自閉症とその周辺のしょうがいをもつ子と親の会 I・I
会報 54 号 2012 年 5 月 23 日 http://www.geocities.jp/aiai1999ii/

新年度が始まって２ヶ月近くがたち、日中は汗ばむような季節になりました。新しい学校、
学年、職場など環境の変化にもそろそろ慣れてきたころでしょうか？
会報をお届けするのもいよいよ今回で最後となりました。
平成 11 年度から親の会として活動し、たくさんの皆様のご支援、ご協力をいただきましたこ
とをあらためて心からお礼申し上げます。会を離れましても、会員の皆様の我が子に対する思
いや願いはきっと同じ方向を向いていることと思います。今後も引き続き共に学び、助け合い
ながら子どもたちの成長を見守っていければと願っております。
最後になりましたが、今まで私たちを支えてくださいました皆様、会員の皆様の今後ますま
すのご発展をお祈り申し上げます。
（小原 美和／植田 雅子／松田 浩子／吉村 啓子／川崎 素乃子／金子 啓子／本田 知栄子）

I・I（あい・あい）のあゆみ
平成 10 年度

☆

まで

香川県が県高松保健所三木支所にて実施していた自閉的傾向をもつ子ども

（～1999）

（幼児～小学校低学年）の親のための勉強会「あいあいサークル」
☆

保健師さんが世話役で、年間 6 回ほど開催。医師・療育の先生による講演会
や保護者座談会。 夏休み中に子どもたちも交えての交流会。

平成 11 年度

☆ 平成 10 年度末をもって三木支所が廃止され、「あいあいサークル」も自動的

平成 12 年度

に消滅かと思われたが、助言者として参加の先輩母の勧めもあり、当時まだ
就学前の自閉症児の母 2 人を中心に継続していくことになる。

（1999～2001）

☆ 平成 11 年度と 12 年度は日本自閉症協会香川県支部の補助事業。
☆

通常、高松市田村町の香川県身体障害者総合リハビリテーションセンターの
研修室等をお借りして、年間８回ほど開催。医師・療育の先生にお願いして
の勉強会や保護者座談会等。 親子参加のクッキーづくりや体操教室も開催。

平成 13 年度

5/25 県立川部みどり園見学 5/27 四国学院大学自閉症研究会との交流会（バーベ

（2001～2002） キュー） 6/8 繪内利啓先生相談会 6/30 保護者座談会 8/1 仁尾サンビーチで
海水浴 8/10 坂出市松ヶ浦で「マリンジェットに乗ろう」 9/17 県障害福祉課よ
り「社会福祉基礎構造改革」説明会 9/30「社会福祉基礎構造改革を考える」座
談会と近況報告会 10/28≪第 2 回≫「社会福祉基礎構造改革を考える」座談会と
近況報告会 10/29 繪内先生相談会 11/18 服巻智子先生講演「自閉症児者を支え
る環境～教育・福祉・行政の側面から考える」 11/26 香川県ふじみ園見学 12/7
思春期の子の母 3 人からお話を聞く会 1/6 四国学院大学自閉症研究会との交流
会（やきいも） １/20 新年会 1/24 重複障害（自閉症と難聴）の子の母からお
話を聞く会 2/4 近況報告会・保護者座談会 2/24 パン作り教室 3/11 保護者座
談会「来年度に向けて」 3/29「自閉症児・者に対する行政施策の推進について
の要望書」を香川県知事あてに提出
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平成 14 年度

4/12 県障害福祉課、県子ども・女性相談センターの方々と話し合い

5/11 総会・

（2002～2003） 座談会…「自閉症とその周辺の障害を持つ子と親の会 I・I」に名称変更

5/20

繪内先生相談会 5/25 学生ボランティアとの交流会（満濃池森林公園） 6/8 サ
ポートブック勉強会（丸岡玲子さん） 6/10 保護者座談会 6/22 リトミック教室
6/29 学生ボランティア研修会 7/11 地域療育支援事業についての説明会（県障害
福祉課） 8/10 服巻智子先生講演「自閉症児・者の自立に向けて…家庭での取り
組み 今、私達にできること」 8/24～25 さぬき市みろく公園で「サマーキャン
プ」 9/13 白鳥園見学 10/27 勝賀中学校吹奏楽部の演奏会鑑賞 11/30 瀬戸大
橋公園をハイキング 12/15 丸亀にて繪内先生相談会

2/1 公開講座「家庭や学校

でできる自閉症児への応用行動分析学的アプローチ」
（橋本俊顕先生・奥田健次先
生・井上雅彦先生） 2/9 四国学院大学自閉症研究会との交流会（やきいも） 2/18
保護者座談会 3/7「2/1 公開講座」VTR 上映会 3/9 パン作り教室
平成 15 年度

5/17 総会 6/3 繪内先生相談会 7/12 リトミック 7/26 学生ボランティア研修会

（2003～2004） 8/3 仁尾サンビーチで海水浴 8/24 大滝山でデイキャンプ 9/18 福祉制度の勉強
会

10/28 繪内先生相談会 11/1「ハルヤンネの部屋 in 香川」 11/8・9 香南ア

グリームにて体験教室 12/1 のぞみ園＆生活支援センターのぞみ見学 12/20 ク
リスマス会＆サポートブック勉強会（丸岡さん） 1 月下旬「これからの教育・
医療・福祉・地域生活に関するアンケート」を会員に実施 2/4 丸亀にて繪内先
生相談会 2/11 四国学院大学自閉症研究会との交流会（やきいも） 3/3 保護者
座談会
平成 16 年度

4 月中旬「これからの教育・医療・福祉・地域生活に関するアンケート」中間報

（2004～2005） 告、及び、再アンケート 5/15 総会…「アンケート委員会」設置 6/11 学生ボラ
ンティア研修会 6/17 繪内先生相談会 7/6 保護者座談会 8/24 県障害福祉課、
子育て支援課、県教育委員会障害児教育課、県子ども女性相談センターから参加
いただき、県庁にて「アンケート報告会」 10/14 保護者座談会＆昼食会 11/9
「特別支援教育」勉強会 11/16 繪内先生相談会 12/6 講話「自閉症のきょうだ
いの立場から」 12/26 クリスマス会＆ノブ父さんのお話会 1/28 県子育て支援
課長のお話をうかがう会 2/21 保護者座談会＆昼食会 2/23 高松市で「これから
の教育・医療・福祉・地域生活に関するアンケート調査報告会」…この以前に、
西讃・中讃・東讃の各圏域でも実施 2/28 県障害児教育課長より「特別支援教育
（中教審中間報告）
」について説明会
平成 17 年度

4/21「これからの教育・医療・福祉・地域生活に関するアンケート」結びの報告

（2006～2007） 発行 5/14 総会＆交流会…一般向けちらし「自閉症ってどんな人？」配布 6/11
学生ボランティア研修会 6/17 繪内先生相談会 7/6 保護者座談会 8/7 高松市
亀水運動センターにて夏レク 9/13 県障害福祉課長より「障害者自立支援法」に
ついての勉強会 10/3 繪内先生相談会 10/23 高学年企画「こんぴらさんへ行こ
う」 11/9「かすがの里」
「あじさい」見学 12/10 勉強会「特別な支援を必要と
する子とは」＆クリスマス会 1/11 坂井聡先生を囲む勉強会 2/18 四国学院大学
自閉症研究会との交流会（やきいも） 3/9 保護者座談会
-2-

平成 18 年度

5/20 総会＆交流会…「自閉症とその周辺のしょうがいをもつ子と親の会 I・I」に

（2006～2007） 表記変更 6/2 繪内先生相談会 6/12 ボランティア研修会 8/7 大滝山で夏レク
＆坂井聡師先生勉強会 9/25「ひかりエコ・エンジニアリング」見学 10/19「あ
すみ」＆「Do やまびこ」見学 10/28 高学年企画「サンサン祭り」出店 11/6 繪
内先生相談会 12/16 クリスマス・ボウリング大会 1/23 小西英夫先生を囲む勉
強会

2/14「高松市障害福祉計画」についての勉強会 3/9 保護者座談会 3/29

四国学院大学学生企画「春休み調理実習」＆お楽しみ会
平成 19 年度

5/19 総会＆交流会 6/2 ボランティア研修会 7/2 保護者座談会 8/5 大滝山で夏

（2007～2008） レク＆坂井先生勉強会 9/12 繪内先生のざっくばらんな話 10/18 ミルキーウェ
イ「さをりカフェ」体験 11/18 明石洋子さん講演会「ありのままの子育て～自
立に向けて地域と共に～」 12/16 クリスマス会＆小西先生を囲む座談会 12/16
「生活安全のために」意見交換会

3/9 高学年企画「こんぴらさんへ行こう」

3/29 春休み調理実習
平成 20 年度

5/17 総会＆交流会 6/16 繪内先生相談会 7/6 ボランティア研修会 7/2 保護者

（2008～2009） 座談会 8/3 休暇村五色台にて夏レク＆坂井先生レクリエーション 9/25 武蔵博
文先生（香川大学教育学部教授）を囲む勉強会 11/9「親子でチボリに行こう」
12/14 クリスマス・ボウリング大会 1/13「HelloHouse こがも」
「あゆみ園」見学
2/16 小西先生を囲む座談会 3/26 高学年企画「こんぴらさんへ行こう」
平成 21 年度

5/10 路線バス体験と「さぬきこどもの国」 6/26 繪内先生相談会 7/4 ボランテ

（2009～2010） ィア研修会 8/9 休暇村五色台にて夏のレク 11/12「竜雲学園」見学 12/6 クリ
スマス・ボウリング大会 2/23 坂井先生勉強会 4/1「こんぴらさんへ行こう」
平成 22 年度

5/9 新年度顔合わせ「あすたむらんど徳島」 7/6 繪内先生相談会 7/18 ボラン

（2010～2011） ティア研修会 8/8 休暇村五色台にて夏レク 8/31 ノースカロライナ大学教授ゲ
ーリー・メジホフ先生講演会 10/18「小西くんの部屋～オリーブ就業支援ワーカ
ーをお迎えして」 12/5 クリスマス・ボウリング大会 1/16 香川大学児童文化研
究会「人形劇」 2/22 坂井先生を囲む勉強会 3/31「こんぴらさんへ行こう」
平成 23 年度

5/8 新年度顔合わせ「あすたむらんど徳島」 6/23 繪内先生相談会 8/7 休暇村

（2011～2012） 五色台にて夏レク 9/20「小西くんの部屋・第 2 弾」 12/4 クリスマス・ボウリ
ング大会 1/20 坂井先生を囲む勉強会

《報告》

坂井聡先生を囲む勉強会

2012 年

1 月 20 日（金）

1 月 20 日（金）
、坂井聡先生（香川大学教育学部准教授）を囲む勉強会をかがわ総合リハビリテ
ーション福祉センター研修室にて開催。高松市春日町「NPO 法人にらいかない」のお弁当もいただ
きました。I・I として、最後を締めくくる勉強会でした。参加者の感想を抜粋します・・・
☆

障害に対する考え方を改めて見直す事が出来ました。国際社会、日本、香川と環境が整ってい
くように親としても努力していきたいと思います。
いいお話を聞かせていただき、あいあいの会に感謝しております。ありがとうございます。
これで最後だと思うと、とっても残念です。
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☆

障がいのある子どもだけでなく、きょうだい児や友人などに当てはまるお話もあり、勉強にな
りました。子どもは高等部、進路に関しても考えさせられます。

☆ 分かりやすい話でとても良かったです。子どもを何とか自立できるようにと思い「がんばれ」
「が
んばれ」と言ってきました。話を聞いて、私自身が変わらないといけないなと思いました。ゆっ
くりと子どもにペースに合わせようと思います。今日は本当にありがとうございました。
☆ 記念すべき回に参加させていただきありがとうございます。坂井先生も参加された方のお話も
色々聞けて良かったです。人と繋がれる会がたくさんあるのは嬉しいです。
☆ あっという間の２時間でした。考えが少し柔軟になった気がします。今日とったメモを時々見な
がら楽しい子育てができたらいいなと思います。小さな「害」がちょっとずつ無くなって社会に
なるように自分のできる事をやっていきたいです。
☆

法律の話もかみくだいて大切な部分だけだったので、すんなり頭の中に入ってきました。知っ
ておかなければいけないこと、知っておくと得することがいろいろあるのだと思いました。
知的障害を持つ子どもがいます。少しでも彼の世界で彼らしく生きられるようにと模索中です。
今後も機会があれば、また坂井先生のお話を聞きたいです。

☆

今日は最後の勉強会という事でさみしい気持ちでいっぱいでしたが、来て良かったと思います。
何度かお聞きしたお話には理解が深まり、新しい話には発見がありました。これから新しい道
標を探すのは大変だと思いますが、今までいただいたものを大切にぼちぼち歩いて行こうと思
います。またお会いできる日を楽しみにしています。ありがとうございました。

＜諸団体情報＞
TEACCH プログラム研究会香川支部 学習会 （原則、第 3 日曜 10:00～12:00）
TEACCH プログラム研究会の四国唯一の支部として養護学校の先生を中心に発足。障害児学級の先
生、保護者、施設の先生方、医師、研究者なども参加しています。原則第３日曜朝 10 時から、かがわ総
合リハビリテーションセンター内で定例学習会。年会費：4000 円/非会員例会参加費 800 円
６／１７（日）「よくわかる！自閉症の特性理解と支援の方法」 高松養護学校 西村 健一 氏
７／１５（日）「支援ツールによる支援の考え方と実際」 香川大学教育学部教授 武蔵 博文 氏
[問合せ先] teacch_kagawa@hotmail.com

[HP]

http://teacchkagawa.web.fc2.com/index.html

第３土曜日 18:00～20:00 は「親の会・座談会」 主催：香川県ことばを育む親の会
自閉症・ダウン症・LD 等、様々な障害を持った子の親（特に父親）が、各方面の支援を受けながらキャン
プ等の活動しています。家族・関係者が気軽に話し合う「座談会」を毎月第３土曜日夜１８時～高松市田村
町・リハビリセンター内にて開催。HP 再開されています⇒ http://www.normanet.ne.jp/~oyanokai/
あなたの悩み事を一緒に考えます…毎週月・火・水の１０：００～１３：００ “療育相談”
高松市観光通の高松市総合福祉会館４Ｆ【高松市知的障害児者ネットワークみんなの広場】内で実施。
自閉症児の母が「相談員」として入っている日もありますので、お気軽に！ Tel 087-812-5800
スペシャルオリンピックス日本・香川（ＳＯＮ・香川）
スポーツをつうじて知的障害のある人（「アスリート」と呼ぶ）の社会参加を応援するボランティア団体。
携帯電話とパソコンから誰でも登録できる ML で、日常プログラム（ボウリング・バドミントン・水泳・陸上・絵手
紙等）やイベント開催をお知らせします。 [日々更新ブログ] http://sonkagawa.ashita-sanuki.jp/

了
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