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第５５号 奈良パンジーの会      令和２年５月 発行   

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

ホームページ  http://www.pansy-nara.net/ 

フェイスブック  https://m.facebook.com/pansynokainara/ 

 

奈良ＬＤの親の会「パンジー」はＬＤ及びＡＤＨＤ、アスペルガー症候群、高

機能自閉症、軽度知的障害など、発達障害児（者）の親・本人の会です。 

 

 

・全国 LD親の会 近畿ブロック会議 R２.3.8 

         ...................................... ２～５ 

・パンジーの会 新年会   ......................  ６  

・アド部コロナウィルス感染予防講座 ....  ７～８ 

・イオン黄色いレシートキャンペーン   ....  ９ 

・パンジ－各部活動報告 

運営部・小中高部・アド部（高卒相当以上） 
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皆様 こんにちは。パンジー代表の入船です。 

現在４月ですが、コロナの災禍は止めどもなく広がり、「Ｓｔａｙ ａｔ ｈ

ｏｍｅ」を合言葉に、行動の範囲（人との接触）を８割減らすことを求められ

ています。人類が直面する危機であります。このような時、病院、保育園、介

護施設などなくてはならない施設に勤務されている皆様に、感謝、感謝です。 

令和２年はパンジー設立３０周年を迎えます。 

「全国ＬＤ親の会」も同じく３０周年です。今全国の会員の子育て奮闘記を記

録した「ブックレット」を発行すべく企画が進んでいます。 

パンジーの会も足元の活動を再度見直し、盛り上がる企画や個別懇談会、研修

会をしてまいりますので、発達障害児・者を持つ親の方々の輪を広げていきま

しょう。 

皆様 こんにちは。パンジー代表の入船です。 

昨年は、９月に小瀬古さんの「引きこもりが見えてきた時の対処」をはじめて開催

し、定期開催をしていくことになりました。１０月には近畿ブロック「青年のつど

い」を奈良で開催し１８名の青年が、平城宮跡のパビリオン見学や数々の出店でおい

http://www.pansy-nara.net/
https://m.facebook.com/pansynokainara/
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近畿ブロック会議報告 
                  

 
〇日時：2020年3月8日（日）13:00～16:30  
場所 :大阪ドーンセンター 当番会トムソーヤ(古市、小林) 
出席者：あおぞら、おたふく会、たつの子、 翼、パンジー、明日葉、はあとりんく 

(zoom)、らっきょうの花（zoom）、sky(zoom)、 理事長(井上)、評議員(山口、高
畑) 出席者17名 

【議題】  
Ⅰ．第2８回NPO法人全国LD親の会評議員会報告 
１．組織運営に関する審議 
①第13回総会(資料1) 2020年6月20日（土）13：00～14：15 西日本工業大学小
倉キャンパス 6Fスタジオ 
懇親会：2020年6月20日（土）17：30～19：30 小倉リーセントホテル1Fビアガ 
ーデンホール 
②【決議事項】第14回総会（資料2） 日時：2021年6月26日(土)  

場所：大阪産業創造館 or エルおおさか            
 担当会：大阪LD親の会「おたふく会」 

③入退会について 2019年度：33都道府県40団体 
④2020年度役員・理事：非改選・監事：非改選・評議員：近畿ブロック（山口→入船） 
⑤2020年度会費請求について 
・3月末日の各会員数報告：３月３１日までにブロック評議員に報告→2020年度会員名

簿の会員数に転記される 
・4月14日（火）各会への請求書（3月末会員数×1000円）を事務局からメール送
信・支払い期限：5/末 

⑥2020年度会員名簿更新について(資料3) 
・4月21日（火）以降、評議員から各会にフォーマットをメール送信→5/24までに各
会から評議員に報告 会員名簿は各会にPDF（パスワード付）でメール送信 

⑦2020年度構成調査提出手続について（資料4） 
・評議員から各会にフォーマットをメール送信→6/21までに各会から評議員に提出・か
けはしに構成調査掲載 

 
２.事業実施に関する審議 
（１）ＬＤ等の発達障害に関する研究事業 
①一般社団法人日本LD学会第28回大会  
・大会テーマ：LDの「定義」を再考する ～教育定義の誕生から<20年>の今こそ～ 
・日時：2019年11月9日（土）～10日（日）・会場：パシフィコ横浜会議センター 
・大会会長：小貫 悟（明星大学） 
・親の会企画シンポジウム：発達障害者の顕在化されにくい読み書き困難 ～厚生労働
省実態調査より～ 2019年11月9日(土)10:00～12:00  参加者：203名 

・ポスター展示：4F421  展示参加：20会  担当会：にんじん村 
・親の会懇親会：11月9日（土）19:00～21:00  

場所：マルカミ食堂 会費：4,000円  参加者：31名 
②一般社団法人日本LD学会第29回大会 
・大会テーマ：発達障害と教育の未来 ～学びの多様性をふまえた学校づくりへ～ 
・日時：2020年10月10日（土）～11日（日）  

※9日（金）一般公開講演会開催予定 
・会場：大阪国際会議場（グランキューブ大阪）   
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・大会会長：宇野宏幸（国立大学法人兵庫教育大学） 
・親の会企画シンポジウム： 
・ポスター展示:担当会 翼 ・親の会懇親会:10月10日（土）担当会 お多福会 
③合理的配慮と基本的環境整備実例収集（次回4月末） 
④その他 

 
（２）ＬＤ等の発達障害に関する理解啓発事業 
①会報「かけはし」 
ⅰ）「かけはし」 89号：9月24日（火）発行（HPに掲載） 140部印刷      
ⅱ）「かけはし」 90号 
・編集スケジュール：3月15日（日）原稿締め切り   

 4月14日（火）発行（HP掲載） 
②第19回公開フォーラム(資料5) 
「共生社会における多様なコミュニケーション 

～発達障害児・者が社会とつながるために～」 
・全国LD親の会30周年事業・2020年6月21日（日）9:40～16:00 
・西日本工業大学小倉キャンパス 6Fスタジオ 
・共催：北九州LD等発達障害親の会「すばる」・福岡発達障がい者親の会「たけのこ」 
③【決議事項】第20回公開フォーラム 
・日時：2021年6月27日(日) 
・場所：大阪産業創造館 or エルおおさか 
・大阪LD親の会「おたふく会」設立30周年記念事業とコラボ企画 
④特別支援教育支援員養成事業 
・2019年度ボランティア支援員養成講座 in 滋賀 2019年8月3日（土）・4日（日） 
会場：草津市立市民交流プラザ   
共催：滋賀ＬＤ親の会「トムソーヤ」参加者：29名 修了証交付：29名 
・2019年度特別支援教育支援員養成講座 in 大阪 
日程：令和元年  8月24日(土)25日(日)   9月 7日(土) 8日(日)  10月20日(日) 26

日(土) 11月23日(土・祝) 24日(日) (学習支援員コースのみ) 
会場：ドーンセンター  共催：大阪LD親の会「おたふく会」 
参加者：学習支援員コース 45名   支援員コース 11名  補習 3名 
修了証交付：学習支援員コース 36名  支援員コース 7名 

⑤アジア太平洋ディスレクシアフォーラム2020 in 岡山(資料6) 
2020年6月6日～7日主催：APDF2020実行委員会  
共催：APDF2020岡山実行委員会 
場所：岡山コンベンションセンター  
参加費：学生・保護者・本人4,000円一般6,000円 
事前申込期間：2020年1月15日～5月14日 
（5月15日以降参加費：学生・保護者・本人6,000円 一般8,000円） 

   https://www.npo-edge.jp/event-lecture/apdf/ 
・アジア太平洋ディスレクシアフォーラム2020 in 岡山プレイベント 
日時：6月29日(土）10:00～17:00      
場所：岡山大学教育学部本館4階401号室   参加者：約200名 
⑥全国ＨＰ ・担当 アップ依頼：國友  ・HPの更新：かけはし89号 
⑦ブログ Canpanブログ  http://blog.canpan.info/support-tool/ 
⑧理解啓発冊子販売事業（収益事業） 
・教育から就業への移行実態報告書Ⅳ（全国ＬＤ親の会・会員調査） 
発行：2017年10月3日   定価：1,300円   印刷部数：2500部 
・LD等の発達障害のある高校生の実態調査報告書Ⅲ（全国ＬＤ親の会・会員調査） 

 発行：2019年11月1日 定価：1,000円 会員価格：700円  
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200部印刷済  在庫数：10冊 2月に印刷予定 
・親の会ブックレット(資料7) 
幼児期から小学校期までの子育てシリーズ    全国LD親の会30周年記念事業 
Xformを利用して、会員から子育て体験記を募る 2月～3月募集の2冊を変更 
ⅰ)世界を広げる 体験記募集期間：12月～1月 
家族・周囲の人と関わりながら自分の世界を広げて欲しいと願う親の気持ちに寄り添
う 

ⅱ )小学校生活 体験記募集期間：12月～1月 
1日の大半を過ごす学校生活が充実したものになって欲しいと願う親の気持ちに寄り添
う 

ⅲ) 生活の基礎作り 体験記募集期間：2月～3月 
自分のことは自分でできるようになって欲しいと願う親の気持ちに寄り添う 

ⅳ )ことばと学習  体験記募集期間：4月～5月 
学ぶ力を付けて欲しいと願う親の気持ちに寄り添う 

ⅴ) 家族・地域・保護者 みんなと繋がる 体験記募集期間：2月～3月 
孤立しないために 

⑨その他 
 
(３)ＬＤ等の発達障害のある人及び家族等の支援事業 
①空白県対応・関東・東北ブロック：青森県・秋田県・山形県・福島県・宮城県    

・東海・北陸ブロック：三重県 
・近畿ブロック：京都府・和歌山県・島根県・山口県・香川県・愛媛県  
・九州ブロック：佐賀県・沖縄県 

②親の会設立支援   
・千葉県銚子地域 千葉コスモが助成金申請30万円 2020年3月31日までに可否連絡 
③2020年度 研修会 
・日時：2020年6月20日（土）14：30～16：30  

西日本工業大学小倉キャンパス 6Fスタジオ 
・テーマ：親の会企画ブックレット 
④2020年度 青年の交流会 ・日時：2020年6月20日（土）担当会：北九州すばる 

 
(４)ＬＤ等の発達障害のある人に対する支援・制度の充実に向けた活動事業 
①2021年度予算要望 ・文部科学省  ・厚生労働省 
②文部科学省関連 
・「教科書デジタルデータを利用した拡大教科書、音声教材等普及促進プロジェクト」 
評価会議（井上） 音声教材の製作に係る調査研究委託事業の評価委員   
委嘱期間：令和2年1月24日～令和3年3月31日 
・令和元年度発達障害に関するネットワーク推進会議（東條） 

       日時：2020年1月14日14:00～17:00 場所：文部科学省東館5階5F 3会議室 
③ＪＤＤｎｅｔ関連 
・2019年度理事:粟野  ・2019年度代議員：井上 
・第15回年次大会:12月1日（日）9:20～17:00   
テーマ：発達障害児への早期支援 現状と課題 

 場所：東洋大学白山キャンパス6号館2階 
④発達障害に係る教員や支援者の専門性の在り方等に関する検討会議(粟野) 
・第1回検討委員会 2019年7月18日(木)  
・第2回検討委員会 2019年12月4日(水) 
⑤日本障害者協議会 
 ・2019年11月2日（土）13:00～16:45 JD集会会場：東京永田町星陵会館 
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「憲法・障害者権利条約とともに - 深刻な実態をわかりやすく！ 課題の中に新たな方
向を」 

・2020年5月29日（金）10:00～第8回JD総会＆政策会議 
⑥全国特別支援教育推進連盟 

2018-2019年度常任理事：井上  2019-2020年度理事：尾嶋 
・啓発セミナー 2019年9月 8日（日）10:00～16:00 東洋大学 白山キャンパス 
・令和元年度第42回全国特別支援教育振興協議会（啓発会議） 
日時：2019年12月6日（金） 

  会場：国立オリンピック記念青少年総合センター 国際交流棟国際会議室 
参加者12名（けやき2名・にんじん村2名・麦2名・コスモ2名・にじの会2名・尾
嶋・井上） 
・2020年度予算要望書の提出（文部科学省・厚生労働省）：6月25日 
⑦公益財団法人共用品推進機構「良かったこと調査」 
・2019年度「公共トイレに関する良かったこと調査」    
・2020年3月 報告書 
調査期間：2019年11月～2019年12月24日まで（アンケート締め切り12/5） 

12月10日に44件回答送付 
 
○ 近畿ブロック確認事項 
・近畿ブロック会費：2021年度より、5,000円＋会員数(前年度3月末)×100円。 

(2019年度会計報告暫定版参照) 
・各会の活動報告 
・2019年度青年つどいの会(10/20)の報告（パンジー）：当日配布資料参照 
・次回近畿ブロック会議 2020年7月4日（土）13:00～ ドーンセンター中会議室１ 
当番：らっきょうの花 
・11月近畿ブロック研修会 担当：あおぞら  
内容について希望を評議員に連絡（6月末） 
・2020年度 青年つどいの会 担当：たつの子 
・3月 近畿ブロック会議 当番：たつの子 
・zoomを体験しよう。 
 
＜配布資料＞ 
1, 各会宛 第13回総会・研修会・懇親会・公開フォーラム案内（案） 
2, 2021年度総会公開フォーラムについて 
3, 2020年度会員名簿更新簿フォーマット 
4, 2020年度会員の子どもの構成調査票 
5, 第19回公開フォーラムちらし案 
6, アジア太平洋ディスレクシアフォーラム2020 in 岡山 ちらし 
7, 親の会子育てブックレット  
8, 各会の活動報告 

 

※新型コロナウィルス感染 拡大の状況を踏まえ、一連の予定が変更となりました。 

１）第 19 回公開フォーラムの開催を延期 

    北九州市にて会場を確保して、2021 年 1 月～3 月頃の開催(予定) 

２）第 13 回総会の開催を変更 

 日時：2020年6月20日（土）10:00～11:15 

 場所：大阪府立男女共同参画・青少年センター（ドーンセンター）中会議室 2  

総会の議決につきましては、定款 29 条による書面表決にて行います。 
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パンジーの会 

 

   

               新年会報告 

 

 

長年、土曜会活動にてお世話になっています特別支援教育士SV大庭先生を迎え、令和２年

1月25日(土) 11人で橿原市大和八木駅南の「たちばな」で新年会を開催しました。 

大庭先生から、土曜会では成人や中高生の先輩が、小さな子たちの面倒を見るようになって

くれて、児童部、青年部、成人部との繋がりができ頼もしくなっていること、今後は女子部の

活動ができたら良い、とお話しをしていただきました。先生は、今年3月に定年を迎えられま

すが、今後4年は、継続(在職)されるとのことで、引き続き土曜会活動を支えていただけると

のことで、大変ありがたく思います。 

入船代表からは、2/29土はぐくみセンター9階13:30～17:00開催の「多様な働き方でつ

くるわたしらしい暮らし」講演会、1/29(水)奈良市総合福祉センター3階14:00-17:00「障

害者虐待と人権擁護」講演会の案内がありました。 

会員同士での話題は、高校進学時の子ども適した学校の選択の大切さ、障害を抱える高校生

の就職活動や最近の学校側の対応、離職時の状況とぷろぼのやワークらぼを通じた就労、親の

高齢化に伴う、子どもの日常生活訓練をどうするか、ヘルパーの利用等行政施策の活用などに

うつり、障害の子に対する男親の理解、親がこどもを認めていき、理解し、接し方をどうした

ら変えられるか、障害者の楽しみ・生きがいとしてのスポーツの大切さ(スペシャルオリンピ

ック、キーボール、水泳、陸上等)等、次々につきません。 

各人順番に子どもの状況を紹介し2時間があっという間に過ぎていきました。さまざまな話

題があり、豊富な情報や経験談、今後の情勢などが話題になった新年会でしたが、今回は、小

中学生の親御さんは一人のみ参加だったのが大変残念でした。今後、より多くの方々の参加を

募り、食事会をより有意義にしていきたいと考えています。 
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アド部 

 

 

 

 

 

           コロナウィルス感染予防 

対策講座 

 

 

新型コロナの感染で、活動は自粛しています、参考に厚生省の新型コロナウィルス感染症の 

一人ひとりができる新型コロナウイルス感染症対策の記事を記載します。 

 

■新型コロナウイルスに感染しないようにするために 

まずは、一般的な感染症対策や健康管理を心がけてください。 

具体的には、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒などを行い、できる限り

混雑した場所を避けてください。また、十分な睡眠をとっていただくことも重要です。 

 また、人込みの多い場所は避けてください。屋内でお互いの距離が十分に確保できない状況

で一定時間を過ごすときはご注意下さい。 

 

（１）手洗い 

   ドアノブや電車のつり革など様々なものに触れることにより、自分の手にもウイルスが

付着している可能性があります。外出からの帰宅時や調理の前後、食事前などこまめに手

を洗います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

パンジー通信 55号 2020.5 

 8 

（２）普段の健康管理 

普段から、十分な睡眠とバランスのよい食事を心がけ、免疫力を高めておきます。 

 

（３）適度な湿度を保つ 

   空気が乾燥すると、のどの粘膜の防御機能が低下します。乾燥しやすい室内では加湿器

などを使って、適切な湿度（50～60％）を保ちます。 

 

■ほかの人にうつさないために 

＜咳エチケット＞ 

 咳エチケットとは、感染症を他者に感染させないために、咳・くしゃみをする際、マスク

やティッシュ・ハンカチ、袖、肘の内側などを使って、口や鼻をおさえることです。 

 対面で人と人との距離が近い接触（互いに手を伸ばしたら届く距離でおよそ２ｍとされて

います）が、一定時間以上、多くの人々との間で交わされる環境は、リスクが高いです。感

染しやすい環境に行くことを避け、手洗い、咳エチケットを徹底しましょう。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。厚生労働省） 

       http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html より 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
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パンジーの会 

  

 

イオン黄色いレシートキャンペーン 
 

        ご協力ありがとうございます 
 
 

毎月１１日に開催されているイオン黄色いレシートキャンぺーンに、パンジーの会はビック

エクストラ平群店にて投函ボックスを設置させていただいています。 

今年度は１００００円の寄贈をいただき、パンジー通信や研修会資料の印刷用紙の購入をさ

せていただきました。ご協力ありがとうございました。 

今後とも当会の活動に無駄なく有効利用させいただきますので、引き続き、今後ともパンジ

ーの会へのレシートの投函をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ビックエクストラ平群店 

奈良県生駒郡平群町大字三里１１０番地 
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            パンジー各部活動報告＆今後の予定             

  

  

《 運 営 部 》 

活 動 報 告 

１月１９日 役員会議、全体交流会（あすなら苑） 

１月２５日 パンジー新年会（大和八木・彩食酒喜たち花） 

１月２９日 NDF代表者会議（はぐくみセンター）  

３月 ８日 近畿ブロック会議（ドーンセンター） 

   ３月２８日 パンジー役員会議（あすなら苑） 

 ５月１９日 パンジー通信・総会資料 印刷発行 

今  後  の  予  定  

５月２４日 パンジー総会 

６月２０日 全国ＬＤ親の会第１３回総会（大阪ドーンセンター） 

７月 ４日 近畿ブロック会議（大阪ドーンセンター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

《 アド部 》 

活 動 報 告 

 1月 新年会参加  

3月 ランチ会計画中止  

今  後  の  予  定 

6月以降にランチ会を計画 

《 小 中 学 部 》 

 活 動 報 告 

  1月１5日 サロン川西 

  2月１9日 サロン川西（中止） 

  3月14日 レクレーション(中止) 

  3月18日 サロン川西（中止） 

今  後  の  予  定  

  5月20日 サロン川西 

  6月17日 サロン川西 

  7月15日 サロン川西 

8月    レクレーション 

活 動 報 告 

  ９月１８日 サロン川西 

 １０月１６日 サロン川西 

 １１月２０日 サロン川西 

 １２月１８日 サロン川西 

今  後  の  予  定  

  1月１5日 サロン川西 

  2月１9日 サロン川西 

  3月14日 レクレーション(ボウリングの予定) 

  3月１８日 サロン川西 

《 ピアカン 》 

活 動 報 告 

会員の皆様へ 

おしゃべりサロンは、1月～活動休止しています。 

ペアレントメンターの要請も、コロナ対策のため中止

になりました。 

状況が落ち着きましたら、サロンは再開させていただ

きたいと思います。ご不便おかけしますが、少しの間

お待ちくださいね。 

サロンで提供できる内容を、その間バージョンアップ

するよう努力しておきます(# .̂̂ #) 

活 動 報 告 

9月～12月 おしゃべりサロン 天候・会場の都合

により開催できませんでした。 

今 後 の 予 定 

1月25日 新年会（ピアカン参加） 

2月15日 おしゃべりサロン（西大寺） 

3月2日  ペアレントメンター（天理）でぃあ～依頼 
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活 動 報 告 

２月１５日（土） 二階堂 スタミナ太郎 

１０名参加しました。幹事は、Ｙ君でした。 

  大庭先生は今回欠席でしたが大和中央高校の 

Ｓ先生も今回は参加し焼肉のほかサラダ、すしなどで 

お腹一杯でした。スタミナ太郎は安くてスゴイ！ 

 

今 後 の 予 定 

５月１６日（土）はコロナのため中止です。 

幹事はＳ君です。 

  ７月か８月ビアガーデンを企画しますよ。 

 

 

 

 

 

 

土曜会は、特別支援教育士ＳＶの大庭譲治先生が共に活動するソーシャルスキルトレーニン

グ（ＳＳＴ）学習の場です。土曜会活動は、小学生の児童部、中高生の青年部、１８歳以上の

成人部の３つの部に分かれて活動しています。 

  

活 動 報 告 

2月8日土曜会活動／福祉パーク 

3月14日土曜会活動／福祉センター（中止） 

4月11日土曜会活動／福祉センター（中止） 

 

今 後 の 予 定 

２月８日 土曜会活動／福祉パーク 

３月１４日 土曜会活動／福祉パーク 

 

 

 

 

活 動 報 告 

2月8日土曜会活動／福祉パーク 

3月14日土曜会活動／福祉センター（中止） 

4月11日土曜会活動／福祉センター（中止） 

 

今 後 の 予 定 

5月9日土曜会活動／福祉センター 

6月13日土曜会活動／福祉センター 

7月11日土曜会活動／福祉パーク 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

土曜会各部 

成 
 

 
 

人 
 

 
 

部 

青

 

年

 
部

 

パパボラを募集しています!! 
 

 

児

童

部 


