
（1）ＫＳＫＱ（ＢＥＡＭ　No. 144）　第三種郵便物承認　　　通巻第10252号　　　2022年５月31日発行

KSKQ 編集人　一般社団法人 京都府自閉症協会

一
九
九
一
年
九
月
三
日

　
第
三
種
郵
便
物
承
認

　
毎
月
（
一
・
二
・
三
・
四
・
五
・
六
・
七
・
八
の
日
）
発
行

ビーム

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　一般社団法人 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
　　E-mail　askyoto＠shirt.ocn.ne.jp 定価　100円
 （会員は会費に含む）

No.144

特集 　オンラインで、もっと身近に

～ホームページ・SNS・動画配信～

2022年１月10日　京都テルサにて　京都府自閉症協会のはたちの皆さまと保護者の皆さま



ＫＳＫＱ（ＢＥＡＭ　No. 144）　第三種郵便物承認　　　通巻第10252号　　　2022年５月31日発行（2）

〈臨時総会報告〉

　2022年２月19日（土）、午後１時30分よりハートピア京都において、京都府自閉症協会の

一般社団法人化について審議する臨時総会が開催されました。

　出席者数は16人、委任状153人、合計169人。正会員数は298人で、過半数は150人となり、

総会は成立しました。

議事

第１号議案　一般社団法人京都府自閉症協会定款（案）承認の件

第２号議案　一般社団法人京都府自閉症協会規約（案）承認の件

第３号議案　設立時理事並びに設立時監事承認の件

設立時代表理事承認の件

　会長挨拶に続き、議長に高橋健氏を選出。会長より「一般社団法人化した場合の主な変

更点」と「役員と会議の関係図」の図表（正会員には BEAM143号に同封済）を使って説

明がありました。定款と規約について質疑応答があり、規約の一部について、後日一般社

団法人化準備委員会で修正を加えることで、第１号議案、第２号議案が承認されました。

その後、第３号議案の設立時の理事及び監事、代表理事が承認されました。

〈一般社団法人設立〉

　３月25日公証役場において定款認証され、４月１日法務局に法人登記を申請し、同日、

一般社団法人京都府自閉症協会が設立しました。

一般社団法人 京都府自閉症協会　設立
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　当協会としては、一般社団法人化したことにより、これまで以上に共生社会を実現する

ための社会的な貢献に努めていきたいと思います。障害のある本人および家族が、専門家

や支援者とともに助け合い、協力し合いながら、社会や行政に現状を伝え、要望し、理解

を求めていきたいと思います。情報の発信の点では、すでに HPの大幅なリニューアルを

実施しています。

　民間の補助金も、任意団体の時よりは受けやすくなる可能性があり、積極的に申請して

いきます。

　一方、同じ悩みを共有する親同士の気兼ねない相談、交流やつながりは、法人化したか

らといって変わりはなく、会にとって太い幹であり根っこであり、会の基本です。

〈今後の予定〉

５月下旬　　　第１回理事会（令和４年度事業計画案、予算案策定）

６月４日（土）　京都府自閉症協会第53回定期総会（令和３年度事業報告、決算報告）

京都府自閉症協会解散

一般社団法人京都府自閉症協会第１回社員総会

　「第22回京都府障害者のつどい」（京都府障害者

社会参加推進センター主催）が2021年11月23日（火）

ガレリアかめおかにおいて開催されました。例年は

大勢の障害者、家族、支援者、関係者たちで大変に

ぎわうのですが、今年はコロナ禍により参加人数を

縮小して行われました。それでも、舞台上でご本人

たちの体験発表や太鼓演奏、舞踊、ピアノ演奏など

の催しがあり、華やかでした。

第22回 京都府障害者のつどい

募集しています

編集部では「新型コロナウイルス感染症にまつわる体験やエピソード・日々の不安な思い」などの

原稿を募集しています。皆さまの投稿をお待ちしています。

 BEAMの表紙を飾る作品（絵画・書・手芸・陶芸・工作など）を募集しています。

お問い合わせ、送り先は、（一社）京都府自閉症協会 事務局まで

式典の中で、京都府自閉症協会の宮内賀永子事務局長が、

長年の功労により京都障害児者親の会協議会会長表彰を

受けました。（右写真）
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　日本のインターネットの人口普及率は2002年に50％を超え、2013年には80％を突破し

ました。日本の「インターネット元年」とされる1995年を起点とすれば、インターネッ

ト人口が１億人に達するまでに20年もかからなかったことになります。

　京都府自閉症協会が初めてホームページを開設したのはホームページ黎明期の1995年

のことでした。当時はまだインターネット人口普及率も10％に満たなかった時代でした

が、それ以来25年以上にわたりホームページやメーリングリストによる情報発信をおこ

なってきました。そして BEAM 141号（2021年５月発行）でもお知らせしたように、

2020年12月、協会ホームページ（https://as-kyoto.com/）を大幅にリニューアルしま

した。セミナーや学習会の動画配信やソーシャルメディアによる情報発信もスタートし

ています。めまぐるしく変化するネット社会・モバイル社会に対応すべく、京都府自閉

症協会の活動は新たなフェーズに入ったところです。

　今号の特集では、協会ホームページなどインターネットでの活動の動向と成果につい

て紹介するとともに、現在進行中の計画や将来の展望についても述べていきたいと思い

ます。

特集

オンラインで、もっと身近に
～ホームページ・SNS・動画配信～

１．ホームページのリニューアル  

リニューアル前の京都府自閉症協会ホームページ

　京都府自閉症協会では以前よりホーム

ページ（以下 HP）の刷新について話し

合いを続けていましたが、協会役員に

HP 制作に精通したメンバーがいなかっ

たこともあり、なかなか実行までにいた

らない状態でした。それが具体的に動き

出したのは、コロナ下の2020年６月に

「HP 委員会」を立ち上げてからのこと

でした。ウェブマーケティング分野で活

躍する米津勇氏（ウェブ解析士）を HP

委員会に迎え、HP の基本的な仕組みの理解に始まり、新しい HP のデザイン、コンテンツに

基づいたサイトマップ（ウェブサイト全体の俯瞰図）作り、スマートフォンに対応したレイア

ウト設計など、米津氏の助言のもと、委員会メンバーで約半年間議論を重ねてきました。その

努力が実り、2020年12月に新しい HPの公開にいたりました。

　旧 HPとのもっとも大きな違いは、スマホでもストレスなく閲覧できるように最適化された

京都発
！
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「縦長」のレイアウトになっている点です。こ

れは協会 HPを訪れる人のほとんどがスマホで

アクセスしているという実態を踏まえての変更

です。そしてトップページの最初のセクション

には、非会員でも参加可能なイベントや交流会、

学習会を告知するバナー画像が並んでいます。

目立つ場所にバナーを配置することで、検索サ

イトなどから協会 HPにたどりついた人が見つ

けやすいようにしています。また、京都府自閉

症協会に入会しようか迷っている方も参加でき

るイベント（「子育てほっとタイム」など）も

一目瞭然となりました。こうした仕組みを通じ

て、参加申し込み者や新規入会者の増加が期待

できます。

　バナーの下には、「イベント・セミナースケ

ジュール」のセクションがあります。各部の交

流会や学習会、レクリエーションなどのスケ

ジュールが記載された Google カレンダーが埋

め込まれており、各スケジュールをクリック（ま

たはタップ）すれば開催時間や場所など詳細な

情報を見ることができるようになっています。

　カレンダーの下には、「お知らせ」のセクショ

ンがあります。このセクションは「最新情報」

「協会情報」「トピックス」「行政情報」「新着

動画」「特別寄稿」「余暇活動」に分かれており、

各トピックに関連する情報が見られるようになっ

ています。HPを訪れたら、まずは「最新情報」

をチェックすることをオススメします。

　その次の「京都府自閉症協会について」のセ

クションには、当協会の紹介動画や沿革・組織

図、会長・事務局長あいさつ、各部紹介、活動

内容、入会案内などが掲載されています。

　「お役立ち情報」のセクションでは、自閉ス

ペクトラム症をはじめとする発達障害に関する

相談窓口や医療機関、障害者福祉、法律、教育、

年金、保険など幅広い分野についての情報が網

羅されています。いずれも該当機関等に直接確

認したうえで掲載しており信頼できる情報となっ

ています。特に「発達障害を診断している医療

機関」は Google などの検索サイトを介して訪

れる人が多く、京都府自閉症協会 HPでもっと

もアクセス数が多いページのひとつとなってい

ます。
京都府自閉症協会 HP トップページ（PC サイト）

（https://as-kyoto.com/）
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　これまでは、HP の設計や更新について米津氏に負っていた部分が多かったのですが、現在

HP 委員会では、いずれは「ひとり立ち」できるように、サーバーの知識や HTML、CSS な

どのウェブプログラミング言語についての米津氏によるレクチャーをオンラインで実施してお

り、同氏の指導を仰ぎながら勉強しているところです。

２．ソーシャルメディア展開  

　インターネットのコミュニケーションメディアとしての特性を典型的に示しているのがソー

シャルメディア、ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）でしょう。なかでも Twitter

や Facebook、Instagramといった有名なサービスは、世界でそれぞれ数十億人ものユーザー

がいるといわれています。

　京都府自閉症協会では2021年から、Twitter（＠as_kyoto）と Facebook（https://www.

facebook.com/asd.kyoto）で公式ページ（アカウント）を開設しています。両者とも SNS

としてひとくくりにされることが多いのですが、サービスを日常的に利用しているアクティブ

ユーザー層や利用スタイルに違いがあります。

　Twitter を利用している世代の中心は20代～30代、Facebook は40代～60代となっています。

また、Twitter では匿名（ニックネーム）での投稿が比較的多く、特に10代、20代の若い世代

のほとんどが自分のアカウントを非公開に設定して閲覧・投稿しているのに対し、Facebook

では原則として実名で投稿するというルールになっています。

　両者のこのような特性の違いに合わせ、協会公式 Twitterではリツイート（ほかのユーザー

がツイートした内容を共有すること）を中心にし、Facebook では協会関連情報の投稿を中心

にするなどのすみ分けをおこない、多くのフォロワー獲得と認知度の向上を目指しています。

公式 Twitter（＠as_kyoto）



（7）ＫＳＫＱ（ＢＥＡＭ　No. 144）　第三種郵便物承認　　　通巻第10252号　　　2022年５月31日発行

３．オンライン交流会・学習会、動画配信  

　コロナ禍によって従来対面でおこなっていた交流会、学習会、セミナーなどのイベントは中

止を余儀なくされた時期もありましたが、現在では大半をオンライン会議ツール「Zoom」を

用いたリモート開催に切り替えており、その一部については動画を YouTube で公開してい

ます。会員／非会員を問わず視聴可能な動画と正会員のみ視聴可能な動画があります。正会員

は協会 HP からログインすれば、「新着動画」のページから会員限定動画を視聴できたり、会

報紙『BEAM』を閲覧できるようになっています。

　オンライン学習会や交流会の参加者の声を拾ってみると、「自宅から気軽に参加できてよい」

「画面のお話に集中できる」など、総じて好意的な評価が多い一方で、「機器の調子が悪く聞

きづらかった」「途中退席したので残りを動画で見たいのだが動画のアップが遅い」といった

Facebook ページ（https://www.facebook.com/asd.kyoto）
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対面＋オンラインの併用で行った学習会（左）・運営委員会（右）

４．今後の展望―オンラインがひらく新しい可能性  

　ここまで、当協会のインターネットによる取り組みについて述べてきました。オンラインで

の活動を『BEAM』のような紙媒体で文章にして紹介するのは難しいというのが正直な気持

ちです。ぜひ実際に HP を訪れて、また Facebook ページや Twitter アカウントをフォロー

して、当協会の活動に今まで以上に関心を持っていただければ幸いです。

　これからの計画としては、まずは京都府自閉症協会の本来の役割ともいうべき「京都」とい

う地域に特化した情報の集約および提供を、HP や SNS を通じてこれまで以上に充実させて

いくことです。また、協会 HP内に英文による協会の紹介ページを作り、当協会の活動を海外

へ発信していくことも考えています。さらには、学習会等の動画だけでなく、Kirala（青年成

人部のダンスサークル）や当協会とも関係の深い The BEAT（バンドサークル）などのグルー

プのドキュメンタリー制作や他団体とのコラボレーションによるコンテンツ制作など、映像メ

ディアの分野にも進出していくことを視野に入れています。いまや不可欠な社会インフラとなっ

たインターネットを通じて、発達障害の〈グローバル×ローカル〉での情報発信を進めていき

たいと考えています。

　「ピンチをチャンスに」。コロナ禍といわれるようになって２年以上が経過しました。多く

の行動が制限され、これまであたり前のようにやっていたことができない世の中になってしま

いました。わたしたちは「コロナウイルス」に翻弄されているのではなく、「コロナウイルス

に翻弄されている社会」に翻弄されているのかもしれません。でも、そんななかでもきっと何

かの活路（ブレイクスルー）が見出せるはず。わたしたちはそれを、インターネットによって

実現したいと考えています。テレワークやオンライン教育がいまやあたり前になったように、

「コロナ」はわたしたちの価値観やコミュニケーションのあり方を変える大きな転機になるの

かもしれません。（事務局 情報　南 裕一郎）

声もありました。パソコンやスマホを持っていない人やインターネット環境のない人のために、

対面＋オンラインの併用での開催頻度を増やすことも今後の課題です。

京都府自閉症協会のホームページ・Twitter アカウント・Facebook ページには、下記の
QRコードからアクセスできます。

ホームページ Twitter Facebook
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はじめに

　この文章を執筆している2022年２月中旬は、オミクロン株による新型コロナウイルス感染の

波は過去最悪の広がりとなり、皆様ご家族や生活の中あるいはすぐそばに感染の波が襲いかかっ

ていることと思います。

　私は昨年夏のデルタ株による第５波の時に新型コロナウイルスに感染し、宿泊療養生活を送

ることになるなど生活において大変な事態を経験することとなりました。

　さらに今年には、子どもがオミクロン株に感染してしまい、わが家としては２回も感染家族

としての生活を経験することになってしまいました。

　ワクチン接種の効果もあって入院や重症化には至らず、高齢の母や自閉症のある弟に感染が

～　コロナにまつわるエトセトラ　シリーズ第６弾　～

新型コロナウイルス感染を体験して思うこと

京都市児童福祉センター　児童精神科医

田中　一史 氏

波及することなく済みましたが、感染は完全に予防できるもの

ではなく、誰にでも起こりうることとして備えるべきものと思

い知りました。

　私が体験した時と今とでは状況が異なりますが、私の体験や

感じたことが皆様や皆様のご家族にとって、何らかの「見通し」

の一つになれば幸いです。

感染の経過

　私が感染したのは2021年８月の初めのことです。週末にいつもより疲れやすく息切れするな

と感じて、熱を測ると37℃台後半であり、咳や鼻汁、頭痛などの症状は一切ありませんでした

が念のため自室にこもり、しばらくすると38℃に熱が上がりました。夜からは解熱剤を投与し

ても楽にならないレベルの高熱と倦怠感があり、翌日（発症２日目）コロナであってほしくな

いと葛藤しつつも周囲の説得と助言で発熱外来を受診し、抗原迅速検査にて新型コロナ陽性と

判明しました。

　症状は発熱と倦怠感だけで咳や呼吸苦、味覚障害などはなく、体のしんどさよりも職場や家

族に迷惑をかけることや、今後の自分と家族の生活がどうなるのかの心労の方が辛かったと記

憶しています。保健所は多忙を極めているようで連絡が取れず、夜遅くに疲れた声で電話があ

り、症状や家族状況などの聞き取りなどを受け、次の日（発症３日目）に、宿泊療養決定の連

絡があり、慌てて最短１週間のホテル隔離生活の準備をして、感染対策

を施された大型の専用タクシーで自宅からはかなり離れた都心のビジネ

スホテルに移送されました。

　ホテルに到着して以降は熱も下がり、受付時に配布されたパルスオキ

シメーターで酸素飽和度を定期的に計測していましたが、99％維持。体

温と酸素飽和度を１日２回アプリで送信し、宿泊施設付きの看護師に電
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咳などインフルエンザのような症状経過でした。発熱があったことと一緒

に食事をしたクラスメイトが検査で陽性と分かったことから発熱外来で

PCR 検査を受けることができ、その日に陽性と判明しましたが、昨年以

上に多忙な保健所からの連絡はなく、そのまま家族内で隔離生活を開始。

子どものワクチンを接種していたので幸い症状はすぐに改善し、家族内に

感染が広がることもなく元気なまま10日間の隔離生活を終えました。

宿泊療養について

　宿泊療養になったことは、私にとっては家族内で感染が広がるリスクを減らせるので気分的

にかなり楽になりました。宿泊施設は一般的なビジネスホテルで広くはないものの十分快適で、

テレビはもちろんオンデマンドコンテンツや Wi-Fi も完備していたので時間を持て余すこと

もありません。

　外出は当然禁止ですが、ずっと部屋にいないといけないわけではなく館内の宿泊療養者フロ

ア内は自由に動けました。リネン類や飲料などはセンタースペースに常備されており、必要時

に自分で取りに行っていました。食事は決まった時間に弁当がセンタースペースに支給され、

メニューは選べませんがデザートもあり不満はありませんでした。洗濯はホテルによって違い

はありますが、コインランドリーが使えます。

　面会や差し入れは原則できず、酒やタバコの持ち込みは固く禁止されています。同じように

療養生活を送られている方の中には父親と子どもで一緒に隔離生活を送っている方もおられま

した。もし状態が悪くなれば医務室で診察を受け、病院に移されることもあるようでした。

もし自閉症の人や家族が感染したらどんな問題が起こりうるか

　それぞれの家庭によって事情は違いますが、もし自閉症で重度知的障害の弟あるいは母親が

感染した場合にどんなことで困るかを想像してみました。

　次に隔離生活、家族内感染予防の困難さです。弟、母親どちら

が感染したとしても宿泊療養は現実的に無理で、マスクや手洗い、

自室隔離などの感染予防行動もできません。コロナ以外の病気で

あれば、私たち家族がサポートしたり、ショートステイなどの福

祉サービスを使うなどやりようはあるかもしれませんが、コロナ

話で状態報告を行うだけの隔離生活を送り、１週間で隔離生活を終え帰宅。２週間ほど咳や体

力低下は残り、後遺症を心配していましたが、１ヶ月後には以前の状態に戻りました。

　2022年１月中旬にオミクロン株に感染した子どもの症状は私とは少し異なり、発熱と頭痛、

　まずは医療を受けることの難しさです。症状の訴えができず、発熱

以外の症状に乏しいため発症に気づかれにくく、発症後もパルスオキ

シメーターで酸素飽和度を見るぐらいしか重症度がわからないため、

緊急受診を必要とするかの判断も困難です。発症が疑われた場合の検

査についても、発熱外来を受診し車の中などで鼻粘膜を綿棒で拭う検

査を行う必要がありますが、この検査は誰にとっても非常に嫌なもの

で、弟がこの検査を受ける際には激しく暴れるため４人がかりで押さ

えつけるしかありませんでした。
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感染の場合あらゆるリソースが使えなくなります。家族や支援者が定期的に連絡して、状態確

認と必要な物資や情報を送るぐらいしかできないと思います。

　症状が軽かったとしても普段やっていること、やりたいことが一定期間できなくなります。

できない理由やいつできるかの見通しを理解することも難しく、ドライブやお出かけしか楽し

みがなく家での過ごし方を持たない弟にどうやって隔離期間を持ち堪えさせるかを考えておく

必要を感じています。

今から準備できることはあるのか

　自分で感染を経験して感じたのは、新型コロナに感染するということは自然災害に被災する

のと同じであり、隔離生活は避難所生活を送ることとさほど変わらないということです。自然

災害同様、絶対に感染しないようにするという対策ではなく、いかにその被害を限定的なもの

にするかという考え方で備えるものだと痛感します。

　最優先になるのは医療面での備え、何よりも家族のワクチン接種です。私と子どもは感染す

ることを防ぐことはできませんでしたが、重症化や長期化、

家族内感染を避けられたのはワクチンの効果が大きかった

と思います。まだまだ11歳以下の接種にはためらう方も多

いでしょうし、注射に激しく抵抗する本人の接種も難しい

ですが、周囲の大人が接種を済ましているだけでも有効で

す。あとは、かかりつけ医を持っておくと検査や医療の必

要性について助言が得やすくなると思います。

　次に考えたいのは、外出ができなくなった際の食糧や物資の確保の手段です。２回の自宅隔

離期間の間、知人や親族からの差し入れやネット通販に大いに助けられました。行政からも食

料や生活必需品の支援はありますが、届いたのは１週間経ってからでした。もし隔離生活を送

ることになったらと考えて事前に調べておくことをお勧めします。

　隔離生活の準備としてもう一つ大事なことは、少なくとも１週間は外出が制限される生活に

なることを想定し、家での過ごし方や余暇、ささやかなイベントになる活動を考えておくこと

です。私の子どもはゲームや動画視聴などで在宅生活をむしろ満喫していましたが、自閉症の

人にとっては外出もできず予定もなく自由で見通しのない時間が続くことは非常に苦痛です。

例えばですが、「月曜は風呂で水遊び、火曜は粘土遊び」のように、日常の延長線上にあるよ

うな活動が一つでもあるといいでしょう。

おわりに

　この２年間、社会全体に大きなストレスがかかり、以前と同じ生活ができない状態が続いて

います。医療者としてコロナ禍に向き合ってきたつもりで

すが、自分自身が経験することで、これはただの感染症で

はなく災害であり、体だけではなく生活や気持ちにも爪痕

を残すものだと実感しました。正しい情報と備え、そして

こころの安定を大事に、自分のできることを続けていこう

と思います。拙文が少しでも参考になればうれしいです。
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　本日、晴れてはたちとなる私たちのためにこのような盛大

な式典を催していただき心からお礼申し上げます。

　また、お祝いのことばをいただきました市長様、ご来賓の

方々、会場の皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。

　私たちがこうしてはたちの門出を迎える事ができましたの

は家族や先生方、地域の皆様のあたたかい愛情とご指導があっ

たおかげだと思っています。

　これからは大人としてしっかりと歩んでいくことをちかい、

お礼のことばとさせていただきます。どうかこれからもあた

たかい目でご指導いただきますようお願いいたします。

令和四年一月十日

京都府自閉症協会

成人代表　　山中　涼輔

京親協　はたちを祝うつどい

　１月10日（月/祝）、京都テルサにおいて京親協 はたちを祝うつどい実行委員会主催の『令和

４年第57回京親協 はたちを祝うつどい』が開催されました。

　実行委員会では、開催するのであれば、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点からどのよ

うな対策が必要かなど今年も協議しました。昨年と同様に、「式典」後の飲食を伴う「祝賀会」

は行わず、「お祝いひろば」は時間を短縮し、集合写真は一人ずつ撮影した写真を編集して１枚

の集合写真に仕上げてもらう、出席者や来賓の人数制限をする、座席を離して密にならないよ

うにする、入口で手指の消毒と体温測定を行うなどの対策をして開催することになりました。

　京都府自閉症協会の対象者は13人でしたが、つどいには９人が出席され、ご家族と一緒に門

出をお祝いしました。今年はたくさんの出席があり、とてもよかったです。

（10人が出席予定でしたが、コロナの関係でやむなくお一人が欠席になり残念でした。）

　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、当協会のはたちの本人を代表して山中涼輔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、とても立派でした。

　そして、謝辞は保護者を代表して当協会の山中裕子さんが述べられ、これまで育ててこられ

た親の思いが伝わってくる内容で感動しました。

　式典後のお祝いひろばは、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

楽部の皆さんの演奏で、音楽に合わせて体を動かしたり、手拍子をしたり、皆さんとてもリラッ

クスされていたようです。

ちかいのことば
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京親協 はたちを祝うつどい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、（一社）京都府自閉症協会、京都重症心身障害児（者）を守る会

　はたちを祝うつどいの式典は、厳粛ではありますが和やかな雰囲気で、しんどくなったら息

抜きにホールから出ていただいてもいいですし、無理なくご参加いただけます。

　京都府自閉症協会では、それぞれが不安なくご参加いただけるようにスケジュール表を準備

して当日お配りしています。はたちになられる方には是非ご出席いただき、ご家族の皆さまと

共に晴れの日をお祝いしたいと思っています。

京親協 はたちを祝うつどい スケジュール 
                                 （一社）京都府自閉症協会 
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「障害のある子の住まいと暮らし」

 渡部　伸　著　　発行：主婦の友社

 定価：本体　1,500円＋税

おすすめの１冊

　近年、障害のある人の住まいの場の選択肢は増え、法制度も少しずつ変化し

ています。

　本書ではいろいろなタイプのグループホームやシェアハウス、人との関わり

が苦手でグループホームは合わないけれど支援があれば自立生活できる人に適

したサービス付き障害者住宅（サ障住）、高齢者も障害者も共に生活する住宅

型有料老人ホームなど、多様な住まいが写真やイラスト付きで紹介されていま

す。支援の事例も書かれていますので、「親なきあと」の準備の参考にしてい

ただける一冊です。

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

〈『ASDな日々』の冊子や
� 缶バッジの取り扱いサイト〉

https://pictspace.net/

nanaekusakabe
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　2021年12月19日（日）、ハートピア京都の大会議室

で、クリスマス会を開催しました。参加者は本人

９人、きょうだい１人、保護者11人、ボランティア

11人、スタッフ３人でした。昨年はコロナ禍の影響

で開催中止となり、今年はどうなるのか不安でした

が、開催を楽しみにされていたお子さんやマンツー

マンで支援してくださるボランティアの学生さんた

ち、お手伝いのスタッフなどのおかげで無事開催す

ることができました。

　２月３日（木）　Zoomにて、青年成人部２月の学習会を行いました。

　学習会メンバー12人に加えて正会員６人、計18人の方にご参加いただきました。

　今回講師にお迎えした江口寧子さんは、特定非営利活動法人「それいゆ」副理事長と佐

賀県自閉症協会副会長を兼務されており、発達障害児者とその保護者への相談支援を行い

ながら、ペアレントメンター育成にも携わってこられました。またご自身も自閉症の娘さ

んを含む４人のお子さんのお母様でもいらっしゃいます。支援者であり、親御さんでもあ

るお立場から「地域で暮らしていくために　今、大切な親の役割」というテーマでお話を

伺いました。

　親の役割とは何でしょう？江口さんは、世代を問わずたくさんの方の相談を受けてこら

れたご経験から、幼児期～成人期、親なきあと、そして子どもに負担をかけないための親

の終活に至るまで、とても盛りだくさんな内容を伝えて下さいました。特に家庭における

親の関わり方や陥りがちな行動と、それらが子どもに与える影響についてお話しされた部

分は、すでに取り返しがつかないことも多々ありますが、より良い親子関係を築くために

改善していければと感じました。

各部だより  

　

幼

児

学

齢

部

　

クリスマス会

　今回は２歳から中学１年生までの子どもの参加があり、はじめは

ぎこちない雰囲気もありましたが、キャンドルサービス、クラフト

制作を通してボランティアの学生さんとの交流も深まり、後半のパ

ラバルーンでは子どもたちの笑顔をたくさん見ることができました。

そしてプレゼントを持ったサンタさんの登場で、子どもたちのワク

ワク感がこちらにも伝わってきました。やはりサンタさんはクリス

マス会になくてはならないものだと思いました。

　記念写真撮影では急な予定変更もありましたが、お父さんたちが

用意されていたカメラのおかげで、子どもたちの素敵なショットを

撮ることができました。

　例年にない検温やアルコール消毒などの

感染症対策にもご協力をいただき、大きな

トラブルもなく終えることができました。

今回のことを踏まえて次年度のクリスマス

会の開催につなげていきたいと思います。

ご参加くださった皆さま、誠にありがとう

ございました。

　

青

年

成

人

部

　

２月学習会

ボードに貼られたスケジュール

盛り上げ上手な

サンタさん

パラバルーン
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・親子の行動は連鎖しやすい。怒りは相手の怒りを、愛情は相手

の愛情を呼ぶ。親が変われば子どもは変わる。

・自主性を育てるために、「待つこと」はとても大事なこと。

・子どもに必要なのは自分をコントロールできる自主的な我慢で

あり、押さえつけられてする我慢ではない。

・近道はない。スモールステップで積み上げる。揺るがずひるま

ず感情的にならず、一貫した対応を！

　

青

年

成

人

部

　

ゲスト付き交流会

高
機
能
・
　
　
　

ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
部

　１月24日（月）、Zoomにてゲスト付き交流会を行いました。参加者は10人でした。

　今回のゲストはＬコネクトの中村素子さんで、「ひきこもり支援窓口の相談員からお伝

えするいくつかの就労事例」というテーマで、中村さんの自己紹介、Ｌコネクトの概要、

そして事例紹介をしていただきました。

　「ひきこもり」・・うちは違うわ、と思う人も多いかと思います。ですが、お話をお聞

きするうちにＬコネクトの支援は、「ひきこもり」を窓口としながら、まさに発達障害特

性があり生きづらさを抱えている人たちとそのご家族と一緒に一般就労を目指す伴走型ほ

江口　寧子 氏

・良いお母さんになろうと頑張りすぎないで。その気持ちがあれば良い。気持ちがついて

こない時は女優になればいい。

・キーワードは自立！しかし自立は一日にしてならず！すべては幼い頃からの継続的な支

援があって培われる。

・お母さんが一言も声を掛けなくても一日過ごせるようになることが理想。

・親だけではなく、誰の支援でも変わらない生活ができることが重要。

・将来第三者の支援にスムーズに移行するために自閉症の子どもに必要なのは、愛情では

なく、自立を支える家政婦のようなきめ細やかな支援。

・子どもに負担をかけない終活を考える。

学習会レジュメより

・知的レベルに関係なく本人の自立とは

何かを考える

・大人になった時の生活を考えて、今の

生活を組み立てる

・知的障害があっても、一人の大人とし

て関わる

・性教育は大人になってからでは遅い

・まずは、本人の障害の特性を正しく理

解することが必要

親の役割

・成人したときにどんな大人にしたいかを考えた教育…

自立「待つ」ことが最大の支援

・障害があっても一人の人間…親の思いが子どもの人権

や学ぶ機会を奪っていることもある

・親は誰のために泣くのか

「波がある」という表現には、うまくいかないことを

人のせいにしてないか？

・教えたことを身につけるだけでなく、付けた力を発揮

できる場の設定

・子どもの何を伸ばし、何を育てるのか

　自閉症の子どもを育て、そして将来は他人に委ね、先立っていくであろう私たち親にとっ

て、どのプロセスを取っても容易なことは一つもありません。覚悟や忍耐、観察力と柔軟

性が問われます。江口さんのお話は、それを再認識する良い機会だったと思います。時折

胸がチクチクと痛む場面もありましたが、お話を聞き終わった後に、前向きな気持ちにな

れたのは、江口さんの温かいお人柄と、私たちと同様に自閉症の娘さんを育ててこられた

お母様であるからだと思います。

　親なきあとに向けて、我が子を理解しているのが自分だけでは、本人だけでなく残され

た家族にも混乱を招きます。今までは安定して過ごせるための支援を一番に考えてきまし

たが、これからは自立や一人暮らしに向けた支援に切り替え、第三者に委ねる準備を始め

なければと強く感じました。



（17）ＫＳＫＱ（ＢＥＡＭ　No. 144）　第三種郵便物承認　　　通巻第10252号　　　2022年５月31日発行

ぐし支援だということが分かり、次第にお話に引き込まれていきました。

　発達障害特性のある人が社会に出て生きていくのはとても大変です。人間関係の難しさ

ひとつをとっても、関係を避けたいタイプの人もあれば、逆に関わりたいタイプの人もあ

ります。自尊心の低い人がいる一方で、プライドがとても高い人もいます。個々に異なる

デリケートな発達障害特性のある人たちは、就労の一歩手前、あるいはつまずいた後の時

期に、スキルトレーニングやマッチングだけでなく、心情を含めてきめ細かな寄り添いが

必要です。そういう意味でＬコネクトの支援は、これまであるようで無かった、当事者と

私たち保護者が実は心から求めていた支援だと感じました。

　一例として、支援を押し付けられ飽き飽きしている、支援を受けなければならない人だ

と決めつけられることが耐えられない、自分が望むときだけつながりたい…という思いを

持つ当事者は多く、そういう思いを受け止めて、オンラインＬカフェ支援ではいろいろな

メニューを用意されています。新しさを支援にどんどん取り入れて敷居を低くし、オーダー

メードでその人に合った寄り添いをし、次の支援に幅広くつなげていく実例をお聞きして、

当事者のニーズに最大限応えようという気持ちがとても伝わってきました。

　障害のあるなしや自己認知のあるなしを問わず、どんな人も止まり木のようにしてＬコ

ネクトを利用してくださいと話されました。中村さんのお人柄や経験してこられたこと、
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　２月９日（水）、Zoomにて高機能・アスペルガー部と幼児学齢部合同のゲスト付き交流

会を行いました。参加者は12人で、子どもが９歳（小３）から38歳の保護者が集まりました。

　今回のゲストはスクールソーシャルワーカーで当協会賛助会員の遠藤吾紀さんです。

「就学前～思春期（青年期）・・・今、知っておきたい支援・視点」というテーマで、遠

藤さんの自己紹介と当協会の賛助会員になられた経緯、そしてスクールソーシャルワーカー

（SSW）とはどんな役割を担っているのかを、これまでの経験を交えながら大切なポイ

ントをたくさんお話しいただきました。30分ほどの学びの後、参加者から遠藤さんへの感

想や質問、自身の子育てへの振り返りなどさまざまな話題が出ました。

　まずスクールソーシャルワーカー（SSW）とスクールカウンセラー（SC）の違いが分か

り多くの参加者が「そうだったのか～！」と納得しました。どちらも子どもたちを支援し

てくれる大切な存在です。スクールソーシャルワーカーは周りの環境や支援機関に働きか

けることを主に、間接的な支援をするのに対し、スクールカウンセラーは本人や保護者に

直接的な支援を主にする役割がある人のことです。その支援のかかわり方の違いを分かり

やすく教えていただきました。成人の子どもを持つ保護者からは「うちの子どもの学生時

代にも遠藤さんのような人がいてほしかった」との感想もあり、特に学校生活を安定させ

中村　素子 氏

さまざまな人生経験とも相まって、とても温かく心強いお話を聞

くことができました。30分ほどの講義の後、いつも通りの交流会

となるはずでしたが、Ｌコネクトの支援への質問や感想があふれ

出して、その後、Ｑ＆Ａ質問コーナーふうな交流会となりました。

今回のゲスト付き交流会も、親とゲスト、ゲストと支援者（賛助

会員の参加者）の交流がとても良い化学反応を起こしたように思

いました。

＊Ｌコネクト
京都府つながる・学ぶ・働く支援センター（京都府の事業なのでご利用はすべて無料です）
〒600-8216　京都市下京区東塩小路町599-3　学芸出版社ビル１階
TEL　075-644-5525／メール　info＠lconnect.jp

営業日時　平日９：00～18：00（相談業務　10：00～17：00）　12：00～13：00は昼休憩
＊オンラインＬカフェ 

リアルタイム参加型ラジオのように、複数の参加者とＬコネクトのスタッフが Zoom 内でつながり、
挨拶や簡単なトークを楽しめる時間です。全員（Ｌコネクトスタッフも）カメラオフです。
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●役員会の活動報告  
2022年

１月７日　編集部会議

 《Zoomでのオンライン会議》

　　10日（月/祝）　京親協はたちを祝うつどい

 〈京都テルサ〉

　　13日　幼児学齢部会議 〈事務所〉

青年成人部学習会　⇒中止

ホームページ委員会（レクチャー）

 《Zoomでのオンライン》

　　18日　ホームページ委員会　写メレクチャー

 《Zoomでのオンライン》

京都市ほほえみ交流活動支援事業　

体験交流 〈柊野小学校〉 ⇒中止

　　21日　青年成人部「シニアＧ」学習会

 《Zoomでのオンライン開催》

　　22日　京都市障害者相談員研修会

 〈京都テルサ〉 ⇒中止

音楽活動「The BEAT」

 〈東山青少年活動センター〉 ⇒中止

　　24日　高機能・アスペルガー部保護者交流

会、部会議

 《Zoomでのオンライン開催》

　　25日　発送作業

　　26日　役員会

 《事務所と Zoomでのオンライン会議》

　　27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

 《Zoomでのオンライン会議》

ホームページ委員会

 《Zoomでのオンライン会議》

　　28日　京都障害児者親の会協議会　役員・

リーダー研修 〈京都テルサ〉

　　30日　幼児学齢部レクリエーション

 〈さすてな京都〉 ⇒中止

　　31日　発送作業

２月２日　Kiralaメンバー Zoomの練習

 《Zoomでのオンライン》

　　３日　青年成人部学習会

 《Zoomでのオンライン開催》

　　４日　公明党市会議員との面談 〈市役所〉

　　５日　Kirala講師との打ち合わせ

 《Zoomでのオンライン》

　　６日　青年成人部レクリエーション

「Kirala」

 《Zoomでのオンライン開催》

るために環境を整える役割のスクールソーシャルワーカーの重要性、必要性を感じました。

　そして遠藤さんが経験されたいくつかのエピソードもお話しいただきました。どれも「分

かるなあ」「うちも似たようなことがあったな」と、参加者は世代の異なる保護者同士でし

たが、それぞれに共感できることもたくさんありました。特に多かったのは、親の「失敗

させたくない、失敗したくない」についてのエピソードと「自立」についての考え方でした。

　「どんな人も失敗のない人生はありません。どんな出来事でも受け止めて、それが積み

重なって将来につながる。良いことも悪いこともすべての出来事が子どもの将来のために

なる。」という遠藤さんの言葉が胸に響きました。頭では分かっていてもついつい善かれ

と思って子どものすることに手を出し、考えを矯正しようとしてしまう。改めて、子ども

の気持ちを受け止め、長い目、視点で見守ることを忘れないようにしたいと思ました。

　「自立」は「依存」から始まる。これは、小児科医熊谷晋一郎先生の言葉です。大事な

のは「ヘルプを出せること」、「依存先（支援機関や身近な相談先）を増やすこと」。これ

は子どもだけでなく保護者に対しても言えることではないでしょうか？子どもにも保護者

にも困ったときに「助けて」と言える場があることが「自分らしく自立して生活すること」

につながるのではないでしょうか。学校を卒業してしまうとそのつながりがパタッとなく

なってしまう場合があるそうですが、遠藤さんはそのつながりを「丁寧につなげるように
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遠藤　吾紀 氏

したい」とおっしゃっていました。

　貴重なお話、ご意見を聞かせていただき、とても充実した交流

会になりました。ゲストとしてお話をしてくださった遠藤さん、

そしてご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました。

　皆さまには当協会を保護者同士のつながりの場として活用して

いただき、更なる「自立」の一歩としていただければ幸いです。
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✎✎ 編　集　後　記 ✎✎

　新型コロナウイルス感染症の拡大から３年目となり、世の中は確実にオンラインへと変化し

てきました。今号の特集でお伝えしたように、当協会もホームページが日々更新され、運営委

員会などの会議や講演会・学習会も Zoomで行われることが多くなりました。

　その中で、今までどおり紙媒体で情報をお伝えする BEAM の役割とは何なのか？求められ

ていることはどんなことなのか？すべての読者に分かりやすく正確な情報を、ご自宅のポスト

までお届けできるように、これからも努めていきたいと思います。

　　９日　高機能・アスペルガー部・幼児学齢

部合同学習会

 《Zoomでのオンライン開催》

高機能・アスペルガー部会議

 《Zoomでのオンライン会議》

　　10日　京都市障害保健福祉推進室との面談

 〈京都市〉

　　13日　音楽活動「The BEAT」 ⇒中止

　　14日　子育てほっとタイム　⇒中止

ホームページ委員会（レクチャー）

 《Zoomでのオンライン》

　　15日　役員会

 《事務所と Zoomでのオンライン会議》

　　18日　京都障害児者親の会協議会　役員会・

理事会・講演会 〈ルビノ京都堀川〉

　　19日　京都府自閉症協会　臨時総会

 〈ハートピア京都〉

　　27日　NPO法人あすく　理事会

 《Zoomでのオンライン会議》

　　28日　「京親協はたちを祝うつどい」実行

委員会 〈北山ふれあいセンター〉

高機能・アスペルガー部会議

 《Zoomでのオンライン会議》

３月３日　青年成人部「シニアＧ」学習会

 《Zoomでのオンライン開催》

ホームページ委員会

 《Zoomでのオンライン会議》

　　５日　専門部によるオンラインセミナー

 《Zoomでのオンライン開催》

　　６日　青年成人部レクリエーション

「Kirala」

 《Zoomでのオンライン開催》

音楽活動「The BEAT」 ⇒中止

　　７日　高機能・アスペルガー部保護者交流

会、部会議

 《Zoomでのオンライン開催》

　　10日　青年成人部学習会、部会議

 《Zoomでのオンライン開催》

　　11日　社会福祉会館（仮称）説明

 〈事務所〉

　　12日　音楽活動「The BEAT」

 〈東山青少年活動センター〉 ⇒中止

きょうだい部学習会

 《Zoomでのオンライン開催》

　　14日　京都総合福祉協会　理事会

 〈北山ふれあいセンター〉

　　15日　役員会

 《事務所と Zoomでのオンライン会議》

京都府発達障害者支援体制整備検討

委員会

 《Zoomでのオンライン会議》

高機能自閉症・アスペルガー症候群

セミナー実行委員会

 《Zoomでのオンライン会議》

　　16日　京都市障害児通所支援事業所選定部

会 〈京都市子ども若者はぐくみ局〉

　　17日　京都府発達障害関係団体連絡会

 〈京都府庁〉

ホームページ委員会（レクチャー）

 《Zoomでのオンライン》

　　18日　京都市障害児通所支援事業所選定部

会 〈京都市子ども若者はぐくみ局〉

　　22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学習会

 《Zoomでのオンライン開催》

　　23日　京都市権利擁護部会

 〈職員会館かもがわ〉

京都総合福祉協会　評議員会

 〈北山ふれあいセンター〉

　　25日　一社化に伴う法人認証手続き

 〈公証役場〉

　　27日　青年成人部レクリエーション

「Kirala」

 〈京都市南青少年活動センター〉

音楽活動「The BEAT」

 〈東山青少年活動センター〉

　　29日　2021年度「京都新聞福祉活動支援」

贈呈式 〈京都新聞社〉
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総　　　会

日　時　 2022年６月４日（土）　13：30～15：00
場　所　 ハートピア京都　第４・第５会議室
内　容　 京都府自閉症協会　令和３年度事業報告・決算報告

一般社団法人京都府自閉症協会　令和４年度事業計画案・予算案 他

2022年度 NHK ハートフォーラム in 京都

SDGs理念“誰ひとり取り残さない”社会の実現

～困りをかかえる発達障害の人たちから考える～

日　時　 ６月11日（土）　13：00～16：20（受付12：30）　参加費　無料
会　場　 京都産業会館ホール・北室
内　容　 記念講演「発達障害の人ってどんな人？

～診断名よりも大切なこと」　講師　小島慶子氏
シンポジウム「“誰ひとり取り残さない”社会を目指して」

医療・福祉・教育の立場から

★入会、住所変更、書籍の購入・ＤＶＤ貸し出しなどのお申し込み、表紙の作品の応募、

各種お問い合わせは、事務局の宮内までご連絡ください。

事務局　ＴＥＬ 075-813-5156　ＦＡＸ 075-813-5157　E-mail：askyoto＠shirt.ocn.ne.jp

 ※正会員のメーリングリストの新規登録・変更は E-mailでお願いします。

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。

振込先：01000-6-40300

日本自閉症協会 京都府支部

・賛助会員

個人年会費（4月～翌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～翌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。

　（一社）日本自閉症協会発行の機関紙

『いとしご』（年５回）、理解啓発冊子『か

がやき』（いとしご合併号年１回）などは、

（一社）京都府自閉症協会から会員の皆

さま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、事務局までお申し込みください。

年間購読料（年３回発行）は600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。

か ら編 集 部

ホームページＵＲＬ

https://as-kyoto.com/

Twitterアカウント

＠as_kyoto

Facebookページ

https://www.facebook.com/asd.kyoto

詳細は
チラシを

ご覧ください

お知らせ


