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ホームページアドレスが変わりました！ホームページアドレスが変わりました！

社団法人　日本自閉症協会奈良県支部社団法人　日本自閉症協会奈良県支部

20032003年度　第６回定期総会年度　第６回定期総会

１．１．日　時日　時：：20032003年年（平成（平成1515年）年）

４月４月2727日日（日）（日）

13:0013:00～～13:2013:20　受付　受付

13:2013:20～～14:2014:20　定期総会　定期総会

14:3014:30～～16:0016:00　講演会　講演会

２．２．場所場所：：大和郡山市立文化会館大和郡山市立文化会館

レセプションホールレセプションホール

奈良県大和郡山市北郡山町奈良県大和郡山市北郡山町211211番地の３番地の３

TEL0743-54-8000TEL0743-54-8000　　FAX0743-54-8001FAX0743-54-8001

　　３．　　３．内容内容

第一部　総　会第一部　総　会

１号議案　１号議案　20022002年度年度（平成（平成1414年度）年度）

経過活動報告経過活動報告

２号議案　２号議案　20022002年度年度（平成（平成1414年度）年度）

　　　　会計決算報告承認の件　　　　会計決算報告承認の件

３号議案　新奈良県支部役員３号議案　新奈良県支部役員（幹事）（幹事）

の承認の承認

４号議案　４号議案　20032003年度年度（平成（平成1515年度）年度）

　　　　事業計画　　　　事業計画（案）（案）の承認の承認

５号議案　５号議案　20032003年度年度（平成（平成1515年度）年度）

　　　　会計予算　　　　会計予算（案）（案）の承認の承認

その他その他

定期総会案内定期総会案内

第二部　講演第二部　講演

「演題」「演題」

　　ちょっとした生活の工夫　　ちょっとした生活の工夫

　－楽しくなくっちゃ暮らせないぞ！－　－楽しくなくっちゃ暮らせないぞ！－

［講師］［講師］

　　中谷　正恵　さん　　中谷　正恵　さん

大阪府堺市在住大阪府堺市在住

現在中学現在中学22年生年生(4(4月より月より33年）年）の重度自の重度自

閉症児の母親昨年度より関西で自閉症の閉症児の母親昨年度より関西で自閉症の

子供たちへの訪問支援を行っている子供たちへの訪問支援を行っている

昨年、昨年、早稲田大学で行われた自閉症カン早稲田大学で行われた自閉症カン

ファレンス日本に報告者として参加ファレンス日本に報告者として参加??

＊記念講演のみ会員外参加もＯＫ＊記念講演のみ会員外参加もＯＫ

　参加費は　無料　参加費は　無料

保育あります。保育あります。希望者は療育部希望者は療育部

田中康子さんまで連絡して下さい。田中康子さんまで連絡して下さい。

℡℡・・faxfax　　0745-32-10350745-32-1035

４月５日まで４月５日まで

500500円徴収。円徴収。会員外の保育問い合せ要。会員外の保育問い合せ要。

ＮＥＷＮＥＷ
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自閉症協会奈良県支部会員さんの意見自閉症協会奈良県支部会員さんの意見

（奈良県支部（奈良県支部MLMLより）より）

地域で暮らすということ地域で暮らすということ・・・・　　

　田中　康子　田中　康子

私たち家族が暮らす小さい町。私たち家族が暮らす小さい町。たまたま結婚してたまたま結婚して

暮らし始め、暮らし始め、子供ができ、子供ができ、たまたまその子にハンたまたまその子にハン

デがありデがあり・・・・その子も、その子も、春には６年生。春には６年生。この町でこの町で

暮らすという実感がやっと芽生えてきました。暮らすという実感がやっと芽生えてきました。学学

校、校、地域の役員、地域の役員、子供のせいにして、子供のせいにして、逃げないよ逃げないよ

うに心がけてきました。うに心がけてきました。気が付けばあちこちに顔気が付けばあちこちに顔

をだすようになり、をだすようになり、子供のことも隠さず、子供のことも隠さず、連れて連れて

歩き宣伝！？してきたつもりです。歩き宣伝！？してきたつもりです。地域の一員に地域の一員に

なるのは親も地域社会にどんどん飛び込まないなるのは親も地域社会にどんどん飛び込まない

とと・・・・。。（なかなか認めてはくれませんが。（なかなか認めてはくれませんが。特にお特にお

年寄りには、年寄りには、ただのしつけの悪い子ですからね）ただのしつけの悪い子ですからね）私私

たちは核家族でおじいちゃん、たちは核家族でおじいちゃん、おばあちゃんに遠おばあちゃんに遠

慮なく動けるのもいいのでしょう。慮なく動けるのもいいのでしょう。どうしても近どうしても近

くの人に助けを求めてしまいます。くの人に助けを求めてしまいます。この４月からこの４月から

の支援費制度は我が家にとってはとても重要にの支援費制度は我が家にとってはとても重要に

なってきそうです。なってきそうです。この小さい町の役場の福祉課この小さい町の役場の福祉課

も人手集めにかけ回っています。も人手集めにかけ回っています。どう転がっていどう転がってい

くかも予測もつかない状態です。くかも予測もつかない状態です。是非、是非、この制度この制度

が根ずきますようにが根ずきますように・・・・みなさんの地域ってどんみなさんの地域ってどん

なんですか？なんですか？

☆仕事を見つけなければと思っています。☆仕事を見つけなければと思っています。去年の去年の

末にもパートに行こうと思い。末にもパートに行こうと思い。いつも、いつも、ショートショート

でお世話になっている施設にでお世話になっている施設に「春休み夏休みなど「春休み夏休みなど

も預かってもらえないでしょうか」も預かってもらえないでしょうか」と頼んだのでと頼んだので

すが、すが、断られました。断られました。

働く理由は、働く理由は、経済的にあまりに厳しい状況が二年経済的にあまりに厳しい状況が二年

間続きました。間続きました。最大のネックは、最大のネックは、自閉症の次男が自閉症の次男が

学校に言っている間の時間しかない。学校に言っている間の時間しかない。と言う事。と言う事。ひひ

とつ履歴書を出しました。とつ履歴書を出しました。上手くいくと良いので上手くいくと良いので

すがすが・・・・・・・・。。しかし、しかし、もうひとつのネックは、もうひとつのネックは、私私

自身の気持ちですね。自身の気持ちですね。長い間社会から、長い間社会から、離れてい離れてい

たので自信がない。たので自信がない。しかし、しかし、私達障害を持つ親は、私達障害を持つ親は、

小学生の内は学童で見ていただけますが、小学生の内は学童で見ていただけますが、中学に中学に

なるとなると・・・・我が息子はもうすぐ、我が息子はもうすぐ、中学生、中学生、学校に学校に

行っている時はよいのですが、行っている時はよいのですが、時々なら施設で預時々なら施設で預

かってもらえるのですがかってもらえるのですが・・・・最近の厳しい、最近の厳しい、世の世の

中私のご近所の知人、中私のご近所の知人、友人は、友人は、全員と言ってよい全員と言ってよい

ほど、ほど、経済事情でパートに言っています。経済事情でパートに言っています。今の時今の時

代、代、「宝石がほしい。」「宝石がほしい。」と言って働く人はほとんどと言って働く人はほとんど

居ないと言ってよいと思います。居ないと言ってよいと思います。養護学校のお母養護学校のお母

様が、様が、障害児の支援の会のスタートをはじめられ障害児の支援の会のスタートをはじめられ

ました。ました。私も、私も、自信ないなんて言ってられません自信ないなんて言ってられません

ね。ね。とにかく、とにかく、頑張ろう！！少し個人的書き込み頑張ろう！！少し個人的書き込み

かも、かも、すいませんでした。すいませんでした。

☆田中様、☆田中様、ご出産おめでとうございます。ご出産おめでとうございます。羨まし羨まし

い限りです。い限りです。本当に良かったですね。本当に良かったですね。

　　　　　　　　　　　　　　　☆足立理恵　　　　　　　　　　　　　　　☆足立理恵

仕事をしなければ゛仕事をしなければ゛((返信返信))

上島です上島です

今日今日「絆」「絆」が届きました。が届きました。ＭＬのことが掲載されＭＬのことが掲載され

て、て、どんなメンバーが増えるか楽しみです。どんなメンバーが増えるか楽しみです。

足立さんに好いお仕事が見つかりますように！１足立さんに好いお仕事が見つかりますように！１

４年度の自閉症協会の総会で梅谷さんからの４年度の自閉症協会の総会で梅谷さんからの『仕『仕

事をしたいけど子どもを預かってくれる所がない』事をしたいけど子どもを預かってくれる所がない』

というメッセージを同じ悩みの私であるのに何もというメッセージを同じ悩みの私であるのに何も

いい案意見を持ち合わせず、いい案意見を持ち合わせず、何の行動にも移せず何の行動にも移せず

に来た事に少なからず、に来た事に少なからず、罪の意識を感じてきまし罪の意識を感じてきまし

た。た。私ごとでは３年前よりパートを始めたのです私ごとでは３年前よりパートを始めたのです

がやはり子どもが学校に行っている時間のみ。がやはり子どもが学校に行っている時間のみ。養養

護学校では時間が合わなくて本当は中学校も地域護学校では時間が合わなくて本当は中学校も地域

に行けたらよかったにですが、に行けたらよかったにですが、ご存知の方はご存知の方は「養「養

護の方が無難」護の方が無難」と納得される自閉症そのものの可と納得される自閉症そのものの可

愛い息子。愛い息子。我が家はおばあちゃんが居てくれたお我が家はおばあちゃんが居てくれたお

陰で私は仕事を夜に変更しました。陰で私は仕事を夜に変更しました。通学バスまで通学バスまで

の送迎は無理でも家の中なら何とかお守できるくの送迎は無理でも家の中なら何とかお守できるく

らいに子どもが落ち着いたからできた事です。らいに子どもが落ち着いたからできた事です。でで

もいつまで続くか綱渡り状態です。もいつまで続くか綱渡り状態です。１０年以上も１０年以上も

ブランクの後再開した仕事ですがいろんな意味でブランクの後再開した仕事ですがいろんな意味で

思い切って始めてよかったと思っています。思い切って始めてよかったと思っています。いろいろ

んなトラブル、んなトラブル、悩みも増えたのは確かですが、悩みも増えたのは確かですが、得得

るものも多くて何とか続けていけるようにと知恵るものも多くて何とか続けていけるようにと知恵

と勇気と体力ももっと必要！これからも頑張るつと勇気と体力ももっと必要！これからも頑張るつ

もりです。もりです。ここには少しは個人的な書き込みもＯここには少しは個人的な書き込みもＯ

Ｋですよね。Ｋですよね。皆に共通することなら私はどんどん皆に共通することなら私はどんどん

送ってもらえて、送ってもらえて、楽しいＭＬにしたいです。楽しいＭＬにしたいです。　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　上島昌美　　　　　　　　　　　　　　　　　上島昌美

最近のメーリングリストから最近のメーリングリストから
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東京都足立区東京都足立区

「地域で暮らす」「地域で暮らす」と言うこと。と言うこと。

　今、　今、現在足立に住み、現在足立に住み、生活している私たちの子生活している私たちの子

供が改めて供が改めて「地域」「地域」を考えるのも少し変。を考えるのも少し変。もう、もう、何何

十年と暮らしている街。十年と暮らしている街。いったい何を考えると言いったい何を考えると言

うのでしょうか。うのでしょうか。

　国が地域移行を打ち出し、　国が地域移行を打ち出し、当たり前のことが俄当たり前のことが俄

然と話題になりました。然と話題になりました。当たり前の事が当たり前当たり前の事が当たり前

ではないと言う事でしょうか。ではないと言う事でしょうか。これまでの謂れのこれまでの謂れの

ない偏見がそうさせていたのかもしれません。ない偏見がそうさせていたのかもしれません。「地「地

域にいてもいないのと同じだった。」域にいてもいないのと同じだった。」親が守り親が守り（隠（隠

しと言う時代もあった）しと言う時代もあった）親亡き後は遠く離れた施親亡き後は遠く離れた施

設へ…。設へ…。町内で誰一人知る人がいないままと言う町内で誰一人知る人がいないままと言う

状況も有り得たようです。状況も有り得たようです。

　障がいのある人が地域で生きて行くことを支援　障がいのある人が地域で生きて行くことを支援

し、し、問題が起きた時は良き理解者が迅速に対応す問題が起きた時は良き理解者が迅速に対応す

るシステム。るシステム。「万人に理解を求めることが暴挙なら「万人に理解を求めることが暴挙なら

ば、ば、せめて公共の機関に良き理解者を得たい」せめて公共の機関に良き理解者を得たい」そそ

んなネット作りんなネット作り（安全ネット）（安全ネット）をはじめて３年、をはじめて３年、

ゆっくりとした歩みでした。ゆっくりとした歩みでした。今年度はより具体的今年度はより具体的

に行動したい。に行動したい。そんな思いがメンバーの中に広がそんな思いがメンバーの中に広が

りつつあります。りつつあります。さあ、さあ、いかにこの情熱の輪を広いかにこの情熱の輪を広

げていくか一人ひとりの力に掛かっています。げていくか一人ひとりの力に掛かっています。

　［経緯］　［経緯］

　２００１年厚生労働省の　２００１年厚生労働省の「地域生活における障「地域生活における障

害をもつ人のためのセイフテイ害をもつ人のためのセイフテイ・・ネットの構築おネットの構築お

よびセルフアドボカシー支援」よびセルフアドボカシー支援」により、により、各地に知各地に知

的障害者のある人を守るシステムをつくる活動を的障害者のある人を守るシステムをつくる活動を

実施している研究班と全日本手をつなぐ育成会実施している研究班と全日本手をつなぐ育成会・・

権利擁護委員会が警察官向けのハンドブックを作権利擁護委員会が警察官向けのハンドブックを作

りました。りました。それを受けて全国の親の会はじめ関係それを受けて全国の親の会はじめ関係

団体が勉強会を開催してきました。団体が勉強会を開催してきました。足立区はうめ足立区はうめ

だあけぼの学園のおやじの会さんが中心となり親だあけぼの学園のおやじの会さんが中心となり親

の会も共に行動させて頂いてきました。の会も共に行動させて頂いてきました。　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　原木慶子　　　　　　　　　　　　　　　　　原木慶子

普通に暮らす普通に暮らす

　みなさんこんばんは、　みなさんこんばんは、下記のデーターは平成１下記のデーターは平成１

４年度開設の入所施設一覧です。４年度開設の入所施設一覧です。残念ながら、残念ながら、入入

所施設は作られ続けています。所施設は作られ続けています。入所施設を作らな入所施設を作らな

いで地域で普通に暮らすために、いで地域で普通に暮らすために、入所施設が作ら入所施設が作ら

れ続ける実態と、れ続ける実態と、多くの寄付金がつぎ込まれてい多くの寄付金がつぎ込まれてい

る実態を国民に知らせる必要があります。る実態を国民に知らせる必要があります。皆さん皆さん

の地域でこの一覧にもれている施設名、の地域でこの一覧にもれている施設名、定員があ定員があ

れば教えてください。れば教えてください。

また１５年度に開設予定の入所施設の施設名、また１５年度に開設予定の入所施設の施設名、定定

員も教えてください。員も教えてください。１３日に厚生労働省の記者１３日に厚生労働省の記者

クラブで本人の人たちが、クラブで本人の人たちが、GHGHを抜本的に作ることを抜本的に作ること

と、と、入所施設をもうこれ以上つくらないでくださ入所施設をもうこれ以上つくらないでくださ

いとの記者会見をします。いとの記者会見をします。そのためのデーターをそのためのデーターを

緊急で整理しております。緊急で整理しております。より正確にするために、より正確にするために、

みなさんの情報をください。みなさんの情報をください。この一覧は国庫補助、この一覧は国庫補助、

日本財団の補助を中心にまとめていますが、日本財団の補助を中心にまとめていますが、民間民間

の補助で建設された施設や自己資金で建設されたの補助で建設された施設や自己資金で建設された

施設はもれているかもしれません。施設はもれているかもしれません。また児童からまた児童から

成人への転換、成人への転換、増築して定員が増えたデーターは増築して定員が増えたデーターは

含まれていません。含まれていません。国庫補助の正確な補助先は１国庫補助の正確な補助先は１

３日に厚生労働省大臣官房総務課行政相談室で調３日に厚生労働省大臣官房総務課行政相談室で調

べ直しします。べ直しします。この作業は三田さんとの共同で実この作業は三田さんとの共同で実

施しております。施しております。　　　　　　　　北海道　光増　　　　　　　　北海道　光増

光増様へ　案の定、光増様へ　案の定、わたしたち奈良県では世の中わたしたち奈良県では世の中

の流れに逆行して、の流れに逆行して、施設づくりが予定されていま施設づくりが予定されていま

す。す。施設から地域であたりまえに暮らすが単なる施設から地域であたりまえに暮らすが単なる

うたい文句になっています。うたい文句になっています。

施設づくりで巨額の資金が使われてしまい、施設づくりで巨額の資金が使われてしまい、地域地域

の福祉サービスの質がどんどん落とされていきまの福祉サービスの質がどんどん落とされていきま

す。す。奈良は小さな県なのに４つもあります。奈良は小さな県なのに４つもあります。（河村）（河村）

（※（※k-proMLk-proMLのやりとりから）のやりとりから）

奈良県奈良市ボイス　　５０奈良県奈良市ボイス　　５０

せいび園　　３０せいび園　　３０

高取町やすらぎの丘　　５０高取町やすらぎの丘　　５０

通所授産通所授産3030併設併設

橿原市橿原市

杜のイルカ　　４０杜のイルカ　　４０

通所授産通所授産2020併設併設
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☆現在千葉県で自閉症の息子さんが失明された事☆現在千葉県で自閉症の息子さんが失明された事

件で裁判が行われています。件で裁判が行われています。メイリングリストでメイリングリストで

入手した情報ですが、入手した情報ですが、ご本人も多くの関係者にこご本人も多くの関係者にこ

の問題を考えて欲しいというご意向がおありなのの問題を考えて欲しいというご意向がおありなの

で、で、長いですが以下に転記致します。長いですが以下に転記致します。（河村）（河村）

裁判ニュース裁判ニュース
【何が問われているのか？】【何が問われているのか？】

　　20032003年年22月月11日発行発行人日発行発行人::上田和男上田和男270-0023270-0023

松戸市八ヶ崎４松戸市八ヶ崎４‐‐1313‐‐3-2013-201℡℡047-343-5127047-343-5127（ご希（ご希

望により、望により、ご氏名、ご氏名、ご連絡先を記載いたしました）ご連絡先を記載いたしました）

2002(2002(平成平成14)14)年年1212月月1818同同((水水))、、午後午後11時時1515分、分、

千葉地方裁判所松戸支部で、千葉地方裁判所松戸支部で、知的障害者更生知的障害者更生((入入

所所))施設施設「しもふさ学園」「しもふさ学園」入所者上田和人入所者上田和人(38(38歳歳))のの

失明に係る民事裁判の第一回公判が開かれ、失明に係る民事裁判の第一回公判が開かれ、原告原告

上田雅世およぴ同上田和男の陳述が以下の通り行上田雅世およぴ同上田和男の陳述が以下の通り行

われた。われた。

上田雅世の陳述上田雅世の陳述

　　原告上田和人の母、原告上田和人の母、上田雅世です。上田雅世です。私が和人の私が和人の

異常に気づいたのは、異常に気づいたのは、次の経過からです。次の経過からです。私が以私が以

前、前、和人を学園に迎えに行った折り、和人を学園に迎えに行った折り、目の周りが目の周りが

真っ赤に腫れあがって顔はサッカー真っ赤に腫れあがって顔はサッカー・・ボールのよボールのよ

うにふくれて、うにふくれて、表情が硬く、表情が硬く、何かを恐れているよ何かを恐れているよ

うな様子がありました。うな様子がありました。私は手当たり次第に職員私は手当たり次第に職員

を掴まえて聞きましたが、を掴まえて聞きましたが、誰も答えてはくれませ誰も答えてはくれませ

んでした。んでした。そこで平成そこで平成88年年66月に和人を一時帰宅さ月に和人を一時帰宅さ

せたのですが、せたのですが、その時私は和人の目が充分に見えその時私は和人の目が充分に見え

ていないことを確認したのです。ていないことを確認したのです。和人は目が見え和人は目が見え

なくなったのに学園でこれに耐えて必死に生活しなくなったのに学園でこれに耐えて必死に生活し

ていたことを想像しますと、ていたことを想像しますと、ぞっとしました。ぞっとしました。そそ

して強い怒りがこみ上げてきました。して強い怒りがこみ上げてきました。仕事から仕事から

帰った夫に帰った夫に「和人の目が見えなくなっている」「和人の目が見えなくなっている」とと

叫んで泣き出してしまいました。叫んで泣き出してしまいました。

その晩すぐに学園に電話しましたが、その晩すぐに学園に電話しましたが、園長は不在園長は不在

でしたので、でしたので、宿直職員に事情を告げ、宿直職員に事情を告げ、園長への伝園長への伝

言を頼みました。言を頼みました。その晩は連絡がありませんでしその晩は連絡がありませんでし

た。た。翌朝園電話を待ちましたが、翌朝園電話を待ちましたが、待ちぼうけで、待ちぼうけで、私私

のほうから電話したところ、のほうから電話したところ、「いま電話しようとす「いま電話しようとす

るところだった」るところだった」「病院は親のほうで探してくれ」「病院は親のほうで探してくれ」

と他人事のように話しました。と他人事のように話しました。結局、結局、私達が何ヶ私達が何ヶ

所か病院を回り、所か病院を回り、ようやく最後に慈恵医大柏病院ようやく最後に慈恵医大柏病院

で診てくれることになったのです。で診てくれることになったのです。最初の診察の最初の診察の

時、時、園長は顔を見せず、園長は顔を見せず、その後も顔を見せませんその後も顔を見せません

でした。でした。あまりのことに強く抗議したところ、あまりのことに強く抗議したところ、十十

回目の診察の時ようやく見えましたが、回目の診察の時ようやく見えましたが、今後どの今後どの

ようにしていくという話は聞くことができませんようにしていくという話は聞くことができません

でした。でした。

平成平成99年正月、年正月、和人の居宅は半年になっていまし和人の居宅は半年になっていまし

たのでたので「いつまで居宅させておくつもりなのか」「いつまで居宅させておくつもりなのか」とと

間いただし、間いただし、ようやく和人は学園に戻ることにようやく和人は学園に戻ることに

なったのです。なったのです。このように、このように、学園の対応には全く学園の対応には全く

誠意が感じられず、誠意が感じられず、無責任でした。無責任でした。「施設というと「施設というと

ころはお母さんのような細かい面倒は見られませころはお母さんのような細かい面倒は見られませ

ん」ん」と言われたことを特に重大にしています。と言われたことを特に重大にしています。ここ

れが施設の仕事に携わっている者の言葉でしょうれが施設の仕事に携わっている者の言葉でしょう

か。か。そして今日までそして今日まで「学園には「学園には1%1%の責任も無い、の責任も無い、

処遇の範囲外のことだ」処遇の範囲外のことだ」と言いつづけているのでと言いつづけているので

す。す。

　収容更生施設で親元から離れての生活は、　収容更生施設で親元から離れての生活は、本人本人

にとっては、にとっては、かなり厳しい生活であることは間違かなり厳しい生活であることは間違

いありません。いありません。しかし、しかし、親亡き後のことを考えま親亡き後のことを考えま

すと、すと、私達夫婦は施設を作るしかないと考え、私達夫婦は施設を作るしかないと考え、夫夫

が千葉県自閉症親の会有志に呼びかけて学園をつが千葉県自閉症親の会有志に呼びかけて学園をつ

くりました。くりました。こういった親達の願いに対して、こういった親達の願いに対して、学学

園の対応はあまりにもひどいと思いました。園の対応はあまりにもひどいと思いました。逃げ逃げ

て逃げて逃げまくっていると、て逃げて逃げまくっていると、母として直感しま母として直感しま

した。した。

和人は学園にいるときに視力を失いました。和人は学園にいるときに視力を失いました。そのその

ことが気づかれないまま、ことが気づかれないまま、和人は必死で耐えてい和人は必死で耐えてい

たのです。たのです。どうしてこのようなことになったのか、どうしてこのようなことになったのか、

どうして和人の視力が無くなるまでこれを防ぐこどうして和人の視力が無くなるまでこれを防ぐこ

とができなかったのか。とができなかったのか。このことについて学園かこのことについて学園か

らは一切の説明がありません。らは一切の説明がありません。私はこの裁判で施私はこの裁判で施

設が障碍者にとって安心できる生活の場でなげれ設が障碍者にとって安心できる生活の場でなげれ

ばならないことを訴えて行きたいのです。ばならないことを訴えて行きたいのです。施設に施設に

いる者の視力が無くなっていても、いる者の視力が無くなっていても、一切の責任は一切の責任は

無いと言い切るととは間違いだということを強く無いと言い切るととは間違いだということを強く

訴えて行きたいのです。訴えて行きたいのです。

学園も大変だということはよく分かります。学園も大変だということはよく分かります。しかしか

し、し、障碍者の生活が守られる場所が施設であると障碍者の生活が守られる場所が施設であると

いうことを、いうことを、私は分かってほしいのです。私は分かってほしいのです。

上田和男の陳述上田和男の陳述

　原告上田和人の父、　原告上田和人の父、上田和男です。上田和男です。これから陳これから陳

述します。述します。ただいま家内が申しあげたのと同じ感ただいま家内が申しあげたのと同じ感

想を持ちました。想を持ちました。それは誠意が感じられないといそれは誠意が感じられないとい

うことです。うことです。これは私達夫婦のだけの特別な感情これは私達夫婦のだけの特別な感情

でしょうか。でしょうか。どうして失明したのか、どうして失明したのか、失明まで行っ失明まで行っ

てしまったのか、てしまったのか、これは重大な論点ですが、これは重大な論点ですが、それそれ

に劣らず、に劣らず、誠意ということも重大です。誠意ということも重大です。学園はど学園はど

うおっしゃるか知りませんが、うおっしゃるか知りませんが、私たちはこれを感私たちはこれを感

じることができませんでした。じることができませんでした。入所施設である学入所施設である学

園が、園が、親代わりになって子供を看護してくれてい親代わりになって子供を看護してくれてい

ることには日頃十分感謝しています。ることには日頃十分感謝しています。入所施設で入所施設で

は、は、子供は生活の子供は生活の99割以上をその施設で過ごしま割以上をその施設で過ごしま

す。す。通所施設とは事情が違います。通所施設とは事情が違います。その入所施設その入所施設

で失明が起きました。で失明が起きました。これはとても重大なことでこれはとても重大なことで
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す。す。法律で定められている入所施設の制約や限界、法律で定められている入所施設の制約や限界、

また仕事の大変さも、また仕事の大変さも、私は施設をつくり、私は施設をつくり、施設に施設に

勤めたこともありますから、勤めたこともありますから、十今承知しておりま十今承知しておりま

す。す。にもかかわらず、にもかかわらず、敢えて訴訟を起こしました。敢えて訴訟を起こしました。

それは学園側の誠意の問題に帰着します。それは学園側の誠意の問題に帰着します。神聖な神聖な

職場である施設といえども、職場である施設といえども、神様でない人間のや神様でない人間のや

ることだから、ることだから、過ちもあるでしょう。過ちもあるでしょう。和人の失明和人の失明

も、も、そういう不完全な人間の過ちとして、そういう不完全な人間の過ちとして、不問に不問に

付すこともできたかもしれません。付すこともできたかもしれません。しかし、しかし、それそれ

は一にも二にも、は一にも二にも、学園側の態度如何にかかってい学園側の態度如何にかかってい

るのです。るのです。

裁判に踏み切るまでには、裁判に踏み切るまでには、いろいろと紆余曲折がいろいろと紆余曲折が

ありました。ありました。６年間も迷いに迷いました。６年間も迷いに迷いました。特にこ特にこ

のことを申しあげておきます。のことを申しあげておきます。前半の３年間は、前半の３年間は、

もっぱら福祉関係の領域の中で、もっぱら福祉関係の領域の中で、なんとか問題のなんとか問題の

解明や処理ができないものかという試行錯誤の３解明や処理ができないものかという試行錯誤の３

年間でした。年間でした。そのあいだ、そのあいだ、学園はもちろんのこと、学園はもちろんのこと、

福祉事務所や苦情処理機関、福祉事務所や苦情処理機関、相談機関などに行き相談機関などに行き

ました。ました。しかし、しかし、結局、結局、私達がいちばん知りたい私達がいちばん知りたい

と思っている、と思っている、失明がなせ防げなかったのか、失明がなせ防げなかったのか、ここ

のことについては全く何の回答も得ることができのことについては全く何の回答も得ることができ

ませんでした。ませんでした。

もう一つ特に申しあげたいのは、もう一つ特に申しあげたいのは、訴訟をためらっ訴訟をためらっ

た理由ですが、た理由ですが、それは施設に子供を預かってもそれは施設に子供を預かっても

らっているという、らっているという、親としての弱身です。親としての弱身です。人質に人質に

取られているという者もいます。取られているという者もいます。嫌なら出てって嫌なら出てって

くれと言われるのではないか、くれと言われるのではないか、子供に何か不利益子供に何か不利益

なことをされるんじゃないか、なことをされるんじゃないか、そういう心配です。そういう心配です。

これは、これは、どの親も感じていることで、どの親も感じていることで、声を挙げる声を挙げる

ことにタメライを覚えるのです。ことにタメライを覚えるのです。これは、これは、親だけ親だけ

が責められるぺき間題でしょうか。が責められるぺき間題でしょうか。訴訟に踏み訴訟に踏み

切った理由は、切った理由は、いくつかありますが、いくつかありますが、その一つは、その一つは、

このまま学園側の主張を正当と認め、このまま学園側の主張を正当と認め、ここで幕引ここで幕引

きをしてしまったら、きをしてしまったら、必ず第二第三の和人が出る必ず第二第三の和人が出る

こと、こと、それはゼッタイに防がなければならないとそれはゼッタイに防がなければならないと

いう思いです。いう思いです。

本日は学園からも数名傍聴に見えていますので、本日は学園からも数名傍聴に見えていますので、

ハッキリ申しあげますが、ハッキリ申しあげますが、私達の感じたのは、私達の感じたのは、学学

園には自らを省みる姿勢がほとんど感じられず、園には自らを省みる姿勢がほとんど感じられず、

和人の失明を十字架として背負いながら、和人の失明を十字架として背負いながら、今後の今後の

入所者の処遇に生かそうというココロザシがまっ入所者の処遇に生かそうというココロザシがまっ

たく見られないことです。たく見られないことです。そして、そして、もう一つの理もう一つの理

由は、由は、和人は失明という大きな災難を我が身ひと和人は失明という大きな災難を我が身ひと

つに受け、つに受け、じっと耐えることで、じっと耐えることで、世間の人達の障世間の人達の障

害者に向けるマナザシ害者に向けるマナザシ((差別や偏見差別や偏見))に大きな反省に大きな反省

を迫り、を迫り、告発しているのだ。告発しているのだ。とすれば、とすれば、仮に私達仮に私達

夫婦が、夫婦が、後難を恐れたり、後難を恐れたり、煩わしさを避けたり、煩わしさを避けたり、簡簡

単に妥協してしまったり、単に妥協してしまったり、そういう親の側の身勝そういう親の側の身勝

手さを、手さを、誰よりも和人が絶対に許してはくれない。誰よりも和人が絶対に許してはくれない。

これが訴訟を決意した最最高の理由です。これが訴訟を決意した最最高の理由です。

和人はどうして失明したのか、和人はどうして失明したのか、これは親であるかこれは親であるか

らには誰でも抱く当然な素朴な疑問です。らには誰でも抱く当然な素朴な疑問です。今回、今回、学学

学園と交渉の末に、学園と交渉の末に、やっと和人の生活記録の一部やっと和人の生活記録の一部

を見させていただきました。を見させていただきました。この記録によって、この記録によって、はは

じめて和人が目の周りを長期間叩いていたことをじめて和人が目の周りを長期間叩いていたことを

知りました。知りました。叩いたのは、叩いたのは、自閉症という障害のた自閉症という障害のた

めにパニックを起こし、めにパニックを起こし、それが自傷行為となったそれが自傷行為となった

のです。のです。このことによって目が見えなくなったこのことによって目が見えなくなった「外「外

傷性白内障」傷性白内障」との診断です。との診断です。或る日突然外圧が加或る日突然外圧が加

わったわった((ボクシングで目を叩かれたとか、ボクシングで目を叩かれたとか、殴られた殴られた

とかとか))のではありません。のではありません。そこで疑問が生じるのそこで疑問が生じるの

は、は、職員達は、職員達は、目を叩くことを知りながら、目を叩くことを知りながら、失明失明

するかもしれないという予見を持てなかったのか。するかもしれないという予見を持てなかったのか。

重度の知的障害のために、重度の知的障害のために、本人には目を叩くこと本人には目を叩くこと

によって失明するかもしれないという予見は持てによって失明するかもしれないという予見は持て

ません。ません。あるいは学園は自傷行為にどう対処したあるいは学園は自傷行為にどう対処した

のか、のか、こういう疑間はほとんど解明されないままこういう疑間はほとんど解明されないまま

でした。でした。自閉症による自傷行為で目を叩いたのだ自閉症による自傷行為で目を叩いたのだ

から、から、失明は失明は100100％％(100(100％ですよ％ですよ))本人の自閉症と本人の自閉症と

いう障害のためだ。いう障害のためだ。こういう言い方は、こういう言い方は、私に言わ私に言わ

せれば、せれば、致命的かつ基本的な誤りです。致命的かつ基本的な誤りです。なぜなら、なぜなら、

このような学園側の主張は、このような学園側の主張は、施設というものの存施設というものの存

在理由を、在理由を、学園自らの手で葬り去ることを意味し学園自らの手で葬り去ることを意味し

ます。ます。これでは施設なんか要らないではありませこれでは施設なんか要らないではありませ

んか。んか。障害があるからこそ施設に入るのです。障害があるからこそ施設に入るのです。障障

害の無い人が施設に入りますか。害の無い人が施設に入りますか。公的機関として、公的機関として、

税金で運営されている施設が、税金で運営されている施設が、杜会から付託され杜会から付託され

ている安全配慮義務や、ている安全配慮義務や、その他の重大な責務を、その他の重大な責務を、どど

う考えているのか。う考えているのか。失明の原因は失明の原因は100100％本人の責任％本人の責任

だという学園側の主張を全面的に否定します。だという学園側の主張を全面的に否定します。

施設というところは、施設というところは、家内が申したように、家内が申したように、基本基本

的な責務として、的な責務として、入所者の安全を守ることが第一入所者の安全を守ることが第一

です。です。このことをもう一度考え直してください。このことをもう一度考え直してください。社社

会自立のための訓練や指導も必要ですが、会自立のための訓練や指導も必要ですが、基本は基本は

入所者の安全です。入所者の安全です。

この裁判は、この裁判は、施設の在り方に対する、施設の在り方に対する、親と入所者親と入所者

からの警鐘であり警告であると受け止めてくださからの警鐘であり警告であると受け止めてくださ

い。い。この裁判が、この裁判が、和人だけでなく、和人だけでなく、入所者全体を入所者全体を

守ることにつながれば、守ることにつながれば、私達夫婦にとって望外の私達夫婦にとって望外の

喜びです。喜びです。是非そうなってほしいと願います。是非そうなってほしいと願います。

私達を非難する者は親達の中にもいます。私達を非難する者は親達の中にもいます。施設の施設の

中にもいます。中にもいます。しかし、しかし、一方で私に長い手紙をく一方で私に長い手紙をく

れて、れて、私達と同じ思いを訴える親もいます。私達と同じ思いを訴える親もいます。そうそう

いう手紙や電話が十人くらいから寄せられていまいう手紙や電話が十人くらいから寄せられていま

す。す。最後に、最後に、弱者の立場から考えろと、弱者の立場から考えろと、よく言わよく言わ

れます。れます。福祉の原点として。福祉の原点として。これは障害者福祉でこれは障害者福祉で
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あれ、あれ、老人福祉であれ同じです。老人福祉であれ同じです。しかしこれは実しかしこれは実

際にはなかなか難しいことです。際にはなかなか難しいことです。今回の学園の主今回の学園の主

張にも、張にも、この原点から逸脱していることがいくつこの原点から逸脱していることがいくつ

かあります。かあります。はたして学園側に、はたして学園側に、入所者の苦しみ入所者の苦しみ

や痛みを理解し、や痛みを理解し、共にその痛みや苦しみを分かち共にその痛みや苦しみを分かち

あうという心があったのでしょうか、あうという心があったのでしょうか、胸に手を当胸に手を当

ててよくよく考えていただきたい。ててよくよく考えていただきたい。終わります。終わります。

第二公判は第二公判は20032003年３月５日年３月５日((水）水）午前１１時より午前１１時より

下記で行われます。下記で行われます。傍聴して真実を知ってくださ傍聴して真実を知ってくださ

い。い。千葉地方裁判所松戸支部千葉地方裁判所松戸支部::℡℡047-368-5141 047-368-5141 松松

戸市戸市  岩瀬岩瀬  無番地無番地(JR(JR松戸駅より松戸駅より  徒歩徒歩1010分〉分〉

また、また、別紙で別紙で「裁判に臨む基本的考え」「裁判に臨む基本的考え」  もまいりもまいり

ましたので、ましたので、ご紹介したいと思います。ご紹介したいと思います。

１．１．親の会との関係親の会との関係・・文書発送の意図文書発送の意図

　過般、　過般、親の会の見解が県支部長より公表され裏親の会の見解が県支部長より公表され裏

した。した。他にも非公式ながら賛否両論とりまぜて私他にも非公式ながら賛否両論とりまぜて私

の耳に入っています。の耳に入っています。そこでこの際あらためて私そこでこの際あらためて私

達夫婦の基本的な考えを発表する必要を感じまし達夫婦の基本的な考えを発表する必要を感じまし

た。た。支部長見解は公平中立であり、支部長見解は公平中立であり、その良識に感その良識に感

謝するとともに、謝するとともに、今後とも是非この立場を堅持さ今後とも是非この立場を堅持さ

れるようお願い申しあげます。れるようお願い申しあげます。

施設に入っている自閉症児の一人の親としての立施設に入っている自閉症児の一人の親としての立

場から、場から、同じ自閉症児をもつ親の方々同じ自閉症児をもつ親の方々((施設入所と施設入所と

否とにかかわらず否とにかかわらず))に自閉症児の将来や親亡きのちに自閉症児の将来や親亡きのち

のことを考えていのことを考えてい  ただくヨスガとして、ただくヨスガとして、裁判に至裁判に至

るまでの試行錯誤の六年間で経験したこと…法にるまでの試行錯誤の六年間で経験したこと…法に

規定されている知的障害者入所更生施設で起きた規定されている知的障害者入所更生施設で起きた

事実、事実、法人法人((理事定員八名中親六名、理事定員八名中親六名、理事長は親理事長は親))

や学園の対応、や学園の対応、苦情処理についての法制上の間題苦情処理についての法制上の間題

および行政の態度などを知っていただきたいとのおよび行政の態度などを知っていただきたいとの

一念から、一念から、会員名簿を使わせていただいて、会員名簿を使わせていただいて、過日過日

会員諸賢に文書を郵送しました。会員諸賢に文書を郵送しました。このことが会にこのことが会に

御迷惑をおかけしたとすれば陳謝します。御迷惑をおかけしたとすれば陳謝します。

この裁判はあくまで和人この裁判はあくまで和人((自閉症自閉症・・学園入所者学園入所者))のの

失明に端を発し、失明に端を発し、学園処遇と失明との因果関係を学園処遇と失明との因果関係を

追求するものです。追求するものです。その意味ではあくまで上田和その意味ではあくまで上田和

人の意思を代弁する私達の個人的行動ですが、人の意思を代弁する私達の個人的行動ですが、しし

かし一歩考えを進めれば、かし一歩考えを進めれば、失明の原因を追求する失明の原因を追求する

過程で、過程で、「知的障害者」「知的障害者」施設で施設で「自閉症者」「自閉症者」をケアをケア

することから派生する問題点や、することから派生する問題点や、施設に入ってい施設に入ってい

ると否とを問わず自閉症児を取り巻く社会全体のると否とを問わず自閉症児を取り巻く社会全体の

厳しい状況などがあぶり出されてくると思います。厳しい状況などがあぶり出されてくると思います。

この状況が改まらないかぎり、この状況が改まらないかぎり、学校の段階を終え学校の段階を終え

た自閉症児の将来にはイバラの道が待ち構えていた自閉症児の将来にはイバラの道が待ち構えてい

ることは間違いありません。ることは間違いありません。

また学園という一個の組織内の出来事として捉えまた学園という一個の組織内の出来事として捉え

た場合でも、た場合でも、「第二第三の和人を出してはならな「第二第三の和人を出してはならな

い」い」という警告の意味もあります。という警告の意味もあります。なぜなら学園なぜなら学園

の意識や主張の意識や主張((後述後述))が変わらないかぎり、が変わらないかぎり、入所者入所者

に別の形であれ事故がおきるのは必定であるといに別の形であれ事故がおきるのは必定であるとい

う危機感を持ちます。う危機感を持ちます。和人の事例は厳しくも生々和人の事例は厳しくも生々

しい検証の場しい検証の場((裁判裁判))に持ち込まれざるを得ず、に持ち込まれざるを得ず、そそ

の意味を親の皆さんに考えて頂くことにも何らかの意味を親の皆さんに考えて頂くことにも何らか

の意味があると考えました。の意味があると考えました。

他意はありません他意はありません・・・・・・学園を虐めてやろうとか、学園を虐めてやろうとか、

平地に波乱を起こそうとか、平地に波乱を起こそうとか、金を取ろうとか、金を取ろうとか、親親

の会を巻き込もうとかの会を巻き込もうとか・・・・・・（ただし私の真意をご（ただし私の真意をご

理解の上で個人的に支援していただいている親や理解の上で個人的に支援していただいている親や

第三者第三者（現在十数名〉（現在十数名〉の方々の御意志は有り難くの方々の御意志は有り難く

頂戴します頂戴します))。。

２．２．物事の批判物事の批判

県支部幹部の発言で私の耳に入ったことは、県支部幹部の発言で私の耳に入ったことは、いわいわ

くく「勝手に名簿を使うのは除名処分にあたる重大「勝手に名簿を使うのは除名処分にあたる重大

な違反行為だ」、な違反行為だ」、いわくいわく「学園に何千万円もの金が「学園に何千万円もの金が

ないことは上田が一番よく知っているはずではなないことは上田が一番よく知っているはずではな

いかいか（損害賠償金のこと）」（損害賠償金のこと）」いわくいわく「お世話になっ「お世話になっ

ている施設に訴訟を起こすなど人の道に反する」ている施設に訴訟を起こすなど人の道に反する」

いわくいわく「イサカイは真の解決をもたらさない」「イサカイは真の解決をもたらさない」等々等々

でした。でした。こういう非難はもちろん私の不徳のいたこういう非難はもちろん私の不徳のいた

すところと反省すぺき部分もあります。すところと反省すぺき部分もあります。しかしあしかしあ

えて一般論として言わせていただけば、えて一般論として言わせていただけば、第三者と第三者と

して物事の判断や批判をする場合に欠かせないのして物事の判断や批判をする場合に欠かせないの

は、は、あらかじめ当事者両方から充分な取材をしてあらかじめ当事者両方から充分な取材をして

からにすべきだということではないでしょうか。からにすべきだということではないでしょうか。

この原則に照らせば、この原則に照らせば、一方の当事者である私達は一方の当事者である私達は

直接取材を受けたことは一回もなく、直接取材を受けたことは一回もなく、欠席裁判さ欠席裁判さ

れているような気分です。れているような気分です。

３．３．  国民からの付託国民からの付託（公的機関として学園に問い（公的機関として学園に問い

　　　　　　　　　　　　　　　　　たいこと）　　　　　　　　　　　　　　　　　たいこと）

和人の失明について過去６年間の折衝のなかで園和人の失明について過去６年間の折衝のなかで園

長からいくつかの重大な発言がありました。長からいくつかの重大な発言がありました。いわいわ

くく「施設はお母さんのようなキメ細かい面倒はみ「施設はお母さんのようなキメ細かい面倒はみ

られない」られない」いわくいわく「失明は「失明は100%100%和人の自閉症障害和人の自閉症障害

が原因で、が原因で、学園の処遇のレベルで起きたことでは学園の処遇のレベルで起きたことでは

ない」ない」など。など。ならば間いたい…施設の存在理由やならば間いたい…施設の存在理由や

存在基盤を理事長長はどう考えるのか？存在基盤を理事長長はどう考えるのか？  措置費と措置費と

いう税金いう税金((公金公金))で運営されているということは、で運営されているということは、

施設は法人立といえども公的機関の役割を担って施設は法人立といえども公的機関の役割を担って

いること、いること、国民から国民からSOMETHINGSOMETHINGを付託されているを付託されている

ことを意味します。ことを意味します。

SOMETHINGSOMETHINGのうちののうちの「入所者の安全配慮義務」「入所者の安全配慮義務」（施（施

設の債務設の債務))は最上位に位するものです裁判がこれは最上位に位するものです裁判がこれ

（債務不履行）（債務不履行）を重要な争点としているのはそのたを重要な争点としているのはそのた

めです。めです。「国民からの付託」「国民からの付託」やや「施設の存在理由」「施設の存在理由」

についての正しい認識があれば、についての正しい認識があれば、上記のような言上記のような言
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葉が出る筈はありません。葉が出る筈はありません。また福祉のプロとしてまた福祉のプロとして

のプライドを自ら放棄しています。のプライドを自ら放棄しています。

障害のない者が施設を必要とするか？…このこと障害のない者が施設を必要とするか？…このこと

を厳しく問い質すための裁判です。を厳しく問い質すための裁判です。

４．４．  試行錯誤の６年間試行錯誤の６年間

　さきに述べた　さきに述べた「試行錯誤の６年間を是非とも親「試行錯誤の６年間を是非とも親

の皆さんに知っていただきたい…まず初めに裁判の皆さんに知っていただきたい…まず初めに裁判

ありき」ありき」ではなかったことを。ではなかったことを。和人の失明を知っ和人の失明を知っ

た時点から、た時点から、福祉の領域でこの問題の究明や解決福祉の領域でこの問題の究明や解決

が出来ないものかと、が出来ないものかと、あらゆる手段を用いました。あらゆる手段を用いました。

その結果、その結果、福祉施設で起きたことを検証し審判す福祉施設で起きたことを検証し審判す

る機能をどの機関も持たない…悲しい現実に直面る機能をどの機関も持たない…悲しい現実に直面

しました。しました。また、また、話し合いたいという学園の希望話し合いたいという学園の希望

で面談しても、で面談しても、話のスタートは話のスタートは「まず失明ありき」「まず失明ありき」

で、で、「なぜ失明したのか「なぜ失明したのか??」」という親の疑問から目という親の疑問から目

をそらさせようとの意図が丸見えでした。をそらさせようとの意図が丸見えでした。「既成事「既成事

実としての失明」実としての失明」という前提を堅持しつつという前提を堅持しつつ「自閉「自閉

症＋失明という二重のハンデを持つ和人をこれか症＋失明という二重のハンデを持つ和人をこれか

らどう面倒みてあげられるか」らどう面倒みてあげられるか」という恩恵的態度という恩恵的態度

に終始することによって問題の焦点をずらそうとに終始することによって問題の焦点をずらそうと

躍起になっていました。躍起になっていました。こういう態度を崩さないこういう態度を崩さない

学園の硬い鎧の前には、学園の硬い鎧の前には、当事者同士だけの誘し合当事者同士だけの誘し合

いは無駄であり、いは無駄であり、唯一の救済措置としての唯一の救済措置としての「民事「民事

訴訟」訴訟」に辿り着くしかないという結論が生まれたに辿り着くしかないという結論が生まれた

のです。のです。

５．５．裁判になったことを遺憾に思っているのは誰裁判になったことを遺憾に思っているのは誰

　　　　　　　　　　よりも私達夫婦なのです。　　　　　　　　　　よりも私達夫婦なのです。

事が国家機関事が国家機関((裁判所裁判所))に委ねられた以上、に委ねられた以上、原告陳原告陳

述も学園側の主張も、述も学園側の主張も、その信憑性が間われ、その信憑性が間われ、処罰処罰

の対象になります。の対象になります。当方の弁護士は千葉県の設置当方の弁護士は千葉県の設置

したした「障害者人権「障害者人権110110番」番」紹介の方であることに紹介の方であることに

私達は重大な意味を見出しております。私達は重大な意味を見出しております。なぜなら、なぜなら、

県県・・市には施設の管理監督責任があるからです。市には施設の管理監督責任があるからです。ここ

れも問われなけれぱなりません。れも問われなけれぱなりません。

６．６．実りある議論を実りある議論を

支部長御指摘のように、支部長御指摘のように、この裁判は必ず実りあるこの裁判は必ず実りある

議論を生むだろうし、議論を生むだろうし、学園にとっても学園にとっても「苦い良薬」「苦い良薬」

となるだろうし、となるだろうし、多くの人に考える機会を与える多くの人に考える機会を与える

だろうと信じています。だろうと信じています。「契約時代」「契約時代」を迎え、を迎え、原告原告

も被告もそのように努力すべきです。も被告もそのように努力すべきです。裁判の意味裁判の意味

もここにあります。もここにあります。会員の皆様に再び文書をお届会員の皆様に再び文書をお届

けすることを御了承ください。けすることを御了承ください。以上です。以上です。

最後までお読みくださりありがとうございました。最後までお読みくださりありがとうございました。

(k-pro(k-proメーリングリストよりメーリングリストより))

日本自閉症協会　関係各位日本自閉症協会　関係各位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NHKNHK教養番組福祉番組班教養番組福祉番組班

拝啓拝啓

時下ますます御清栄の事とお慶び申し上げます。時下ますます御清栄の事とお慶び申し上げます。

日ごろから日ごろからNHKNHKの番組に多大なご協力を頂き誠にの番組に多大なご協力を頂き誠に

ありがとうございます。ありがとうございます。

　私どもでは今年の　私どもでは今年の44月から、月から、これまでの福祉番これまでの福祉番

組組「にんげんゆうゆう」「にんげんゆうゆう」（教育テレビ（教育テレビ1919：：3030～～1919：：

5959放送中）放送中）を刷新し下記のを刷新し下記の「福祉ネットワーク」「福祉ネットワーク」をを

放送致します。放送致します。この中で毎週水曜日にはこの中で毎週水曜日には「子ども「子ども

の相談室」の相談室」と題して、と題して、障害のあるお子さんや難病障害のあるお子さんや難病

のお子さんとその御家族に向けての番組を放送すのお子さんとその御家族に向けての番組を放送す

ることになりました。ることになりました。子育てに役立つ情報、子育てに役立つ情報、親の親の

会の活動やネットワークの紹介、会の活動やネットワークの紹介、また福祉や医療また福祉や医療

の様々な問題点なども取り上げたいと思っておりの様々な問題点なども取り上げたいと思っており

ます。ます。そこで手記募集のお願いです。そこで手記募集のお願いです。下記のよう下記のよう

にに「うちの子どもは世界一」「うちの子どもは世界一」と題する手記とお子と題する手記とお子

さんの写真を皆様にお寄せいただきたいと考えてさんの写真を皆様にお寄せいただきたいと考えて

います。います。日々の育児や生活の中でどのような喜び日々の育児や生活の中でどのような喜び

や幸せを感じておられるのか、や幸せを感じておられるのか、そのかけがえのなそのかけがえのな

さをお書きいただければと存じます。さをお書きいただければと存じます。番組の中で番組の中で

ご紹介させていただく可能性がありますご紹介させていただく可能性があります（すべて（すべて

をご紹介はできませんので予めご了解下さい）。をご紹介はできませんので予めご了解下さい）。締締

め切りはありませんが、め切りはありませんが、33月上旬までにお送り頂け月上旬までにお送り頂け

るとると44月の放送に間に合います。月の放送に間に合います。この募集についこの募集につい

て関係者の方々に、て関係者の方々に、お知らせいただければ幸いでお知らせいただければ幸いで

す。す。お忙しいところ申し訳ありませんがどうぞよお忙しいところ申し訳ありませんがどうぞよ

ろしくお願い申し上げます。ろしくお願い申し上げます。

記記

【放送番組】　福祉ネットワーク【放送番組】　福祉ネットワーク「子どもの相談室」「子どもの相談室」

【放送日時】　教育テレビ　毎週水曜日　【放送日時】　教育テレビ　毎週水曜日　

　　　　　　　　　　 20 20：：0000～～2020：：2929（初回は（初回は4/94/9））

【手記募集】　テーマ【手記募集】　テーマ「うちの子どもは世界一」「うちの子どもは世界一」

　　400400字詰め原稿用紙字詰め原稿用紙22枚程度　手書きでもワープ枚程度　手書きでもワープ

ロでも構いません。ロでも構いません。お子さんやご家族のベストお子さんやご家族のベスト

ショットを数枚。ショットを数枚。なお写真は返却いたしません。なお写真は返却いたしません。

【送付先】【送付先】

〒〒150-8001150-8001　　NHKNHK教養番組部教養番組部「福祉ネットワーク「福祉ネットワーク・・

子ども相談室」子ども相談室」係また下記の番組ホームページか係また下記の番組ホームページか

ら入っていただき、ら入っていただき、メールでお寄せいただくことメールでお寄せいただくこと

も可能です。も可能です。http://www.nhk.or.jp/fukushi/http://www.nhk.or.jp/fukushi/

応募の際は、応募の際は、住所住所・・氏名氏名・・電話番号をお書き添え電話番号をお書き添え

下さい下さい

【担当】　【担当】　NHKNHK番組制作局教養番組番組制作局教養番組

　　　福祉番組班　　℡　　　　福祉番組班　　℡　03-5455-294403-5455-2944

お 知 ら せお 知 ら せ



社団法人日本自閉症協会社団法人日本自閉症協会                                                    奈良県支部ニュース奈良県支部ニュース

88

社会福祉法人北摂杉の子会社会福祉法人北摂杉の子会

大阪府自閉症大阪府自閉症・・発達障害支援センタ－発達障害支援センタ－

　　　　　　　　　　　　　アクトおおさか　　　　　　　　　　　　　アクトおおさか

　アクトおおさかは、　アクトおおさかは、大阪府が国の補助を受け、大阪府が国の補助を受け、社社

会福祉法人北摂杉の子会に委託した会福祉法人北摂杉の子会に委託した「自閉症「自閉症・・発発

達障害支援センター事業」達障害支援センター事業」として、として、大阪府下の関大阪府下の関

係機関との連携のもと、係機関との連携のもと、自閉症や関連する発達障自閉症や関連する発達障

害をもつ人たちへの生涯にわたる支援システムの害をもつ人たちへの生涯にわたる支援システムの

構築をめざしたモデル事業を行います。構築をめざしたモデル事業を行います。

【事業内容］【事業内容］

①ご家族への相談支援事業①ご家族への相談支援事業

自閉症等の障害をもつご本人やご家族からのさま自閉症等の障害をもつご本人やご家族からのさま

ざまなご相談について、ざまなご相談について、ご助言や情報の提供を行ご助言や情報の提供を行

います。います。※来所でのご相談は、※来所でのご相談は、事前にお電話でお事前にお電話でお

申し込みください。申し込みください。

②療育支援モデル手業②療育支援モデル手業

市町村障害福祉課等との連携の下、市町村障害福祉課等との連携の下、知的障害児通知的障害児通

園施設等の療育機関から依頼を受けて、園施設等の療育機関から依頼を受けて、保育保育・・療療

育担当者の研修、育担当者の研修、巡回相談等を組織的に行います。巡回相談等を組織的に行います。

③学校教育支援モデル事業③学校教育支援モデル事業

府府・・市町村教育委員会との連携の下、市町村教育委員会との連携の下、自閉症等の自閉症等の

児童児童・・生徒への特別支援教育を推進するための教生徒への特別支援教育を推進するための教

員の専門研修、員の専門研修、学校巡回相談を組織的に行います。学校巡回相談を組織的に行います。

④就労支援コンサルテーション事業④就労支援コンサルテーション事業

就労支援を行っている授産施設等に対する相談や就労支援を行っている授産施設等に対する相談や

助言を行います。助言を行います。府障害者職業センター、府障害者職業センター、

知的障害者厚生相談所等との連携知的障害者厚生相談所等との連携・・協同の下に就協同の下に就

労支援に関する相談を行います。労支援に関する相談を行います。

⑤地域生活支援コンサルテーション事業⑤地域生活支援コンサルテーション事業

地域生活支援事業を実施している知的碑青者入地域生活支援事業を実施している知的碑青者入

所所・・通所更生施施設等の職員、通所更生施施設等の職員、地域療育等支援事地域療育等支援事

業のコーディネーター等から依頼を受けて、業のコーディネーター等から依頼を受けて、自閉自閉

症等の利用者の地域生活支援に関する相談や助言症等の利用者の地域生活支援に関する相談や助言

を行います。を行います。

⑥余暇支援モデル事業⑥余暇支援モデル事業

ガイドヘルパー、ガイドヘルパー、ボランティア等に対して、ボランティア等に対して、自閉自閉

症の特性の理解や特性に合わせた支援についての症の特性の理解や特性に合わせた支援についての

研修会を実施します。研修会を実施します。

⑦自閉症についての啓発⑦自閉症についての啓発・・研修事業研修事業

「自閉症」「自閉症」についての正しい理解や支援の方法を広についての正しい理解や支援の方法を広

く知っていただくために、く知っていただくために、ご家族や福祉ご家族や福祉・・保健保健・・医医

療療・・教育教育・・就労等の関係施設就労等の関係施設・・機関の方々に対し機関の方々に対し

て研修を行います。て研修を行います。啓発のためのパンフレット作啓発のためのパンフレット作

成や自閉症に関するデータバンクの作成を行いま成や自閉症に関するデータバンクの作成を行いま

す。す。

⑧連絡協議会の運営⑧連絡協議会の運営

松心園や府内の関係機関の関係者で構成される連松心園や府内の関係機関の関係者で構成される連

絡協議会を運営し、絡協議会を運営し、自閉症等の人たちのための総自閉症等の人たちのための総

合的な支援システムのあり方を検討し、合的な支援システムのあり方を検討し、関係機関関係機関

のネットワークの構築のネットワークの構築・・連携強化を図ります。連携強化を図ります。

［問い合わせ］［問い合わせ］

時間時間：：月曜日～金曜日の午前月曜日～金曜日の午前99時～午後時～午後55時時

連絡先連絡先：：

〒〒569569－－11411141大阪府高槻市氷室町大阪府高槻市氷室町11丁目丁目1414－－2727

大阪府自閉症大阪府自閉症・・発達障害支援センター発達障害支援センター（アクトお（アクトお

おさか）おさか）

TELO72-697-4800TELO72-697-4800　　　　　　FAXO72-697-4801FAXO72-697-4801

EEメール　メール　act-osaka@nifty.comact-osaka@nifty.com

交通案内交通案内：：JRJR摂津富田駅摂津富田駅（（JRJR大阪駅から普通電車大阪駅から普通電車

でで2020分）分）下車。下車。徒歩約徒歩約1515分、分、

　もしくは、　もしくは、市バス市バス（①乗り場より、（①乗り場より、7171関西大学、関西大学、

7272奈佐原、奈佐原、7373萩谷、萩谷、7575萩谷運動公園方面行き）萩谷運動公園方面行き）乗乗

車約車約55分．分．巡礼橋下車、巡礼橋下車、東へ徒歩約東へ徒歩約55分。分。

☆奈良の自閉症☆奈良の自閉症・・発達支援センターを考えるため発達支援センターを考えるため

にもよい機会です。にもよい機会です。多くの奈良県支部の会員参加多くの奈良県支部の会員参加

を望みます。を望みます。今みなさんが悩んでいることの良い今みなさんが悩んでいることの良い

ヒントがあるように思います。ヒントがあるように思います。　河村　河村

平成平成1515年年22月月1010日日

関係各位関係各位

　　　　　　　　　　社会福祉法人北摂杉の子会　　　　　　　　　　社会福祉法人北摂杉の子会

　　　　　　　　　　理事長　　　今村　　　　　　　　　　理事長　　　今村

大阪府自閉症大阪府自閉症・・発達障害支援センター発達障害支援センター

　　　　　　　　（アクトおおさか）　　　　　　　　（アクトおおさか）

開設記念講演会のご案内開設記念講演会のご案内

拝啓拝啓

　初春の候　ますますご清祥のこととお喜び申し　初春の候　ますますご清祥のこととお喜び申し

上げます。上げます。平素は当法人、平素は当法人、大阪府自閉症大阪府自閉症・・発達障発達障

害支援センター害支援センター（アクトおおさか）（アクトおおさか）の運営に対しの運営に対し

まして、まして、ご理解とご尽力を賜り、ご理解とご尽力を賜り、厚くお礼申し上厚くお礼申し上

げます。げます。

　さて、　さて、厚生労働省は、厚生労働省は、自閉症自閉症・・発達障害をもつ発達障害をもつ

人達に対する支援を目的として、人達に対する支援を目的として、今年度全国に今年度全国に1111

ケ所の自閉症ケ所の自閉症・・発達障害支援センターの創設を決発達障害支援センターの創設を決

定しました。定しました。大阪府では昨年度から同センターの大阪府では昨年度から同センターの

府内設置に向けて、府内設置に向けて、国との協議を行ってきました国との協議を行ってきました

が、が、今年度開設の内示を受けました。今年度開設の内示を受けました。大阪府より大阪府より

当法人に同センターの事業委託を受け、当法人に同センターの事業委託を受け、現在まで現在まで

特に小特に小・・中学校教員研修や学校巡回相談事業を実中学校教員研修や学校巡回相談事業を実

施してきたところでございます。施してきたところでございます。

　今回大阪府自閉症　今回大阪府自閉症・・発達障害支援センター発達障害支援センター（ア（ア

クトおおさか）クトおおさか）の開設を記念し、の開設を記念し、また自閉症また自閉症・・発発
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以下は宮崎支部のホームページに載っていますが、以下は宮崎支部のホームページに載っていますが、

ここ何年か宮崎、ここ何年か宮崎、佐賀、佐賀、千葉、千葉、北海道、北海道、等ではア等ではア

クティブに自閉症の研修活動がされています。クティブに自閉症の研修活動がされています。

そろそろ、そろそろ、奈良県支部でも助成を獲得して、奈良県支部でも助成を獲得して、海外海外

講師招聘事業をしたいですね。講師招聘事業をしたいですね。派遣留学事業でも派遣留学事業でも

いいですが。いいですが。どこも２～３年前から準備をしていどこも２～３年前から準備をしてい

るらしく、るらしく、皆さんの中で、皆さんの中で、語学堪能語学堪能（英語でよい）（英語でよい）

な方で講師の折衝係をつとめてくれる方はいませな方で講師の折衝係をつとめてくれる方はいませ

んか。んか。ちなみに先の佐々木正美氏を奈良に呼ぶのちなみに先の佐々木正美氏を奈良に呼ぶの

に２年前から交渉されたということです。に２年前から交渉されたということです。

それはさておき、それはさておき、自腹を切ってでも下記の研修を自腹を切ってでも下記の研修を

してみようという奈良県の障害児に携わる先生やしてみようという奈良県の障害児に携わる先生や

関係者はいないですかね。関係者はいないですかね。海外に出かけるとおも海外に出かけるとおも

えば安いと思いますが。えば安いと思いますが。（河村）（河村）

☆☆「「PECSPECS（ペクス）（ペクス）コミュニケーション指導法講コミュニケーション指導法講

習会」習会」

　　　　アンディ＝ボンディ博士　　　　アンディ＝ボンディ博士

　　　　ロリ＝フロスト女史　　　　ロリ＝フロスト女史

期　日期　日：：　　  第第11回回（大阪（大阪：：WTCWTCホール）ホール）

  平成平成 1515年年1111月月2323日日（日）（日）～～2424日日（月（月・・祝）祝）

第第22回回（東京（東京：：サイエンスホール）サイエンスホール）

平成平成 1515年年1111月月 2929日日（土）（土）～～3030日日（日）（日）

定　員定　員：：  各会場各会場200200名名

講　師講　師：：  アンディ＝ボンディ博士アンディ＝ボンディ博士

　　　　ロリ＝フロスト女史　　　　ロリ＝フロスト女史

達障害をもつ人達の支援に関わる方々とともに、達障害をもつ人達の支援に関わる方々とともに、

自閉症自閉症・・発達障害支援センターの機能と役割、発達障害支援センターの機能と役割、今今

後の支援やそのシステムのあり方についての共通後の支援やそのシステムのあり方についての共通

理解を深める場として、理解を深める場として、別紙ご案内のとおり、別紙ご案内のとおり、開開

設記念講演会を計画いたしました。設記念講演会を計画いたしました。

　つきましては、　つきましては、開設記念講演会の趣旨につきま開設記念講演会の趣旨につきま

してご理解とご支援をお願い申し上げますとともしてご理解とご支援をお願い申し上げますととも

に、に、是非とも貴団体の関係の方々にご案内下さい是非とも貴団体の関係の方々にご案内下さい

ますよう、ますよう、お願い申し上げる次第でございます。お願い申し上げる次第でございます。何何

卒ご高配の程、卒ご高配の程、宜しくお願い申し上げます。宜しくお願い申し上げます。　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

大阪府自閉症大阪府自閉症・・発達障害支援センター発達障害支援センター（アクトお（アクトお

おさか）おさか）開設記念講演会開設記念講演会

　厚生労働省は、　厚生労働省は、自閉症自閉症・・発達障害をもつ人たち発達障害をもつ人たち

に対する支援を目的として、に対する支援を目的として、今年度全国に今年度全国に1212ケ所ケ所

の自閉症の自閉症・・発達障害支援センターの創設を決定し発達障害支援センターの創設を決定し

ました。ました。社会福祉法人北摂杉の子会は、社会福祉法人北摂杉の子会は、大阪府よ大阪府よ

り同センターの事業委託を受け、り同センターの事業委託を受け、下記の通り開設下記の通り開設

記念講演会を計画いたしました。記念講演会を計画いたしました。多くの方々のご多くの方々のご

参加をお待ち申し上げます。参加をお待ち申し上げます。

【日時】【日時】平成平成1515年年33月月2525日日（火）（火）1010：：0000～～1616：：0000

プログラムプログラム：：

99：：4545開場開場

1010：：0000開会挨拶　大阪府開会挨拶　大阪府

1010：：1515記念講演記念講演

「自閉症の人とのバリアフリー」「自閉症の人とのバリアフリー」川崎医鹿福祉大学川崎医鹿福祉大学

　　　　　　　　　　　　　　教授佐々木正美氏　　　　　　　　　　　　　　教授佐々木正美氏

1212：：0000昼食休憩昼食休憩

1313：：0000実践報告と提言実践報告と提言

・・「成人期からの提言」　「成人期からの提言」　

　萩の杜地域支援部部長　佐々木寛昭　萩の杜地域支援部部長　佐々木寛昭

・・「学校教育現場からの提言と実践報告」「学校教育現場からの提言と実践報告」

　高瀬市教育委員会学校教育部指導課　高瀬市教育委員会学校教育部指導課

　主幹　皆川　善行氏　主幹　皆川　善行氏

　高槻市立三箇牧小学校　高槻市立三箇牧小学校・・高槻小学校高槻小学校

・・「大阪府自閉症「大阪府自閉症・・発達障害支援センターのめざす発達障害支援センターのめざす

もの」もの」

大坂府自閉症大坂府自閉症・・発達障害支援センター発達障害支援センター

　　　　　　　　　　　　　センター長新澤伸子　　　　　　　　　　　　　センター長新澤伸子

1414：：3030　休憩　休憩

1414：：4545　シンポジウム　シンポジウム

「自閉症の人たちの支援システム構築をめざして」「自閉症の人たちの支援システム構築をめざして」

司会萩の杜施設長　松上　利男司会萩の杜施設長　松上　利男

シンポジスト　佐々木　正美氏シンポジスト　佐々木　正美氏・・皆川　善行氏皆川　善行氏・・

　　　　　　　　　　　　　　  新澤　伸子氏新澤　伸子氏

1616：：0000　閉会　閉会

会場会場：：エルエル・・大阪大阪（大阪府立労働会館）（大阪府立労働会館）

　　　　大阪市中央区北浜東　　　　大阪市中央区北浜東33－－1414　　TelTel））06-06-

6942-00016942-0001

●京阪電車●京阪電車・・地下鉄谷町線地下鉄谷町線「天満橋駅」「天満橋駅」から西へから西へ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　300m300m

●京阪電車●京阪電車・・地下鉄堺筋線地下鉄堺筋線「北浜駅」「北浜駅」3030番出口か番出口か

　　　　　　　　　　　　　　　　　ら東へ　　　　　　　　　　　　　　　　　ら東へ350m350m

主催主催：：社会福祉法人北摂杉の子会社会福祉法人北摂杉の子会

後援後援：：（予定）（予定）大阪府教育委員会、大阪府教育委員会、日本自閉症協会日本自閉症協会

大阪府支部、大阪府支部、大阪知的障害者福祉協会大阪知的障害者福祉協会

大阪知的障害者育成会、大阪知的障害者育成会、朝日新聞厚生文化事業団、朝日新聞厚生文化事業団、

NHKNHK厚生文化事業団近畿支局、厚生文化事業団近畿支局、サンケイ新聞厚生文サンケイ新聞厚生文

化事業団化事業団

参加料参加料：：無料。無料。事前の参加申し込みは不要です。事前の参加申し込みは不要です。

問い合わせ先問い合わせ先：：高槻市氷室町高槻市氷室町11丁目丁目14-2714-27大阪府自大阪府自

閉症閉症・・発達障害支援センター発達障害支援センター（アクトおおさか）（アクトおおさか）

TELTEL：：O72-697-4800O72-697-4800　　　　FAXFAX：：O72-697-4801O72-697-4801
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受講料受講料：：  各会場　各会場　55万円万円（資料代、（資料代、教材費、教材費、全通全通

訳費含む）訳費含む）

受講資格受講資格：：  自閉症支援に携わる人自閉症支援に携わる人（受講審査なし）（受講審査なし）

内　容内　容：：  （理論と実技講習会）（理論と実技講習会）

　自閉症の子どもたちにとってコミュニケーショ　自閉症の子どもたちにとってコミュニケーショ

ンの力をつけることは、ンの力をつけることは、将来を生き抜く力の中核将来を生き抜く力の中核

となるもので、となるもので、教育上非常に重要な比重を占めま教育上非常に重要な比重を占めま

す。す。視覚支援を用いながら、視覚支援を用いながら、コミュニケーションコミュニケーション

の力をつけるために開発されたの力をつけるために開発されたPECSPECS（ペクス）（ペクス）は、は、

TEACCHTEACCHプログラムにインスピレーションを得、プログラムにインスピレーションを得、応応

用行動分析をもとに開発された指導法で、用行動分析をもとに開発された指導法で、大変明大変明

快でだれにでも使いやすいマニュアルができあ快でだれにでも使いやすいマニュアルができあ

がっています。がっています。現在欧米を中心に爆発的に広がっ現在欧米を中心に爆発的に広がっ

ていて、ていて、TEACCHTEACCHプログラムの本拠地であるノースプログラムの本拠地であるノース

カロライナ州でも広く使われるようになって来まカロライナ州でも広く使われるようになって来ま

した。した。今回のそれいゆセミナーが、今回のそれいゆセミナーが、日本初の講習日本初の講習

会となりますので、会となりますので、開発者であるボンディ博士開発者であるボンディ博士・・フフ

ロスト氏は快く来日を承諾してくださいました。ロスト氏は快く来日を承諾してくださいました。

お二人とも、お二人とも、日本の皆さんにお伝えし、日本の皆さんにお伝えし、少しでも少しでも

自閉症の子どもたちの教育に役に立ちたいと、自閉症の子どもたちの教育に役に立ちたいと、今今

から大変楽しみにしてくださっています。から大変楽しみにしてくださっています。カラフカラフ

ルで使いやすい教材も開発され、ルで使いやすい教材も開発され、両講師ともに軽両講師ともに軽

妙でわかりやすい講義をしてくださいます。妙でわかりやすい講義をしてくださいます。実技実技

講習もあります。講習もあります。教材の販売も予定されています。教材の販売も予定されています。

ふるってご参加ください。ふるってご参加ください。※※  全通訳付です。全通訳付です。※　※　

受講をご希望の方はお問い合わせください。受講をご希望の方はお問い合わせください。　　　　

　それいゆ相談センター　それいゆ相談センター

FAX 0952-36-8752FAX 0952-36-8752　　

E-mail autism@po.saganet.ne.jpE-mail autism@po.saganet.ne.jp

☆☆「「TEACCHTEACCH２デイ基礎講座」２デイ基礎講座」

ゲーリー＝メジボブ博士ゲーリー＝メジボブ博士

期　日期　日：：  平成平成1515年年1111月月22日日（日）（日）～～33日日（月（月・・祝）祝）

　　　　　　　　9:009:00受付～受付～17:0017:00終了終了

会　場会　場：：  アバンセホールアバンセホール

　　　　（予定　　　　（予定；；変更の可能性あり）変更の可能性あり）

定　員定　員：：  ２００名２００名

講　師講　師：：  ゲーリーゲーリー==メジボブ博士　キャシー＝メジボブ博士　キャシー＝

ハーセイ女史ハーセイ女史

受講料受講料：： 25,000 25,000円円（資料代、（資料代、通訳費含む）通訳費含む）

受講資格受講資格：：  自閉症支援に携わる人自閉症支援に携わる人（受講審査なし）（受講審査なし）

内　容内　容：：  自閉症の基本的な理解から、自閉症の基本的な理解から、自閉症支援自閉症支援

の基礎について、の基礎について、自閉症教育の世界的権威である自閉症教育の世界的権威である

メジボブ博士じきじきに、メジボブ博士じきじきに、教授いただきます。教授いただきます。まま

た、た、TEACCHTEACCHプログラムについても、プログラムについても、根本的に学ぶ根本的に学ぶ

機会であり、機会であり、自閉症研究の最新情報もお伝えいた自閉症研究の最新情報もお伝えいた

だくことになっています。だくことになっています。※※  それいゆセミナー初それいゆセミナー初

心者コース受講者は、心者コース受講者は、受講必須です。受講必須です。※※  全通訳付全通訳付

です。です。

※受講をご希望の方はお問い合わせください。※受講をご希望の方はお問い合わせください。

それいゆ相談センターそれいゆ相談センター

FAX 0952-36-8752FAX 0952-36-8752

E-mail autism@po.saganet.ne.jpE-mail autism@po.saganet.ne.jp

20032003年度海外講師招聘事業年度海外講師招聘事業

☆☆「デビッド「デビッド==プリース氏　英国の行政から見たプリース氏　英国の行政から見た

自閉症支援状況」　自閉症支援状況」　

期日期日：：  平成平成1515年年55月月3131日日（土）（土）

　　　　　　9:309:30受付～受付～16:0016:00終了終了

会場会場：：  佐賀市文化会館　大会議室佐賀市文化会館　大会議室

定員定員：：  １１０名１１０名

講師講師：：  デビッドデビッド==プリース氏プリース氏

（ノーザンプトン障害福祉課自閉症支援チーム　主（ノーザンプトン障害福祉課自閉症支援チーム　主

任）任）

受講料受講料：： 8,000 8,000円円

受講資格受講資格：：  自閉症支援に興味のある人。自閉症支援に興味のある人。自閉症支自閉症支

援に携わっている人。援に携わっている人。（受講審査なし）（受講審査なし）

内容内容：：  デビッドデビッド==プリース氏は、プリース氏は、英国ノーザンプ英国ノーザンプ

トン県の福祉行政官で、トン県の福祉行政官で、英国紳士のユーモアにあ英国紳士のユーモアにあ

ふれる素敵なお人柄をお持ちです。ふれる素敵なお人柄をお持ちです。

ノーザンプトン県は、ノーザンプトン県は、地方分権の進んだ英国中で地方分権の進んだ英国中で

もっとも自閉症支援体制の整った地方自治体であもっとも自閉症支援体制の整った地方自治体であ

り、り、英国の行政支援サービスのなかに、英国の行政支援サービスのなかに、TEACCHTEACCHププ

ログラムが自然と導入され、ログラムが自然と導入され、英国文化とも融合し英国文化とも融合し

つつ浸透していった地方です。つつ浸透していった地方です。そこで、そこで、TEACCHTEACCHププ

ログラム導入に最も中心的な役割を果たした障害ログラム導入に最も中心的な役割を果たした障害

福祉課自閉症担当官であるデビッド福祉課自閉症担当官であるデビッド==プリース氏プリース氏

に、に、成功談のほか文化の相違における苦労談も交成功談のほか文化の相違における苦労談も交

えた実践と実情について、えた実践と実情について、お話いただきます。お話いただきます。（※（※

それいゆセミナー初心者コースを受講されているそれいゆセミナー初心者コースを受講されている

方は、方は、受講必須です）受講必須です）

※受講をご希望の方はお問い合わせください。※受講をご希望の方はお問い合わせください。

それいゆ相談センター　　　それいゆ相談センター　　　FAX 0952-36-8752FAX 0952-36-8752　　

E-mail autism@po.saganet.ne.jpE-mail autism@po.saganet.ne.jp

※※  佐賀市での講演会のほか、佐賀市での講演会のほか、札幌札幌・・函館函館・・千葉に千葉に

おいても講演会を予定しておいても講演会を予定して

おります。おります。**ご希望の各会場事務局にお問い合わせご希望の各会場事務局にお問い合わせ

下さい。下さい。

札幌会場札幌会場  ６月５日６月５日（木）　１（木）　１00：：００～１２００～１２：：００００

（会場）（会場）市民会館市民会館（札幌市内）（札幌市内）中央区北１西１中央区北１西１

（℡）（℡）011-241-9421011-241-9421

（問合せ先）　佐藤　（問合せ先）　佐藤　emailemail；；CXP07704@nifty.comCXP07704@nifty.com

**ＮＰＯ法人それいゆ　それいゆ自閉症支援専門ＮＰＯ法人それいゆ　それいゆ自閉症支援専門
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家養成センターと家養成センターと（社）（社）日本自閉症協会北海道支日本自閉症協会北海道支

部　札幌分会　札幌自閉症児者親の会　共催で実部　札幌分会　札幌自閉症児者親の会　共催で実

現致しました。現致しました。

函館会場函館会場  ６月７日６月７日（土）（土）

　　　　１０　　　　１０：：００～１５００～１５：：００００（予定）（予定）

※午前※午前：：プリース氏の講演　　午後プリース氏の講演　　午後：：奥平綾子氏奥平綾子氏

（会場）（会場）上磯町総合文化センター　かなで～る上磯町総合文化センター　かなで～る（小（小

ホール）ホール）  料金未定料金未定

（問合せ先）　星ヶ丘寮　（問合せ先）　星ヶ丘寮　

TEL (0138)75-2178TEL (0138)75-2178　　FAX (0138)75-3466FAX (0138)75-3466　　　　　　

E-mail hor.2178@triton.ocn.ne.jpE-mail hor.2178@triton.ocn.ne.jp

  担当　明庭まで担当　明庭まで

*NPO*NPO法人それいゆ　それいゆ自閉症支援専門家養法人それいゆ　それいゆ自閉症支援専門家養

成センターとおしまコロニーの共催で実現しまし成センターとおしまコロニーの共催で実現しまし

た。た。

千葉会場千葉会場  ６月８日６月８日（日）（日）

　　　　１０　　　　１０：：００～１５００～１５：：００００

（会場）（会場）千葉県青少年女性会館　千葉県青少年女性会館　

〒〒263-0016 263-0016 千葉市稲毛区天台６丁目５番２号　千葉市稲毛区天台６丁目５番２号　

℡℡043-287-1711043-287-1711（会費）（会費）５，５，０００円０００円（問合せ先）（問合せ先）

千葉県自閉症千葉県自閉症・・発達障害支援センターＣＡＳ　　発達障害支援センターＣＡＳ　　

℡℡ 043-227-8557 043-227-8557　　FAX 043-227-8559FAX 043-227-8559　　E-mailE-mail

cas@mue.biglobe.ne.jpcas@mue.biglobe.ne.jp　　

*NPO*NPO法人それいゆ　それいゆ自閉症支援専門家養法人それいゆ　それいゆ自閉症支援専門家養

成センターと千葉県自閉症成センターと千葉県自閉症・・発達障害支援セン発達障害支援セン

ターター（（CAS)CAS)・・（社）（社）自閉症協会千葉県支部との共催自閉症協会千葉県支部との共催

で実現しました。で実現しました。

ＮＰＯ法人それいゆ各種研修会ＮＰＯ法人それいゆ各種研修会・・セミナーセミナー

　　　　　　　　　　　　　　　　　について　　　　　　　　　　　　　　　　　について

TEACCH5TEACCH5デイトレーニング公開セミナーのご案内デイトレーニング公開セミナーのご案内

★講師　ジャック＝ウォール博士、　★講師　ジャック＝ウォール博士、　

　　　　アン＝ウォール女史　　　　アン＝ウォール女史

★期日★期日：：平成１５年８月８日平成１５年８月８日（金）（金）

　　　　　　９　　　　　　９：：００受付～１６００受付～１６：：００終了００終了

★会場★会場：：勤労者福祉会館　ホール　（駐車スペース勤労者福祉会館　ホール　（駐車スペース

が少数ですので、が少数ですので、各種公共機関をご利用下さい。）各種公共機関をご利用下さい。）

★定員★定員：：１５０名１５０名

★受講料★受講料：：１０，１０，０００円０００円（資料代、（資料代、通訳費含む）通訳費含む）

★受講資格★受講資格：：自閉症支援に携わる人自閉症支援に携わる人

　　　　　　　　　　　（受講審査なし）　　　　　　　　　　　（受講審査なし）

＊全通訳付きです。＊全通訳付きです。

＊受講ご希望の方は、＊受講ご希望の方は、事前にお申し込み下さい。事前にお申し込み下さい。

＊そのほか、＊そのほか、お問い合わせは下記まで。お問い合わせは下記まで。

それいゆ相談センターそれいゆ相談センター

　　電話＆　　電話＆FAXFAX　　0952-36-87520952-36-8752

　　　　E-mail autism@po.saganet.ne.jpE-mail autism@po.saganet.ne.jp

AAPEPAAPEPととIEPIEP立案に役立つ自閉症特化型カリキュラ立案に役立つ自閉症特化型カリキュラ

ム編成セミナー受講生の皆さんへム編成セミナー受講生の皆さんへ

★日時★日時：：平成平成1515年年33月月1515日日（土）（土）99：：0000～～1616日日（日）（日）

★会場★会場：：会場は佐賀県勤労者福祉会館です。会場は佐賀県勤労者福祉会館です。

会場のＨＰは会場のＨＰはhttp://www.pref.saga.jp/syoukou/http://www.pref.saga.jp/syoukou/

rousei/roudou/kinfuku.htmrousei/roudou/kinfuku.htmです。です。

＊＊  会場の駐車場は、会場の駐車場は、駐車スペースがあまりござい駐車スペースがあまりござい

ません。ません。公共交通機関をご利用下さい。公共交通機関をご利用下さい。

★日程　３／１５★日程　３／１５（土）（土）

９９：：２０～９２０～９：：５０　受付５０　受付

１０１０：：００～１２００～１２：：００　講義００　講義

１２１２：：００～１３００～１３：：００　昼食　００　昼食　

１３１３：：００～１６００～１６：：００　講義００　講義・・実習実習

１６１６：：００終了００終了

３／１６３／１６（日）　（日）　

８８：：５０までに会場にお入り下さい。５０までに会場にお入り下さい。

９９：：００～１２００～１２：：００　講義００　講義・・実習実習

１２１２：：００～１３００～１３：：００昼食　００昼食　

１３１３：：００～１６００～１６：：３０　講義３０　講義・・実習実習

１６１６：：３０３０  終了終了

★受講料★受講料：：１万円★定員　１万円★定員　：：5050名　＊受付は終了名　＊受付は終了

しています。しています。

20032003年度海外講師招聘事業年度海外講師招聘事業

「デビッド「デビッド==プリース氏　英国の行政から見た自閉プリース氏　英国の行政から見た自閉

症支援状況」　症支援状況」　

期日期日：：平成平成1515年年55月月 3131日日（土）（土）

9:309:30受付～受付～16:0016:00終了終了

会場会場：：佐賀市文化会館　大会議室佐賀市文化会館　大会議室

定員定員：：１１０名１１０名

講師講師：：デビッドデビッド==プリース氏プリース氏（ノーザンプトン障（ノーザンプトン障

　　　　　　　害福祉課自閉症支援チーム　主任）　　　　　　　害福祉課自閉症支援チーム　主任）

受講料受講料：：8,0008,000円円

受講資格受講資格：：自閉症支援に興味のある人。自閉症支援に興味のある人。自閉症支自閉症支

援に携わっている人。援に携わっている人。（受講審査なし）（受講審査なし）

問い合わせ　それいゆ相談センター問い合わせ　それいゆ相談センター

　　　　FAX 0952-36-8752FAX 0952-36-8752

　　　　E-mail autism@po.saganet.ne.jpE-mail autism@po.saganet.ne.jp

※※  佐賀市での講演会のほか、佐賀市での講演会のほか、札幌札幌・・函館函館・・千葉に千葉に

おいても講演会を予定しております。おいても講演会を予定しております。

　ご希望の各会場事務局にお問い合わせ下さい。　ご希望の各会場事務局にお問い合わせ下さい。

札幌会場　６月５日札幌会場　６月５日（木）（木）

　１０　１０：：００～１２００～１２：：００００

　（会場）　（会場）市民会館市民会館（札幌市内）　中央区北１西１（札幌市内）　中央区北１西１

　（℡）　（℡）011-241-9421011-241-9421

（問合せ先）　佐藤　（問合せ先）　佐藤　emailemail；；CXP07704@nifty.comCXP07704@nifty.com
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* ** *ＮＰＯ法人それいゆ　それいゆ自閉症支援専門ＮＰＯ法人それいゆ　それいゆ自閉症支援専門

家養成センターと家養成センターと（社）（社）日本自閉症協会北海道支日本自閉症協会北海道支

部　札幌分会　札幌自閉症児者親の会　共催で実部　札幌分会　札幌自閉症児者親の会　共催で実

現致しました。現致しました。

函館会場　６月７日函館会場　６月７日（土）（土）

　１０　１０：：００～１５００～１５：：００００（予定）（予定）

　　　　　　　　※午前　　　　　　　　※午前：：プリース氏の講演　　プリース氏の講演　　

午後午後：：奥平綾子氏奥平綾子氏

　　　　　　　（会場）　　　　　　　（会場）上磯町総合文化センター　上磯町総合文化センター　

かなで～るかなで～る（小ホール）（小ホール）

料金未定料金未定

問合せ先）　　星ヶ丘寮問合せ先）　　星ヶ丘寮

　　TEL (0138)75-2178TEL (0138)75-2178　　 FAX(0138)75-3466 FAX(0138)75-3466

　　E-mailE-mail　　hor.2178@triton.ocn.ne.jphor.2178@triton.ocn.ne.jp

　担当　明庭まで　担当　明庭まで

*NPO*NPO法人それいゆ　それいゆ自閉症支援専門家養法人それいゆ　それいゆ自閉症支援専門家養

成センターとおしまコロニーの共催で実現しまし成センターとおしまコロニーの共催で実現しまし

た。た。

千葉会場　６月８日千葉会場　６月８日（日）（日）

　１０　１０：：００～１５００～１５：：００００

（会場）（会場）千葉県青少年女性会館千葉県青少年女性会館

〒〒263-0016 263-0016 千葉市稲毛区天台６丁目５番２号　千葉市稲毛区天台６丁目５番２号　

℡℡043-287-1711043-287-1711

（会費）（会費）５，５，０００円０００円

（問合せ先）　千葉県自閉症（問合せ先）　千葉県自閉症・・発達障害支援セン　発達障害支援セン　

　　　　　　　　　　　　　　　　　ターＣＡＳ　　　　　　　　　　　　　　　　　ターＣＡＳ

TEL 043-227-8557 FAX 043-227-8559TEL 043-227-8557 FAX 043-227-8559

E-mail cas@mue.biglobe.ne.jpE-mail cas@mue.biglobe.ne.jp　　

*NPO*NPO法人それいゆ　それいゆ自閉症支援専門家養法人それいゆ　それいゆ自閉症支援専門家養

成センター　と　千葉県自閉症成センター　と　千葉県自閉症・・発達障害支援セ発達障害支援セ

ンターンター（（CAS)CAS)・・（社）（社）自閉症協会千葉県支部　との自閉症協会千葉県支部　との

共催で実現しました。共催で実現しました。

「「TEACCHTEACCH２デイ基礎講座」２デイ基礎講座」

講師講師：：  ゲーリーゲーリー==メジボブ博士　メジボブ博士　

　　　キャシー＝ハーセイ女史　　　キャシー＝ハーセイ女史

期日期日：：平成平成 1515年年 1111月月22日日（日）（日）～～ 33日日（月（月・・祝）祝）

　　　　　　9:009:00受付～受付～17:0017:00終了終了

会場会場：：アバンセホールアバンセホール（予定（予定；；変更の可能性あり）変更の可能性あり）

定員定員：：２００名２００名

受講料受講料：：25,00025,000円円（資料代、（資料代、通訳費含む）通訳費含む）

受講資格受講資格：：自閉症支援に携わる人自閉症支援に携わる人（受講審査なし）（受講審査なし）

※※  それいゆセミナー初心者コース受講者は、それいゆセミナー初心者コース受講者は、受講受講

必須です。必須です。

※※  全通訳付です。全通訳付です。

※受講をご希望の方はお問い合わせください。※受講をご希望の方はお問い合わせください。

それいゆ相談センターそれいゆ相談センター

FAX 0952-36-8752FAX 0952-36-8752

E-mailE-mail　　autism@po.saganet.ne.jpautism@po.saganet.ne.jp

※　内容※　内容・・詳細はこちらをご覧下さい詳細はこちらをご覧下さい

「「PECSPECS（ペクス）（ペクス）コミュニケーション指導法講習会」コミュニケーション指導法講習会」

講師講師：：  アンディ＝ボンディ博士　アンディ＝ボンディ博士　

　　　ロリ＝フロスト女史　　　ロリ＝フロスト女史

期日期日：：第第11回回（大阪（大阪：：WTCWTCホール）ホール）

平成平成 1515年年 1111月月2323日日（日）（日）～～ 2424日日（月（月・・祝）祝）

第第22回回（東京（東京：：サイエンスホール）サイエンスホール）

平成平成 1515年年1111月月 2929日日（土）（土）～～3030日日（日）（日）

定員定員：：各会場各会場200200名名

受講料受講料：：各会場　各会場　55万円万円（資料代、（資料代、教材費、教材費、全通訳全通訳

費含む）費含む）

受講資格受講資格：：自閉症支援に携わる人自閉症支援に携わる人（受講審査なし）（受講審査なし）

※※  全通訳付です。全通訳付です。

※受講をご希望の方はお問い合わせください。※受講をご希望の方はお問い合わせください。

それいゆ相談センターそれいゆ相談センター

 FAX 0952-36-8752 FAX 0952-36-8752

 E-mail E-mail　　autism@po.saganet.ne.jpautism@po.saganet.ne.jp

※　内容※　内容・・詳細はこちらをご覧下さい詳細はこちらをご覧下さい

20032003年年  「「TEACCHTEACCH５デイトレーニング」５デイトレーニング」についてについて

【期　日】【期　日】平成平成1515年８月８日年８月８日（金）（金）

　　　　　　　　8:558:55受付～受付～11２日２日（火）（火）17:0017:00終了終了

　　　　　（日程確定しました）　　　　　（日程確定しました）

【場　所】　勤労者福祉会館【場　所】　勤労者福祉会館

　　　　（予定　　　　（予定：：JRJR佐賀駅北口より徒歩佐賀駅北口より徒歩77分）分）

【定　員】【定　員】（１）（１）通常受講コース通常受講コース3030名　　　　　　名　　　　　　

　　　　　　（受講審査があります）　　　　　　（受講審査があります）

（２）（２）シャドートレーニングシャドートレーニング（指導者養成）（指導者養成）コースコース

２～３名２～３名（特別審査があります）（特別審査があります）

【講師陣】【講師陣】

　ジャック　ジャック==ウォール博士ウォール博士（ノースカロライナ大（ノースカロライナ大

学学TEACCHTEACCH部　元シャーロット部　元シャーロットTEACCHTEACCHセンター所センター所

長。長。TEACCHTEACCH部のなかでも日本びいきで知られてい部のなかでも日本びいきで知られてい

る）る）

　アン＝ウォール女史　アン＝ウォール女史（グリーンビル（グリーンビルTEACCHTEACCHセンセン

ターで青年ターで青年//成人コーディネーターを長年務めた成人コーディネーターを長年務めた

後、後、チャペルヒルチャペルヒルTEACCHTEACCH本部で職業訓練や居住支本部で職業訓練や居住支

援、援、職場開拓に貢献）職場開拓に貢献）

　シェリ　シェリ==オグデン女史オグデン女史（ウォール博士に訓練さ（ウォール博士に訓練さ

れたれたTEACCHTEACCHトレーニングの専門家。トレーニングの専門家。教育家。）教育家。）

　トム　トム==ガルペリン氏ガルペリン氏（新進気鋭の（新進気鋭のTEACCHTEACCHトレートレー

ナー。ナー。TEACCHTEACCH部チャペルヒル本部で、部チャペルヒル本部で、就労支援専就労支援専
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門の門のTEACCHTEACCHコンサルタントであり、コンサルタントであり、ジョブコーチジョブコーチ

群を統括している。）群を統括している。）

　服巻智子女史　服巻智子女史（日本人で初めて（日本人で初めてTEACCHTEACCH指導者養指導者養

成レベルⅡトレーニング、成レベルⅡトレーニング、指導者養成レベルⅢト指導者養成レベルⅢト

レーニングを修了。レーニングを修了。日本人でただひとりの日本人でただひとりのTEACCHTEACCH

トレーナー有資格者。トレーナー有資格者。それいゆ自閉症支援専門家それいゆ自閉症支援専門家

養成センター長。養成センター長。教育家。）教育家。）

【通訳陣】【通訳陣】：：TEACCHTEACCHプログラムをはじめ医療プログラムをはじめ医療・・心理心理

の分野の通訳で高名な重松加代子さんをはじめ、の分野の通訳で高名な重松加代子さんをはじめ、

超一流の通訳超一流の通訳44名の方に、名の方に、55日間通してお付き合い日間通してお付き合い

いただきます。いただきます。

【【  申し込み先申し込み先・・問い合わせ先】　それいゆ自閉症支問い合わせ先】　それいゆ自閉症支

援専門家養成センター援専門家養成センター

　Ｍａｉｌ　　Ｍａｉｌ　autism@po.saganet.ne.jpautism@po.saganet.ne.jp

　ＦＡＸ　０９５２－３６－８７５２　ＦＡＸ　０９５２－３６－８７５２

（電話でのお問い合わせはご遠慮ください）（電話でのお問い合わせはご遠慮ください）

（今年度の受付終了しました。（今年度の受付終了しました。キャンセル待ちの受キャンセル待ちの受

付も終了しました）付も終了しました）

２００３年度それいゆセミナー２００３年度それいゆセミナー（初心者コース、（初心者コース、アア

ドバンスコース）ドバンスコース）

初心者コースのご案内初心者コースのご案内((受付を終了しました受付を終了しました))

（全１０回コース　（全１０回コース　：：　連続講習会）　連続講習会）

日程日程・・料金は次の通りです。料金は次の通りです。

  期日、　内容、期日、　内容、  費用、費用、  場　所場　所

１．１．  ５／１０５／１０（土（土・・午前中）午前中）  講義講義  ￥２，￥２，００００００

アバンセ４Ｆ第３研アバンセ４Ｆ第３研

２．２．  ５／３１５／３１（土（土・・終日）終日）

  　英国よりデビット　英国よりデビット・・プリース氏講演プリース氏講演  　　　　　　　　

　　￥８，　　￥８，００００００  佐賀市文化会館大会議室佐賀市文化会館大会議室

３．３．  ７／１２７／１２（土（土・・午前中）午前中）

  　講義　講義  ￥２，￥２，００００００  （未定）（未定）

　　  ８／８８／８（金（金・・終日）終日） TEACCH TEACCH部よりジャック＝部よりジャック＝

ウォ－ル氏アン＝ウォール女史講演ＴＥＡＣＣＨウォ－ル氏アン＝ウォール女史講演ＴＥＡＣＣＨ

５デイトレーニング公開セミナー５デイトレーニング公開セミナー

￥１０，￥１０，００００００  勤労者福祉会館ホール勤労者福祉会館ホール

５５. . １０／４１０／４（土（土・・午前中）午前中）  講義講義  ￥２，￥２，００００００

６６ . .１１／２～３１１／２～３（日（日・・月　終日）月　終日）

TEACCHTEACCH２デイ基礎講座２デイ基礎講座  ￥２５，￥２５，００００００

＊ただし、＊ただし、初心者コース受講生に限り、　　　　　初心者コース受講生に限り、　　　　　

　￥２３，　￥２３，００００００  （未定）（未定）

７７. . １２／６１２／６（土（土・・午前中）午前中）  講義講義    ￥２，￥２，００００００

　　（場所未定）　　（場所未定）

８８. . １／１０１／１０（土（土・・午前中）午前中）  講義講義  ￥２，￥２，００００００

　　（場所未定）　　（場所未定）

９９. . ２／７２／７（土（土・・午前中午前中  ））  講義講義  ￥２，￥２，００００００

　　（場所未定）　　（場所未定）

10. 10. ３／１３３／１３（土（土・・午前中）午前中）  講義講義  ￥２，￥２，００００００

　　（場所未定）　　（場所未定）

※日時※日時・・会場は変更になる可能性があります会場は変更になる可能性があります

※未定になっている部分は、※未定になっている部分は、後日ホームページで後日ホームページで

お知らせしますお知らせします

※修了証を発行します。※修了証を発行します。

【定員】【定員】

５０名５０名（先着順）（先着順）

【受講費】【受講費】￥５５，￥５５，００００００  一括納入のみ一括納入のみ

【お申し込み方法】【お申し込み方法】

１．１．FAXFAXまたはまたはEEメールにてお問い合わせくださメールにてお問い合わせくださ

い。い。

申し込み用紙申し込み用紙・・受講料入金口座をお知らせいたし受講料入金口座をお知らせいたし

ます。ます。

２．２．申し込み用紙申し込み用紙・・入金の確認がとれましたら、入金の確認がとれましたら、

受講許可のご希望の連絡先にご連絡をいたします。受講許可のご希望の連絡先にご連絡をいたします。

３．３．受講生に受講証をおおくりいたします。受講生に受講証をおおくりいたします。（２月（２月

下旬から３月上旬ごろ送付予定です。）下旬から３月上旬ごろ送付予定です。）

【【  申し込み先申し込み先・・問い合わせ先】問い合わせ先】

●それいゆ自閉症支援専門家養成センター●それいゆ自閉症支援専門家養成センター

　Ｍａｉｌ　　Ｍａｉｌ　autism@po.saganet.ne.jpautism@po.saganet.ne.jp

　ＦＡＸ　０９５２－３６－８７５２　ＦＡＸ　０９５２－３６－８７５２

【キャンセルについて】【キャンセルについて】

＊受講許可後に、＊受講許可後に、受講ができなくなった方は、受講ができなくなった方は、３３

／１５までにご連絡ください。／１５までにご連絡ください。

　返金の手続きをおとりします。　返金の手続きをおとりします。

特別な場合を除き、特別な場合を除き、その後のキャンセルにつきまその後のキャンセルにつきま

しては、しては、事務手続き上、事務手続き上、返金はいたしかねますの返金はいたしかねますの

で、で、ご了承下さい。ご了承下さい。

アドバンスコースアドバンスコース

第第11回回  「自閉症診断法についての研修会～「自閉症診断法についての研修会～CARSCARS・・

ADOSADOS」」

（受付を終了しまた）（受付を終了しまた）

期　日期　日：：平成平成1515年年44月月2626日日（土）（土）

　　　　　　　　9:009:00受付　受付　16:0016:00終了終了

会　場会　場：：アバンセ　４Ｆ　第３研修室Ａアバンセ　４Ｆ　第３研修室Ａ（佐賀市）（佐賀市）
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定　員定　員：：3030名名

受講料受講料：：11万円万円

受講資格受講資格：：医師、医師、臨床心理士、臨床心理士、教師、教師、保育士、保育士、支支

援職、　　　その他援職、　　　その他

　（※受講審査があります）　（※受講審査があります）

第第22回回  「「PEP-RPEP-R講習会」講習会」

（受付を終了しまた）（受付を終了しまた）

期　日期　日：：平成平成1515年年66月月2828日日（土）（土）

　　　　　　　　9:009:00受付～受付～2929日日（日）（日）16:0016:00終了終了

　会　場　会　場：：アバンセアバンセ44階階（佐賀市）（佐賀市）

　定　員　定　員：：2121名名（初心者コース（初心者コース77名名

　　　　　中級コース　　　　　中級コース77名　上級コース名　上級コース77名）名）

　受講料　受講料：：44万円　万円　

　受講資格　受講資格：：教師、教師、保育士、保育士、臨床心理士、臨床心理士、支援職、支援職、

　　　　　　　　　　  医師、医師、その他その他

　（※受講審査があります）　（※受講審査があります）

　内容　内容：：こちらをご覧下さいこちらをご覧下さい

第第 33 回回  「ソーシャルストーリーズ入門ワーク「ソーシャルストーリーズ入門ワーク

ショップショップ（パートⅠ）」（パートⅠ）」

期　日期　日：：平成平成1515年年77月月2020（日）（日）

9:309:30受付　～受付　～2121日日（月）（月）16:0016:00終了終了

　会　場　会　場：：アバンセアバンセ44階階（佐賀市）（佐賀市）

　定　員　定　員：：7070名名

　受講料　受講料：：22万万55千円千円

　受講資格　受講資格：：高機能自閉症およびアスペルガー症高機能自閉症およびアスペルガー症

候群を持つ人候群を持つ人（子ども）（子ども）の支援に携わっている人。の支援に携わっている人。

構造化された指導の経験豊富な方。構造化された指導の経験豊富な方。保護者。保護者。（※受（※受

講審査あり）講審査あり）

　内容　内容：：こちらをご覧下さいこちらをご覧下さい

第第 44 回回  「ソーシャルストーリーズ入門ワーク「ソーシャルストーリーズ入門ワーク

ショップショップ（パートⅡ）」（パートⅡ）」

期　日期　日：：平成平成1616年年33月月2020日日（日）（日）

　　　　　　　　9:009:00受付～受付～16:0016:00終了終了

会　場会　場：：アバンセアバンセ44階階（佐賀市）（佐賀市）

定　員定　員：：5050名名

受講料受講料：：２万円２万円

受講資格受講資格：：ソーシャルストーリーズ入門ワークソーシャルストーリーズ入門ワーク

ショップショップ（パートⅠ）（パートⅠ）もしくは、もしくは、平成平成1414年度のそ年度のそ

れいゆアドバンスコースれいゆアドバンスコース「ソーシャルストーリー「ソーシャルストーリー

ズ入門ワークショップ」ズ入門ワークショップ」を受講した方を受講した方

　内容　内容：：こちらをご覧下さいこちらをご覧下さい

※日時※日時・・会場は変更になる可能性があります会場は変更になる可能性があります

【アドバンスコースお申し込み方法】【アドバンスコースお申し込み方法】

　１月１日より申し込みを受付致します。　１月１日より申し込みを受付致します。

＊＊  但し、但し、Ｆａｘでのお問い合わせにつきましてＦａｘでのお問い合わせにつきまして

は、は、申込用紙の送付が１月１４日以降になります申込用紙の送付が１月１４日以降になります

ことをご了承ください。ことをご了承ください。

（ダウンロード用　申込用紙はこちらから　（（ダウンロード用　申込用紙はこちらから　（wordword

　ファイル）　ファイル）

＊＊wordwordファイルを開けない環境の方は、ファイルを開けない環境の方は、問い合わ問い合わ

せ先にご連絡下さいせ先にご連絡下さい

１．１．ＦＡＸまたはＥメールにてお問い合わせ下さＦＡＸまたはＥメールにてお問い合わせ下さ

い。い。申し込み用紙を送付致します。申し込み用紙を送付致します。

２．２．申込用紙受理後、申込用紙受理後、受講審査を行います。受講審査を行います。

３．３．受講受理の有無につきましては、受講受理の有無につきましては、２月下旬か２月下旬か

ら３月中旬に、ら３月中旬に、ご希望の連絡ご希望の連絡

先にご連絡いたします。先にご連絡いたします。受講が受理された方には、受講が受理された方には、

受講料の入金口座をあわせておしらせいたします。受講料の入金口座をあわせておしらせいたします。

４．４．ご入金期日までに、ご入金期日までに、入金された方を受講生と入金された方を受講生と

みなします。みなします。

【キャンセルについて】【キャンセルについて】

＊ご入金後に受講ができなくなった方は、＊ご入金後に受講ができなくなった方は、お申しお申し

込みいただいた講座受講日の３週間前には、込みいただいた講座受講日の３週間前には、ご連ご連

絡ください。絡ください。返金の手続きをおとりします。返金の手続きをおとりします。

特別な場合を除き、特別な場合を除き、その後のキャンセルにつきまその後のキャンセルにつきま

しては、しては、事務手続き上、事務手続き上、返金は致しかねますので、返金は致しかねますので、

ご了承ください。ご了承ください。

【【  申し込み先申し込み先・・問い合わせ先】問い合わせ先】

●それいゆ自閉症支援専門家養成センター●それいゆ自閉症支援専門家養成センター

　Ｍａｉｌ　　Ｍａｉｌ　autism@po.saganet.ne.jpautism@po.saganet.ne.jp

　ＦＡＸ　０９５２－３６－８７５２　ＦＡＸ　０９５２－３６－８７５２

　（ＴＥＬ　０９５２－３６－８７５２）　（ＴＥＬ　０９５２－３６－８７５２）

TEACCHTEACCH５デイトレーニング５デイトレーニング

公開セミナーのご案内公開セミナーのご案内

TEACCHTEACCH５デイトレーニングセミナーの初日の講義５デイトレーニングセミナーの初日の講義

を公開セミナーとして開催致します。を公開セミナーとして開催致します。

佐賀という地方都市で、佐賀という地方都市で、自閉症教育の基礎を学ぶ、自閉症教育の基礎を学ぶ、

またとない機会です。またとない機会です。奮ってご参加ください。奮ってご参加ください。

【講師】【講師】

ジャック＝ウォール博士ジャック＝ウォール博士

アン＝ウォール女史アン＝ウォール女史

【期日】【期日】  平成１５年８月８日平成１５年８月８日（金）（金）
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編集後記編集後記
　イラク問題で世界中のメッセージが　イラク問題で世界中のメッセージが「戦争反「戦争反

対」対」の波としてが新聞、の波としてが新聞、テレビ、テレビ、インターネットインターネット

で流され、で流され、大きな渦になろうとしています。大きな渦になろうとしています。悲し悲し

みしか残さない戦争が起きないことを祈っていまみしか残さない戦争が起きないことを祈っていま

す。す。支部ニュースについての感想、ご意見等があ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（りましたら、宍戸（0742-49-38550742-49-3855）までか、また）までか、また
は、最寄りの支部役員までお願いします。は、最寄りの支部役員までお願いします。

お知らせお知らせ

関係各位関係各位

日本自閉症協会　事務局日本自閉症協会　事務局

　１月の中旬に出版部より　１月の中旬に出版部より「心を開くの新名称募「心を開くの新名称募

集」集」とと「ガイドブックのイラスト募集」「ガイドブックのイラスト募集」につきましにつきまし

て、て、お願いを文書をお送りいたしました。お願いを文書をお送りいたしました。現在心を現在心を

開くの新名称についてはいくつか応募をいただいて開くの新名称についてはいくつか応募をいただいて

おりますが、おりますが、ガイドブックのイラストがほとんど集ガイドブックのイラストがほとんど集

まっておりません。まっておりません。自閉症ガイドブック自閉症ガイドブック（乳幼児（乳幼児

編）編）も好評で、も好評で、たくさんのご注文をいただき、たくさんのご注文をいただき、それそれ

に伴い、に伴い、学齢期編の問い合わせもかなり増えている学齢期編の問い合わせもかなり増えている

現状です。現状です。「うちのこどもの自慢の絵！」「うちのこどもの自慢の絵！」を、を、メーメー

ルでも郵便でも構いませんので、　至急協会までおルでも郵便でも構いませんので、　至急協会までお

送りいただけますでしょうか？締切は送りいただけますでしょうか？締切は33月月55日日（水）（水）

です。です。たくさんのご応募お待ち致しております。たくさんのご応募お待ち致しております。

（問い合わせ（問い合わせ・・郵送先）郵送先）  社団法人　日本自閉症協会社団法人　日本自閉症協会

事務局　田中宛〒事務局　田中宛〒162-0051162-0051　　

東京都新宿区西早稲田東京都新宿区西早稲田2-2-82-2-8

℡℡03-3232-647803-3232-6478　　Fax03-5273-8438Fax03-5273-8438

E-mail asj@mub.biglobe.ne.jpE-mail asj@mub.biglobe.ne.jp

　　　９　　　９：：００受付～１６００受付～１６：：００終了００終了

【会場】【会場】  勤労者福祉会館　ホール勤労者福祉会館　ホール

（駐車スペースが少数ですので、（駐車スペースが少数ですので、各種公共機関をご利各種公共機関をご利

用下さい。）用下さい。）

定　　員定　　員：：  １５０名１５０名

講　　師講　　師：：

  ジャック＝ウォール博士、ジャック＝ウォール博士、アン＝ウォール女史アン＝ウォール女史

受講料受講料：：  １０，１０，０００円０００円（資料代、（資料代、通訳費含む）通訳費含む）

受講資格受講資格：：  自閉症支援に携わる人自閉症支援に携わる人（受講審査なし）（受講審査なし）

内　　容内　　容：：  　構造化された指導を５日間集中してお　構造化された指導を５日間集中してお

こなう５デイトレーニングセミナー初日の講義を、こなう５デイトレーニングセミナー初日の講義を、

TEACCHTEACCH部　元シャーロット部　元シャーロットTEACCHTEACCHセンター所長センター所長

ジャック＝ウォール博士、ジャック＝ウォール博士、そして、そして、教師の経験もあり教師の経験もあり

青年青年//成人コーディネーターとして経験豊富なアン成人コーディネーターとして経験豊富なアン

＝ウォール女史のご協力のもと開催できる運びとな＝ウォール女史のご協力のもと開催できる運びとな

りました。りました。

　とてもわかりやすく充実した講義内容になる予定　とてもわかりやすく充実した講義内容になる予定

です。です。

＊それいゆセミナー初心者コース受講生、＊それいゆセミナー初心者コース受講生、５デイト５デイト

レーニングセミナー受講生レーニングセミナー受講生

は受講必須です。は受講必須です。

＊全通訳付きです。＊全通訳付きです。

＊受講ご希望の方は、＊受講ご希望の方は、事前にお申し込み下さい。事前にお申し込み下さい。

＊そのほか、＊そのほか、お問い合わせは下記まで。お問い合わせは下記まで。

それいゆ相談センター　　　それいゆ相談センター　　　

電話＆電話＆FAXFAX　　0952-36-87520952-36-8752

E-mail autism@po.saganet.ne.jpE-mail autism@po.saganet.ne.jp

自閉症協会奈良県支部のホームページ　自閉症協会奈良県支部のホームページ　

　「きずな」　「きずな」ののURLURL の変更についての変更について
長らく利用していた長らく利用していたjustnetjustnet（一太郎の会社）（一太郎の会社）がが

so-netso-net（ソニ－系）（ソニ－系）に統合され無くなりましたに統合され無くなりました

ので、ので、これを機会にｋこれを機会にｋ-opti.com-opti.com（関西電力系）（関西電力系）

に変更しました。に変更しました。

新しいホームページアドレスは　新しいホームページアドレスは　http : / /h t t p : / /

www.eonet.ne.jp/~asn/www.eonet.ne.jp/~asn/　です。　です。運営者の河村の運営者の河村の

メールアドレスも変更になります。メールアドレスも変更になります。今後は次で今後は次で

お願いします。お願いします。Kawafune@ares.eonet.ne.jpKawafune@ares.eonet.ne.jpでで

す。す。


