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「絆」「絆」のロゴマーク募のロゴマーク募

集中！集中！

　皆さん、　皆さん、講演会の託児、講演会の託児、ショートステイ、ショートステイ、

デーサービスデーサービス（長期、（長期、短時間関係なく）短時間関係なく）などなど

で、で、お子さんを預けるときに、お子さんを預けるときに、とっても助かとっても助か

る方法です。る方法です。皆さんも、皆さんも、作ってみてはいかが作ってみてはいかが

でしょう！でしょう！

《サポートブックの作りかた》《サポートブックの作りかた》

用意する物…用意する物…

○ハガキサイズのファイル、○ハガキサイズのファイル、

○ポケットアルバム○ポケットアルバム｛百均｛百均［ショップ］［ショップ］で売っで売っ

てます｝てます｝

○それに入る紙○それに入る紙

○ペン○ペン

○インデックス　各項目が読みやすいように、○インデックス　各項目が読みやすいように、

インデックスをつけるインデックスをつける

１．１．名前名前（写真）、（写真）、呼び名、呼び名、学校名、学校名、年齢、年齢、生生

　年月日、　年月日、血液型、血液型、靴、靴、服のサイズ服のサイズ

２．２．両親の連絡先両親の連絡先｛その時の緊急連絡先｝｛その時の緊急連絡先｝

３．３．簡単な自閉症の障害特性簡単な自閉症の障害特性

４．４．コミュニケーションの取り方コミュニケーションの取り方

＝子供からの表現について＝　＝子供からの表現について＝　

☆発語状態、☆発語状態、発語なし、発語なし、１～２語分程度、１～２語分程度、日日

　常の応答可　　常の応答可　

☆要求はどのうようににしますか☆要求はどのうようににしますか

☆拒否はどのようににしますか☆拒否はどのようににしますか

サポートブックサポートブック

作ってみませんか！作ってみませんか！

☆注意喚起はどのようにしますか　☆注意喚起はどのようにしますか　

☆その他の特徴　大人からの指示について　☆その他の特徴　大人からの指示について　

☆コミュニケーションツールは実物を見せる、☆コミュニケーションツールは実物を見せる、

ジェスチャー、ジェスチャー、カード、カード、文字表示、文字表示、音声言語、音声言語、

　その他　　その他　

☆してほしいをどのように伝えていますか？☆してほしいをどのように伝えていますか？

☆してはいけないことをどのように伝えてい☆してはいけないことをどのように伝えてい

ますか？ますか？

☆注意を向けて欲しい時に、☆注意を向けて欲しい時に、どんなことをしどんなことをし

ますか？ますか？

☆その他の特徴☆その他の特徴

【４について、【４について、出来ればこんな時はこうして　出来ればこんな時はこうして　

欲しいという具体的な例をあげておく】　欲しいという具体的な例をあげておく】　

５．５．飲食について飲食について

☆好き嫌い☆好き嫌い｛アトピー等での注意｝｛アトピー等での注意｝

☆食べ方の特徴、☆食べ方の特徴、癖　癖　

☆自己選択できるかなど☆自己選択できるかなど

６．６．余暇活動余暇活動

☆好きな遊び　☆好きな遊び　

☆長く安定して過ごせそうなこと☆長く安定して過ごせそうなこと

☆余暇として楽しめるスポーツなど☆余暇として楽しめるスポーツなど

７．７．さけて欲しい遊びさけて欲しい遊び

☆嫌いな遊び、☆嫌いな遊び、苦手なこと苦手なこと

☆辛い状態　｛例☆辛い状態　｛例：：混雑、混雑、暗いなど｝　暗いなど｝　

８．８．排泄について排泄について

９．９．着脱について着脱について

１０．１０．宿泊の時…歯磨き、宿泊の時…歯磨き、お風呂、お風呂、就寝、就寝、目目

　　覚めなど　　覚めなど

１１．１１．こだわりや癖、こだわりや癖、予想される困った事へ予想される困った事へ
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京野智香京野智香((ちか）ちか）

（真実（真実((まなみ）まなみ）７才、７才、あゆみ　６才）あゆみ　６才）

私の家の家族構成は、私の家の家族構成は、私の両親、私の両親、夫、夫、娘３人娘３人

の７人です。の７人です。長女が小学３年生、長女が小学３年生、二女真実が二女真実が

１年生、１年生、三女あゆみが保育園の年長です。三女あゆみが保育園の年長です。真真

実が３才半の時、実が３才半の時、健康診断で言語遅滞と言わ健康診断で言語遅滞と言わ

れ、れ、大阪総合医療センターの紹介をうけまし大阪総合医療センターの紹介をうけまし

た。た。そこで自閉症であると言われ、そこで自閉症であると言われ、三女はそ三女はそ

の時２才３ヶ月でしたが、の時２才３ヶ月でしたが、自閉傾向だと診断自閉傾向だと診断

されました。されました。ショックでしたが、ショックでしたが、いつか治るいつか治る

ものだと思っていました。ものだと思っていました。ところが大きくなところが大きくな

るにつれ、るにつれ、いろんな行動が目立つようになりいろんな行動が目立つようになり

ました。ました。夜中ずっと起きていて、夜中ずっと起きていて、一人ケラケ一人ケラケ

ラ笑ったり、ラ笑ったり、押し入れに押し入れに

ずっと入っていて、ずっと入っていて、そこそこ

でトイレをしたり、でトイレをしたり、夜、夜、

私たちが寝ている時に、私たちが寝ている時に、

冷蔵庫の中のお茶を出し冷蔵庫の中のお茶を出し

て、て、布団にまいて、布団にまいて、そのその

上に生タマゴを２つ割ってあったりという事上に生タマゴを２つ割ってあったりという事

もありました。もありました。途中でたえられなくなり、途中でたえられなくなり、二二

女は特に、女は特に、たたいたり、たたいたり、怒鳴りちらしたりし怒鳴りちらしたりし

て泣かせました。て泣かせました。自分でもどうしていいのか自分でもどうしていいのか

わからなくなり、わからなくなり、感情がコントロールできな感情がコントロールできな

くなってしまったのです。くなってしまったのです。ひどい時には、ひどい時には、ベベ

ランダから落ちそうな格好をしているのに、ランダから落ちそうな格好をしているのに、

だまって見ていました。だまって見ていました。そんな時、そんな時、初めて家初めて家

族以外の人に族以外の人に（保育園に来ている保健婦さん）（保育園に来ている保健婦さん）

相談したのです。相談したのです。自分の思いを全てぶつけま自分の思いを全てぶつけま

した。した。保健婦さんはいっしょに泣いてくれま保健婦さんはいっしょに泣いてくれま

した。した。私は何かはりつめていたものがとれた私は何かはりつめていたものがとれた

ようで、ようで、それからは子供がとても可愛く思え、それからは子供がとても可愛く思え、

そして今まで自分のしてきたことが、そして今まで自分のしてきたことが、どんなどんな

に言葉を話せない子供を傷つけてきたのか良に言葉を話せない子供を傷つけてきたのか良

の対応　の対応　

例例：：暇になると、暇になると、パンツに手をいれます。パンツに手をいれます。ささ

りげなく出して、りげなく出して、おもちゃを渡して下さい　おもちゃを渡して下さい　

１２．１２．パニックの対処法パニックの対処法｛大、｛大、中、中、小｝小｝……

その状況と具体的にどうするのか？その状況と具体的にどうするのか？

◎◎：：自閉症のお子さんは同じ方向性の困難さ自閉症のお子さんは同じ方向性の困難さ

を持っていますが、を持っていますが、各々特徴が違うので、各々特徴が違うので、よよ

く観察しく観察し「第三者にもわかるように書く」「第三者にもわかるように書く」のの

がポイントです。がポイントです。　尚、　尚、サポートブックにつサポートブックにつ

いては、いては、ダダ父通信のホームページにも記載ダダ父通信のホームページにも記載

されています。されています。　　

アドレスアドレス

http://www.nucl.nagoya-u.ac.jp/~taco/dada/http://www.nucl.nagoya-u.ac.jp/~taco/dada/

会員紹介会員紹介((療育部編療育部編))

　　８月２日奈良市総合福祉センターにて療育８月２日奈良市総合福祉センターにて療育

部の日帰りレクを行いました。部の日帰りレクを行いました。

親子親子2424組、組、ボランティアさんボランティアさん4343人と大勢の参人と大勢の参

加を頂きました。加を頂きました。

　午前の岡田先生の講演は、　午前の岡田先生の講演は、具体的な、具体的な、お話お話

が多くわかりやすかったです。が多くわかりやすかったです。午後もグルー午後もグルー

プの中に順番に入って頂き、プの中に順番に入って頂き、様々な質問に丁様々な質問に丁

寧に答えて頂きました。寧に答えて頂きました。

　グループに分かれての話は、　グループに分かれての話は、会員さん同士会員さん同士

の交流もでき、の交流もでき、心強い先輩の意見を参考にで心強い先輩の意見を参考にで

きた方もいらしたようです。きた方もいらしたようです。

　保育については、　保育については、人数も多かった為ボラン人数も多かった為ボラン

ティアさんに子供さんの事を詳しく説明するティアさんに子供さんの事を詳しく説明する

時間がなかったりと今後の課題もありました。時間がなかったりと今後の課題もありました。

暑い中、暑い中、参加して頂いた皆様ご協力ありがと参加して頂いた皆様ご協力ありがと

うございました。うございました。今後も部会などを通して会今後も部会などを通して会

員さん同士の交流がはかれたらと思っていま員さん同士の交流がはかれたらと思っていま

す。す。ご意見、ご意見、要望などありましたら、要望などありましたら、役員迄役員迄

お願いします。お願いします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                      （田中　尚実（田中　尚実・・記）記）

療育部活動報告療育部活動報告
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く分かりました。く分かりました。今でも子供の調子が悪い時今でも子供の調子が悪い時

なんかは、なんかは、気持ちがめいってしんどくなった気持ちがめいってしんどくなった

りしますが、りしますが、逆に子供の調子がいい時は最高逆に子供の調子がいい時は最高

にうれしくなるのでにうれしくなるので「山あり、「山あり、谷ありになっ谷ありになっ

ているなあ」ているなあ」なんて思います。なんて思います。これからもここれからもこ

んな感じでがんばっていきたいと思います。んな感じでがんばっていきたいと思います。

三枝　渉　５才三枝　渉　５才（平成９年３月（平成９年３月2525日生）日生）

　ウルトラマンとマクドナルドが大好きな男　ウルトラマンとマクドナルドが大好きな男

の子です。の子です。母母・・祖母の三人家族で、祖母の三人家族で、地域の保地域の保

育所育所（年長組）（年長組）に通っています。に通っています。渉は１才を渉は１才を

すぎても言葉を話しませんでした。すぎても言葉を話しませんでした。いつかそいつかそ

のうちしゃべるのだろうと思っていました。のうちしゃべるのだろうと思っていました。

２才を過ぎた頃、２才を過ぎた頃、少しの不安と念の為にとい少しの不安と念の為にとい

う気持ちでリハビリテーションう気持ちでリハビリテーション

を受診したところ、を受診したところ、“多動症”“多動症”

“自閉傾向”“自閉傾向”と言われ、と言われ、頭が真っ頭が真っ

白になり、白になり、素直に受け止めるこ素直に受け止めるこ

とが、とが、できませんでした。できませんでした。少し少し

気持ちも落ち着いた頃、気持ちも落ち着いた頃、眼科で眼科で

はは「遠視」「遠視」耳鼻科では耳鼻科では「難聴」「難聴」（誤（誤

診だったのですが…）診だったのですが…）次々と次々と

襲ってくるできごとに、襲ってくるできごとに、親子共々大パニック親子共々大パニック

でした。でした。その後、その後、保育所の入所保育所の入所・・病院病院・・療育療育

教室と大忙しの２年間でした。教室と大忙しの２年間でした。もっと早く気もっと早く気

づいてあげることができれば…と落ち込むこづいてあげることができれば…と落ち込むこ

ともありましたが、ともありましたが、周りの人に支えられ勇気周りの人に支えられ勇気

づけられてきました。づけられてきました。渉も今では表情も豊か渉も今では表情も豊か

になり、になり、言葉も少しずつ増え、言葉も少しずつ増え、保育所にも楽保育所にも楽

しく通っています。しく通っています。あんなにいやがっていたあんなにいやがっていた

めがねにもすっかり慣れ、めがねにもすっかり慣れ、たくましく成長したくましく成長し

ています。ています。来春は小学校！ホットする間もな来春は小学校！ホットする間もな

く、く、慌しい日々がやってきそうです。慌しい日々がやってきそうです。泣いた泣いた

りり・・笑ったりと忙しい親子ですが、笑ったりと忙しい親子ですが、これからこれから

もよろしくお願いします。もよろしくお願いします。

療育部からのお知らせ療育部からのお知らせ

９月１１日９月１１日（水）（水）午前１０時より午前１０時より

大和郡山市福祉会館　大和郡山市福祉会館　

成人部との合同部会を行います。成人部との合同部会を行います。

成人部の方のお話を聞ける貴重な機会と思い成人部の方のお話を聞ける貴重な機会と思い

ます。ます。

是非ご参加ください。是非ご参加ください。

  ★★★★「自閉症スペクトラムの理解と支援」「自閉症スペクトラムの理解と支援」

　講演会へご参加ください！★★　講演会へご参加ください！★★

自閉症協会奈良県支部主催の講座を９月、自閉症協会奈良県支部主催の講座を９月、

１２月の２回開きます。１２月の２回開きます。

講師の先生が奈良までお話しに来て下さる講師の先生が奈良までお話しに来て下さる

この機会に、この機会に、是非　お誘い合わせの上　ご是非　お誘い合わせの上　ご

参加ください。参加ください。

第１０回保護者第１０回保護者・・保育士保育士・・教師教師・・ボランティボランティ

アのための自閉症理解講座アのための自閉症理解講座

20022002年９月１４日年９月１４日((土土)13)13：：4040～～1616：：3030

　　場所　　奈良市総合福祉センター　　場所　　奈良市総合福祉センター

　　講師　　　　講師　　門　眞一郎門　眞一郎先生　先生　

　　　　((京都市児童福祉センター副院長京都市児童福祉センター副院長))

　　｢｢自閉症スペクトラムの理解と支援自閉症スペクトラムの理解と支援｣｣

第第1111回保護者回保護者・・保育士保育士・・教師教師・・ボランティボランティ

　アのための自閉症理解講座　アのための自閉症理解講座

20022002年年1212月月88日日((日日)13)13：：3030～～1616：：3030

　場所　　奈良県文化会館　集会室　　場所　　奈良県文化会館　集会室　

　講師　　　講師　　岡田　眞子岡田　眞子先生　（滋賀県先生　（滋賀県

　甲南町子育て支援センター相談室　甲南町子育て支援センター相談室))

｢｢自閉症スペクトラムの理解と支援自閉症スペクトラムの理解と支援

　　　　　行動上の問題を中心に！」　　　　　行動上の問題を中心に！」
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お 知 ら せお 知 ら せ

　各位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１４年８月２７日　各位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１４年８月２７日

  　　支援費制度関係Ｑ＆Ａ集　　支援費制度関係Ｑ＆Ａ集（お知らせ）（お知らせ）

  　標題のことについて、　標題のことについて、次のとおり、次のとおり、厚生労働省のホームページで公開されていま厚生労働省のホームページで公開されていま

すのでお知らせしますこの資料は、すのでお知らせしますこの資料は、平成１４年８月厚生労働省に各都道府県より寄せら平成１４年８月厚生労働省に各都道府県より寄せら

れた支援費に対する質問とそれらに対する現時点での考え方をまとめたものです。れた支援費に対する質問とそれらに対する現時点での考え方をまとめたものです。

  （公開されている資料の名称及びホームページアドレス）（公開されている資料の名称及びホームページアドレス）

  　○　資料の名称　支援費制度関係Ｑ＆Ａ集　○　資料の名称　支援費制度関係Ｑ＆Ａ集（平成１４年８月）　（平成１４年８月）　

  　○　ホームページアドレス　○　ホームページアドレス http://www.mhlw.go.jp/general/seido/syakai/sienhi/ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/syakai/sienhi/

qa0208/index.htmlqa0208/index.html　以上　　　　　　　　　　以上　　　　　　　　　のある人のためのセイフティのある人のためのセイフティ・・ネット構築』ネット構築』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で始まったで始まった「警察プロジェクト」「警察プロジェクト」は、は、このこの

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　平成１４年８月７日平成１４年８月７日

関係各位　　社団法人　日本自閉症協会関係各位　　社団法人　日本自閉症協会

　　　　　　　　　事務局長　山本　衞　　　　　　　　　事務局長　山本　衞

　公益法人の抜本的改革に向けて　公益法人の抜本的改革に向けて（論点整（論点整

理）」理）」についてについて

　厚生労働省社会　厚生労働省社会・・援護局障害保健福祉部援護局障害保健福祉部

障害福祉課企画法令係より、障害福祉課企画法令係より、今後今後「公益法「公益法

人制度等改革大綱人制度等改革大綱（仮称）」（仮称）」を取りまとめるを取りまとめる

際の参考とするため、際の参考とするため、内閣官房行政改革内閣官房行政改革

推進事務局において、推進事務局において、標記標記「論点整理」「論点整理」に対に対

し広く意見を募集することになった旨連し広く意見を募集することになった旨連

絡がありました。絡がありました。

　「論点整理」　「論点整理」の内容は行革推進事務局のの内容は行革推進事務局の

ホームページをご覧下さい。ホームページをご覧下さい。

　　http://www.gyoukaku.go.jp/koueki-http://www.gyoukaku.go.jp/koueki-

public.htmlpublic.html

　社団法人日本自閉症協会として何か意見　社団法人日本自閉症協会として何か意見

を提出した方が良いと思われる方は、を提出した方が良いと思われる方は、協会協会

事務局までご連絡下さい。事務局までご連絡下さい。対応方について対応方について

検討いたします。検討いたします。　　　以上　　　以上　　

１年の間に、１年の間に、全国各地で活動の輪が拡がり全国各地で活動の輪が拡がり

つつあります。つつあります。今回の全国会議は、今回の全国会議は、この間のこの間の

各地の状況を情報交換し、各地の状況を情報交換し、今後の取組につ今後の取組につ

いて考える目的で開かれました。いて考える目的で開かれました。

日程　平成日程　平成 1414 年年 88月月 44日～日～ 55日会場日会場

　神奈川県箱根町強羅毎日新聞強羅山荘　神奈川県箱根町強羅毎日新聞強羅山荘

参加者１５名参加者１５名（１０地区　（１０地区　[[北海道、北海道、岩手、岩手、福福

島、島、茨城、茨城、千葉、千葉、東京、東京、三重、三重、大阪、大阪、奈良、奈良、

熊本熊本]]＋本部事務局＋本部事務局[[堀江、堀江、野沢、野沢、鈴木、鈴木、岩本岩本

の各氏の各氏]]　）　）★奈良県育成会では、★奈良県育成会では、警察ハン警察ハン

ドブックを活用して、ドブックを活用して、すでに奈良県警で警すでに奈良県警で警

察官向けの講演会を４回も計画されている察官向けの講演会を４回も計画されている

とのこと。とのこと。　《奈良―野口さん　《奈良―野口さん（奈良県育成（奈良県育成

会会長）》会会長）》＊奈良県警本部主催研修会の講師＊奈良県警本部主催研修会の講師

を依頼される。を依頼される。場所場所：：奈良県警察学校。奈良県警察学校。受講受講

者者：：県下各警察署の地域警察官。県下各警察署の地域警察官。講演内容講演内容：：

知的障害のある方を理解するために。知的障害のある方を理解するために。時間時間：：

８０分。８０分。回数回数：：４回。４回。第１回目は７月に実施第１回目は７月に実施

済。済。駐在所の警察官２０名受講。駐在所の警察官２０名受講。＊奈良県育＊奈良県育

成会としては成会としては「あんしんネットワーク」「あんしんネットワーク」事業事業

として、として、関係機関関係機関（警察署、（警察署、県行政、県行政、県社協、県社協、

弁護士会、弁護士会、人権擁護委員会、人権擁護委員会、消防署、消防署、各種相各種相

談機関）談機関）との連携で実施主体となって、との連携で実施主体となって、ネッネッ

トワーク会議、トワーク会議、警察官と本人との交流会、警察官と本人との交流会、研研

修会等の活動を予定。修会等の活動を予定。(PA(PA 北海道通信第２号北海道通信第２号

の記事より）の記事より）
　★　★警察プロジェクト全国会議報告より警察プロジェクト全国会議報告より

　厚生科学研究と全日本育成会権利擁護委　厚生科学研究と全日本育成会権利擁護委

員会との共同研究員会との共同研究『地域社会における障害『地域社会における障害
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編集後記編集後記
　今年の夏も水不足毎年のこととなってきていま　今年の夏も水不足毎年のこととなってきていま

す。す。雨が降らないか、雨が降らないか、土砂降りか。土砂降りか。地球は、地球は、悲鳴悲鳴

をあげているのでしょうか。をあげているのでしょうか。　支部ニュースにつ　支部ニュースにつ

いての感想、ご意見等がありましたら、宍戸いての感想、ご意見等がありましたら、宍戸

（（0742-49-38550742-49-3855）までか、または、最寄りの支部）までか、または、最寄りの支部

役員までお願いします。役員までお願いします。

事務局から事務局から

○今後の主な行事○今後の主な行事

１）１）第第1010回保護者回保護者,,保育士保育士,,・・教師教師,,・・ボランボラン

　ティアのための自閉症理解講座　ティアのための自閉症理解講座

　日時　日時：：20022002年９月年９月1414日日（土曜日）（土曜日）

　　　　　　 13:40 13:40～～16:3016:30

　場所　場所：：奈良市総合福祉センター　奈良市総合福祉センター　

　講師　講師：：門　眞一郎　氏門　眞一郎　氏

　　　　    （京都市児童福祉センター）（京都市児童福祉センター）

２）２）第第4040回全国知的障害関係施設職員研究大回全国知的障害関係施設職員研究大

　会テーマ　会テーマ「人「人・・文化文化・・未来未来（ゆめ）」（ゆめ）」

　－古都で語ろう．　－古都で語ろう．明日の福祉－明日の福祉－

　　2525日日12:3012:30～～5:305:30前自閉症協会会長の江草前自閉症協会会長の江草

　安彦先生が特別講演されます。　安彦先生が特別講演されます。

　　2727日日10:0010:00～～11:3011:30記念講演として映画監記念講演として映画監

　督の山田洋次氏が来られます。　督の山田洋次氏が来られます。

　大会事務局〒　大会事務局〒630-8225630-8225奈良市西御門町奈良市西御門町1212

　℡　℡0742-20-41000742-20-4100

　　e-maile-mail：：n-sisetu@circus.ocn.ne.jpn-sisetu@circus.ocn.ne.jp

３）３）本年度の療育本年度の療育・・就学相談会を行います。就学相談会を行います。　　

　お知り合いの方に広くお伝え下さい。　お知り合いの方に広くお伝え下さい。

　日付　日付：：20022002年年1010月月2626日日（土曜日）（土曜日）

　場所　場所：：大和郡山市福祉会館集２大和郡山市福祉会館集２FF会議室会議室

　日付　日付：：20022002年年1010月月2727日日（日曜日）（日曜日）

　場所　場所：：大和郡山市福祉会館２大和郡山市福祉会館２FF

　　　　ボランティア室　　　　ボランティア室

　申込書を郵送　申込書を郵送・・faxfax・・メールで受け付けます。メールで受け付けます。

　（〒　（〒639-1055639-1055大和郡山市矢田山町大和郡山市矢田山町8484－－1010

　　　　　　　　　　　　　　　　河村宛　　　　　　　　　　　　　　　　河村宛

　　fax0743-55-2763fax0743-55-2763

・・メールメールkawafune@ma2.justnet.ne.jpkawafune@ma2.justnet.ne.jp））

４）４）第第1111回保護者回保護者,,保育士保育士,,教師教師,,ボランティボランティ

　アのための自閉症理解講座　アのための自閉症理解講座

　日時　日時：：20022002年年1212月月88日日（日曜日）（日曜日）

　　　　　　 13:30 13:30～～16:3016:30

　場所　場所：：奈良県文化会館集会室奈良県文化会館集会室ABAB

　講師　講師：：岡田眞子　岡田眞子　

５）５）療育キャンプ療育キャンプ：：

開催場所－国立曽爾少年自然の家開催場所－国立曽爾少年自然の家

　　　　　　（奈良県宇陀郡曽爾村太郎路）　　　　　　（奈良県宇陀郡曽爾村太郎路）

20022002年年1111月月2323日日（土）（土）～～2424日日（日）（日）

　　　　　　　　　　　　　　　１泊２日　　　　　　　　　　　　　　　１泊２日

６）６）慈善バス利用旅行の計画慈善バス利用旅行の計画H15H15年３月海遊年３月海遊

館に行く予定です。館に行く予定です。決まり次第絆でお知らせ決まり次第絆でお知らせ

します。します。
○第２０回感覚統合障害研究大会の開催につい○第２０回感覚統合障害研究大会の開催につい

ての大会要項が届いています。ての大会要項が届いています。

日時日時：：平成１４年１１月３日平成１４年１１月３日（日）、（日）、４日４日（月）（月）

※プレセミナー２日※プレセミナー２日（土）（土）

場所場所：：熊本市産業文化会館熊本市産業文化会館（熊本市花畑町（熊本市花畑町7-107-10））

★子どもたちのこころを見つめて～感覚統合か★子どもたちのこころを見つめて～感覚統合か

らのメッセージ～らのメッセージ～

参加費２日間会員参加費２日間会員50005000円一般円一般60006000円保護者円保護者30003000

円学生円学生15001500円円（学生証要）（学生証要）

レセプション会費レセプション会費60006000円申し込み方法について円申し込み方法について

ははJTBJTB コンベンションサポートセンターまで郵コンベンションサポートセンターまで郵

送又は送又はFAXFAX にて問い合わせて下さい。にて問い合わせて下さい。申し込み申し込み

締め切り９月締め切り９月2020日必着日必着

「第「第2020回日本感覚統合障害研究大会回日本感覚統合障害研究大会（熊本）」（熊本）」係係

℡℡092-751-2102092-751-2102　　fax092-751-4098fax092-751-4098〒〒840-0072840-0072

福岡市中央区長浜福岡市中央区長浜1-1-351-1-35新新 KBCKBCビル６階ビル６階

（営業時間）（営業時間）月～金月～金9:309:30～～17:3017:30土日祝祭日土日祝祭日：：休休

業業

大会事務局大会事務局

熊本リハビリテーション学院熊本リハビリテーション学院

実行委員長　満永晴美実行委員長　満永晴美

〒〒862-0930862-0930　熊本市小山町　熊本市小山町400-1400-1

TELTEL・・faxfax　　096-389-1133096-389-1133

E-mailE-mail　　kumareha@guitar.ocn.ne.jpkumareha@guitar.ocn.ne.jp


