センター〉

　　10日　青年成人部「シニアＧ」学習会

　　12日　高機能・アスペルガー部交流会、 

ランチ交流会 〈閏〉

ほほえみ広場　第２回実行委員会

 〈京都市みぶ身体障害者福祉会館〉

　　13日　青年成人部学習会

京都府発達障害関係団体連絡会会議

 〈京都府庁〉

　　15日　公明党平成31年度予算・税制要望並

びに政策懇談会〈京都東急ホテル〉

　　19日　京都障害児者親の会協議会結成50周

年記念誌編集会議

 〈北山ふれあいセンター〉

　　20日　京都障害児者親の会協議会役員・ 

リーダー等研修第２回

 〈京都テルサ〉

　　21日　講演会（ゆうちょ財団との共催）

 〈京都社会福祉会館〉

　　22日　「超！入門自閉症支援講座2018」 

第３回 〈ハートピア京都〉

　　23日（日/祝）　京都府立こども発達支援セン

ター新棟竣工式

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　インクルー

シブ教育を考える会 〈仏教大学〉

　　27日　京都市ほほえみ交流活動支援事業　

障害の体験・交流学習

 〈春日丘中学校〉

10月１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〉

　　２日　発送作業

　　３日　京都市ほほえみ交流活動支援事業　

出前講演会 〈安井児童館〉

　　４日　京都市障害者相談員（発達）連絡会

 〈かがやき〉

発送作業

　　５日　発送作業

　　６日　音楽活動「The BEAT」

 〈東山青少年活動センター〉

　　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〉

　　９日　高機能・アスペルガー部学習会、 

部会

　　11日　青年成人部学習会　施設見学会「京

都市ふしみ学園」

　　13日　西京極スタジアムにて啓発活動、 

The BEATの演奏

　　15日　青年成人部「シニアＧ」学習会

　　18日　幼児学齢部会

　　19日　幼児学齢部学習会

　　20日　「超！入門自閉症支援講座2018」 

第４回 〈ハートピア京都〉

ほほえみ広場 〈梅小路公園〉

　　22日　役員会

編集部会

　　23日　子育てほっとタイム 〈事務所〉

幼児学齢部会

　　27日　父親ネットワーク学習会

 〈京都社会福祉会館〉

懇親会

　　31日　幼児学齢部学習会　見学会 

「京都市立東山総合支援学校」

11月５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〉

　　８日　青年成人部学習会

　　９日　高機能・アスペルガー部交流会、 

ほっこりタイム、部会
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　　14日　京都府施策推進協議会

 〈ルビノ京都堀川〉

京都総合福祉協会理事会

 〈北山ふれあいセンター〉

　　15日　京都市教育委員会と発達障害親の会

３団体の懇談会

 〈京都市総合教育センター〉

幼児学齢部会

京都府発達障害関係団体連絡会会議

 〈京都府庁〉

　　17日　「超！入門自閉症支援講座2018」 

第５回 〈ハートピア京都〉

　　18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〉

　　19日　役員会

京都府自閉症協会50周年記念大会実

行委員会

　　21日　京都障害児者親の会協議会結成50周

年記念誌編集会議

 〈北山ふれあいセンター〉

　　24日　日本自閉症協会創立50周年記念式

典・祝宴 〈ホテルオークラ東京〉

　　25日　日本自閉症協会加盟団体役員連絡会

 〈エッサム神田〉

京都府障害者のつどい

 〈舞鶴総合文化会館〉

　　26日　青年成人部「シニアＧ」学習会

　　27日　京都市ほほえみ交流活動支援事業　

障害の体験・交流学習〈嵯峨小学校〉

京都総合福祉協会評議員会

 〈北山ふれあいセンター〉

　　29日　子育てほっとタイム 〈事務所〉

　　30日　発送作業

12月１日　音楽活動「The BEAT」

 〈東山青少年活動センター〉

　　２日　青年成人部レクリエーション 

「Kirala」・ランチ交流会

 〈南青少年活動センター〉

NPO法人あすく理事会

　　３日　京都障害児者親の会協議会コンサー

ト 〈京都テルサ〉

　　４日　京都市ほほえみ交流活動支援事業　

障害の体験・交流学習〈大将軍学校〉

　　５日　京都障害児者親の会協議会　京都市

への要望活動 〈かもがわ会館〉

発送作業

　　８日　自閉症セミナー2018

 〈ハートピア京都〉

　　10日　高機能・アスペルガー部交流会、 

部会

　　12日　京都障害児者親の会協議会　京都府

への要望活動 〈京都府庁〉

京都ライオンズクラブ助成金授与式

 〈ウェスティン都ホテル京都〉

　　13日　青年成人部学習会　調理実習

 〈南青少年活動センター〉

　　14日　京都府自閉症協会50周年記念大会実

行委員座談会 〈西陣麦酒〉

　　16日　幼児学齢部クリスマス会

 〈ハートピア京都〉

　　17日　KBSホール、平安ホテル下見

　　18日　専門部会

　　20日　役員会

京都府自閉症協会50周年記念大会実

行委員会

　　25日　青年成人部「シニアＧ」学習会

　　26日　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

 〈京都市聴覚言語障害センター〉

PECS レベル１ワークショップ（第10弾）
～京都府自閉症協会主催～

▼日時　　３月16日（土）　９：15～17：00（受付 ９：00～）

　　17日（日）　９：05～17：00（受付 ９：00～）

▼場所　　京都テルサ　視聴覚研修室

▼講師　　ネグロン ちひろ 氏（ピラミッド教育コンサルタントオブジャパン）

……　詳細はチラシ・ホームページをご覧ください　……
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✎✎ 編　集　後　記 ✎✎

京都府自閉症協会
50 周年記念事業へのご寄付のご報告Ⅳ

（2018年７月９日～2018年12月18日）

《個人》

田鶴 昌子　　　高台 和幸　　　福本 滋　　　　久保 治子　　　塩見 ちあき　　黒田 和世

久賀谷 洋　　　角谷 慶子　　　岡 美智子　　　岩井 栄一郎　　宮内 賀永子

 ［順不同・敬称略］

など１１人の皆さまから計１０１，０００円のご寄付をいただきました。

2017年９月からの累計９５８，０００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申し上げます。

ご寄付　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）

今回の特集は、「６月18日の大阪北部地震当日の朝、たまたま息子がいつも乗る電車に乗り

遅れたことで、電車に閉じ込められるという事態にならずに済んだ」という会員同士の会話

がきっかけでした。災害は、自宅で家族が揃っている時にやってくるとは限りません。学校、

施設、（福祉）事業所など、それぞれの関係先と連携を取っておくことも大切です。昨年12

月には S 社の通信障害が発生しました。便利で頼りになる機器ですが、最後の最後に頼れ

るのは“人”。そのつながりを大切にしたいものです。

「第50回 定期総会」のお知らせ

▼日時　　６月９日（土）　13：30～16：45（受付 13：15～）

▼場所　　ハートピア京都　第４・第５会議室

▼内容　　13：30～14：30　第１部　定期総会

14：45～16：45　第２部　アンケート調査結果の報告

 「今後の京都府自閉症協会のあり方」について
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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
 （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）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。

ホームページＵＲＬ

http://as-kyoto.com/

Ｅ-ＭＡＩＬ

新 askyoto＠shirt.ocn.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

表紙の絵は、吉田裕志さんの作品です。


























京都府自閉症協会 50周年記念大会

記念講演に�上野千鶴子氏が登場！

◇日　時　　11月９日（土）　11：00～16：30（開場 10：30～）

◇場　所　　KBS ホール

◇内　容　　午前：式典・舞台発表（The BEAT）

　　　　　　午後：記念講演・パネルディスカッション

テーマ：「“わたし”を取り戻す　いつか親業を卒業する日のために…」

講　師：上野 千鶴子 氏

＜ NPO法人　ウィメンズアクションネットワーク（WAN）理事長＞

◇参加費　　無料



























