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第５7号 奈良パンジーの会      令和 3年９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/ 

 

パンジーの会は、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 R3.7.11 
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・運営部 でぃあ-協議会および 

奈良県発達障害者支援地域協議会 報告 

 .................. ６ 

・土曜会青年部 春のリクリエーション ......... ７ 

・書籍案内   .......................................... ８ 

・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） 

ピアカン、土曜会各部９～１０ 

・パンジーの会 講演会のお知らせ ... １１～１２ 
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皆様 こんにちは。パンジー代表の入船です。 

パンジーの会は発達障害児・者の会として昨年、発足３０周年を迎えまし

た。記念講演として日々、現場で活躍されている小瀬古伸幸先生をお迎えし、

12月 4日（土）にＺＯＯＭによるオンライン講演会「発達障害のある人（子）

がひきこもりにならないために ～今のままで大丈夫？家族が今からできること

～」を開催いたします。ぜひ、皆様のご参加をお待ちいたしております。 

また、この８月に、全国 LD親の会が編集した「全国会員の子育て記録ブック

レット」を発売致しました。全国会員の子育て記録を丹念に分かりやすくまと

められたものです。全部で５冊発刊する予定ですが、第一巻は、生活の基礎つ

くりで「清潔に過ごす」「キャッシュレス時代の対応」「季節感のないファッシ

ョン」など、成人した私の子でも改めて参考になる本です。 

一人でも多くの方がこの本を手に取られて、少しでも気持ちが楽になって頂け

ればと思います。 

 

 

皆様 こんにちは。パンジー代表の入船です。 

令和３年を迎えてもコロナの災禍は止めどもなく広がり、関東を中心に再び

「緊急事態宣言」が出され、人の往来がストップしました。 

そのような時に、パンジーの会は３０周年を迎えました。人の往来が出来ない

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

 
開催形式   Zoom 
開催日時   2021年７月１１日（日）13:00～17:00 
出 席 者  当番会 翼 計：１９名参加、欠 席 会なし 
                    
【議題】 
Ⅰ．第32回NPO法人全国LD親の会評議員会報告 （資料１） 
開催場所          会場（ドーンセンター中会議室1）＋Web会議 
開催日時          2021年6月26日（土）1３:０0～1６:３０ 
１．組織運営に関する審議 
①第14回総会 
・日時：2021年6月26日(土)12:30～14:00 
・出席：39名（会場参加2名・議決権行使31名・委任状提出：6名）   

欠席：0 
②【決議事項】理事長・副理事長選任 
 ・理事長：井上育世     ・副理事長：粟野健一・多久島睦美 
③【決議事項】第15回総会 
・日時：2022年6月１２日（日）  ・開催地：埼玉県 
④第16回総会 
・担当：東海北陸ブロック 
⑤入退会について 
⑥2021年度会費請求について   
⑦2021年度会員名簿更新について 
⑧2021年度構成調査提出手続について 
⑨内閣府NPO法人ポータルサイト 貸借対照表の公告実施 
⑩法人税 納付 
⑪東京都への事業報告書提出  
⑫事務所賃貸借契約更新 
⑬Zoom Pro 契約 
⑭Xform ライト（2フォーム） 契約更新 
⑮Square（スクエア） クレジットカード決済システム 導入 
⑯Media Image 動画ストリーミング配信 
⑰2021年度役員事務関係 
⑱役員Zoomミーティング 
・毎月第1週土曜日20:00～  
⑲「ここ10年の親の会のあゆみ」作成 設立20周年記念冊子の資料に追加 
 
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30回大会 
・日時：2021年12月11日（土）～12日（日）    
※10日（金）プレコングレス 

・親の会企画シンポジウム 担当：関東ブロック 
「ＬＤ等の発達障害児・者の家族への支援の多様なアプローチ 
 ～本人と家族を支える、包括的な支援のために～ 
・ポスター展示中止、親の会懇親会中止 
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②合理的配慮と基本的環境整備実例収集 
③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」 92号：4月13日（火）発行（HPに掲載）  
ⅱ）「かけはし」 93号：９月２１日（火）発行予定（HP掲載） 
②第20回公開フォーラム   
 発達障がい児の育ちと学びを支える ～家庭と教育と福祉の連携・協働に必

要なこと～ 
・日時：2021年6月27日(日) 10:20～16:30 
・開催形式：オンライン配信（配信会場：大阪ドーンセンター大会議室1） 
＋ビデオ配信 2021月6月28日（月）～2021年7月19日（月） 
・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 
・参加者：一般７３名・会員１０１名 
③第21回公開フォーラム   総会とずらし開催 
・担当：関東ブロック  
④特別支援教育支援員養成ビデオ講座 
・学習支援員コースのみ 
・講習費18,000円+テキスト代1,000円  合計19,000円 
・募集期間：2021年6月16日（火）～7月19日（月） 
⑤アジア太平洋ディスレクシアフォーラム2020 in 岡山 
  日時：2021年5月8日(土)10:00～17:30   5月9日（日）9:00～

18:00 
  場所：岡山コンベンションセンター＋オンライン＋ビデオ配信    参

加者数：470名 
⑥全国ＨＰ リニューアル ３月３１日 
⑦ブログ 
⑧理解啓発冊子販売事業（収益事業） 
・「発達が気になる子のモヤモヤ子育てヒントブック」 
 かもがわ出版  幼児期から小学校期までの子育てシリーズ 
ⅰ) 生活の基礎作り   2021年8月出版予定 
本体価格1,500円（定価1,650円） 会員価格８掛 1,320円（税込）：親

の会経由のみ 
ⅱ） 集団生活  ⅲ) 世界を広げる ⅳ） ことばと学習  ⅴ) 家族・地域・

保護者 みんなと繋がる 
⑨今後の講演会・研修会のありかたについて 
(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 
②親の会設立支援 
③2021年度 研修会 
④2021年度 青年の交流会(オンライン実施予定 )   日時：2021年12

月１１日（土） 
⑤各会からの会報    
⑥各ブロックからの報告 
(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 
①2022年度予算要望  
②文部科学省関連 
③ＪＤＤｎｅｔ関連 
④日本障害者協議会 
⑤全国特別支援教育推進連盟 
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Ⅱ．近畿ブロック確認事項 
① 近畿ブロックの決算と予算について （資料２） 
② 近畿ブロックの口座開設について  
・今まで現金管理は、各会で集金・支払い・現金保管を実施。 
オンライン会議が主流となり、会費の集金、支払いは郵便局管理・振込が主体

となっている。 
・近畿ブロックの口座開設の検討 
結論：郵便局にて“人権なき法人口座”開設を検討したが、規約・代表者設定

がネック。 
→当面は個人郵便局口座を利用して、現金管理とする。 
③ ２０２１年度近畿ブロック研修会について 
・日時：2021年11月７日(日） 13：00-16：30   
・講師(案)：熊上 崇先生(長所活用型指導で子どもが変わる) 
 →おたふく会窓口にて講師承諾済み。 
・テーマ(案)：講師の話を聴き、その後、子供の年代別に分かれてグループ討

議 
・場所： 大阪ドーンセンター+ Zoomオンライン参加 
・担当： パンジー 
・オンライン研修のやり方 
 ドーンセンターで最少人数（３０名まで）での講習会方式 
     講師講演配信方式→ オンラインルーム別ｌｉｖｅ配信 
     講師が各ルームへ３０分ごとに入る 
・参加費：無料 
④ 近畿ブロック体制について 
・三重県 名張 
・京都LD親の会準備会 
・令和３年度 近畿ブロック担当者名簿、会報発送先（資料３）  
→従来通り、「担当者名簿」と「会報送付先・送信アドレス」の２種類を作

成。 
 変更有の為修正後再度各会へ送信。 
・近畿ブロック当番表（評議員・会議当番・会計） （資料４） 
 
Ⅲ．その他 
・各会の活動報告（資料５-１～９） 
・次回近畿ブロック会議 研修会 
 日時：2021年１１月７日(日) 13：00～16：30  研修会開催 
    当番：パンジー 
 
 
＜配布資料＞ 
1. 第32回評議員会議事録  添付なし 
2．2020年度決算・2021年度予算案 
3.令和３年度 近畿ブロック担当者名簿・会報発送先 別送 
4. 近畿ブロック各会活動報告（１－９）. 
開催日時  2020年7月4日（土）13:00～17:00 
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パンジーの会 

  

 

 

 

 

 

 

 今年度のパンジーの会総会は新型コロナウィルス感染拡大を受け、会員が集ま

ることを避け、スマートフォンやパソコンを使用したＺＯＯＭによるウェブで

の開催とし、５月２２日（土）午後１３時３０分から、奈良サテライトオフィ

ス３５（JR三郷駅 自転車等置き場3階）に新役員のみが集合し行いました。 

総会では、新役員の選出や、決算報告、前年度はコロナウィルス感染防止の

ため、活動がほとんどできなかったので今年度に限り年会費を３０００円減額

することや、会議や講演会開催をウェブで行うため、ＺＯＯＭを年間契約をす

ること、12月にウェブにて講演会を開催することなど、さまざまな議題に会員

の皆さんからご賛同をいただきました。 

総会の終了後は、参加者同士の交流会を行いました。子どもがリボ払いで

次々に欲しいものを購入していたこと、4月から専門学校に入学し、さまざま

な年代の同級生ができたこと、仕事を始めた息子から食費をもらえるようにな

ったことなど、コロナ禍での子どもたちの様子や、日々の子育ての悩みやうれ

しい成長などを和気あいあい話しました。 

今回、初めて三郷町の施設である奈良サテライトオフィス３５の会議室を利

用しました。Wi-Fiが完備されており、ウェブ会議をするためのさまざまな機材

を無料で借りることができ、大変よい施設でした。１２月のパンジーの会講演

会もこの施設からリモート開催を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会のウェブ開催 
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運営部 

 

でぃあー連絡協議会および 
奈良県発達障害者支援地域協議会 報告 

 

 

～奈良県発達障害者支援センターでぃあー連絡協議会～ 

６月１１日にオンラインにて行われたでぃあー連絡協議会に参加しました。でぃあーは

発達障害児・者の支援を行う拠点として、本人や家族・関係機関に対し適切な助言を

し、また相談支援を受けられるよう地域の体制を整えています。センター長１名、相談員７

名（専門相談員４名、地域支援コーディネーター３名）。事業内容は、発達障碍者および

その家族、支援者からの相談に応じる相談支援、各機関に支援方法を助言する発達支

援、就労支援、普及啓発研修やペアレントメンター事業、地域支援ネットワーク事業（市

町村巡回相談など）を行っており、その事業報告がありました。また、今回はオンライン開

催ということで、事前アンケートによる意見・情報交換となりました。 

コロナ禍で新たに出てきた課題として、不特定多数が参加する広場型の子育て支援

事業が開催できないこと、研修や施設見学のオンライン化が進んだが質的に問題があ

る、マスク着用やオンライン会話で表情の読み取ったり表情で表現する経験が積みにく

い、マスクがこだわりによりできなかったり、していない友だちを許せずトラブルになるなど

があげられていました。 

自宅にいる時間が長くなり、母親の負担が増加、求人数の減少で就職活動の長期化

などがあげられていました。 

 

～奈良県発達障害者支援地域協議会～ 

７月１５日に奈良県心身障害者福祉センター研修室にて、奈良県発達障害者支援地

域協議会が行われました。年に一度、県全体の発達障害者の支援の充実に向け開催さ

れ、さまざまな親の会や大学、県の福祉関係の方などが来られていました。 

座長が、奈良県立医科大の飯田先生から、同大学の太田先生へ変わりました。 

奈良県発達障害者支援センターでぃあーの現況報告、発達障害児医学的療養支援

事業について、精神障害者・発達障害者雇用企業サポート事業について、令和３年度の

発達障害児・者にかかる県施策について報告がありました。 

当会以外にも、奈良県高機能自閉症児・者の会アスカ、えじそんくらぶ奈良ポップコー

ン、手をつなぐ育成会、奈良県自閉症協会が参加されていました。 
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土曜会青年部   

 

 

 

令和3年3月27日（土曜日）に阿倍野のハルカス美術館と展望台に行きま

した。今まで奈良県内でのリクリエーションが多かったのですが、土曜会の中

で会議をして、初めて大阪のハルカスに行くことになりました。 

午前10時に JR天王寺駅の改札で待ち合わせをして、ハルカス展望台に行

き、天気が良かったので大阪を一望して自由行動となりました。その後、少し

離れたキューズモールに移りフードコート内で昼食を食べて、またハルカスに

戻り美術館へ、美術館では“リヒテンシュタイン伯爵家の至宝展”を開催して

おり、とても楽しみにしているお子さんがおられる一方、全く興味の無いお子

さんもいましたが、それぞれ楽しい時間を過ごしたようです。 

【参加者感想】 

大庭先生・・・それぞれ興味が違っていましたが、それぞれの場所で集合時間

と集合時刻を決めて楽しくすごしました。皆さんコロナ禍の影響をうけていま

したね。外出とみんなに会えることがどれほど嬉しかったかがよくわかりまし

た。 

中３女子・・・ハルカス美術館の展示について「あれは絶対見に行ったほうが

いいよ！！いろいろな知識が入るから、ママも行くべき」と言っていました。4

月から離れてしまうため、良い思い出づくりができたと思います。ありがとう

ございました。 

高1男子・・・自分たちで計画を立てて、実行したから、自信がつきました。

ハルカスは3回目だったけど、美術館は初めてでした。リヒテンシュタインに

ついてやっていて、そんな国があることを初めて知りました。 

小６男子・・・ハルカスから見た景色がきれいだった。自分でお昼ご飯を注文

したり、電車に乗って帰ったり出来て、楽しかったです。 

中1男子・・・あべのハルカスに久しぶりに登るとやはりすごく高かったで

す。町が小さく見えて特別感を感じました。お土産も買えてよかったです。 

高１男子・・・ハルカスの展望台からは、大阪だけでなく神戸まで見渡せて景

色が素晴らしかったです。美術館は僕は興味が湧きませんでした。 

高２男子・・・ハルカスの展望台の景色はきれいだった。いとこの家が近いの

で探してみたけど見つけられませんでした。美術館は興味がなかったので少し

退屈でした。 

高3女子 ハルカス最高！とっても楽しかった。みんなで集まれて話ができて

よかった。 

春のリクリエーション 
    ハルカスへ行こう！ 
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お知らせ 

 
書 籍 案 内 

 
全国LD親の会の子育てブックレット発刊に向けて、各会員の子育てエピソードをまと

め、ようやく1巻目「生活の基礎作り編」が、かもがわ出版から発行の運びとなりました。

パンジーの会も発刊にあたり微力ながら協力しています。 

発達の気になるお子さんの子育てのヒントに、ぜひお買い求めください。 

 

かもがわ出版 

「発達が気になる子の子育てモヤモヤ解消ヒントブック 

～親の会30年の経験から～」 

生活の基礎づくり編 

全国LD親の会(編集)、安住 ゆう子(監修) 

A5判発行160ページ 

定価 1,500円+税 

（２巻目以降は随時販売予定です） 

 

 

 

 

 

 

 

   パンジーの会は、全国LD親の会の奈良の会です。 

全国LD親の会では、年二回会報が発行されます。９月最新号が発行されましたので、 

ぜひご覧ください。 

https://www.jpald.net/kakehashi/index.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国LD親の会会報「かけはし」 
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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 

３月 ７日 近畿ブロック会議（大阪ドーンセンター／オンライン会議） 

３月２１日 パンジー役員会（あすなら苑） 

４月２４日 パンジー役員会（オンライン会議） 

５月 ８日 総会資料印刷 

５月２２日 パンジー総会・全体交流会（オンライン開催） 

６月１１日 奈良県発達障害者支援センター でぃあー 令和3年度連絡協議会 

６月２６日 全国ＬＤ親の会第１３回総会（大阪ドーンセンター／オンライン開催） 

６月２７日 全国ＬＤ親の会第２０回公開フォーラム 

７月１１日 近畿ブロック会議（オンライン会議） 

７月１５日 奈良県発達障害者支援地域協議会（奈良県心身障害者福祉センター） 

７月１８日 パンジー役員会（オンライン会議） 

９月２３日 パンジー役員会（オンライン会議） 

１０月9日 パンジー通信印刷（福祉センター） 

今  後  の  予  定  

１１月 ７日 近畿ブロック研修会【熊上 崇氏（長所指導で子供が変わる）】（オンライン開催） 

１１月２８日 パンジー役員会（オンライン会議） 

１２月 ４日 パンジー３０周年記念講演会【小瀬古 伸幸氏（ひきこもりにならないために）】 

       （オンライン開催） 

１２月１０日～１２日 日本ＬＤ学会第３０回大会（神奈川） 

 

 

 

 

 

 

 

《 アド部 》 

今  後  の  予  定 

 １０月4日 行政等訪問 

 

《小 中 高 学 部》 

 活 動 報 告 

  6月9日 サロン川西 

  7月14日 サロン川西 

  8月21日 レクリエーション（中止） 

  9月8日 サロン川西  

今 後 の 予 定 

10月9日 レクリエーション(デイキャンプ) 

10月13日 サロン川西 

11月10日 奈良県教育委員会 訪問 

11月10日 サロン川西 

11月13日 デイキャンプ 

12月 8日 サロン川西 

  1月12日 サロン川西 

  2月 9日 サロン川西 

  3月 9日 サロン川西 

3月   レクリエレーション 

6月10日 サロン川西 

  7月8日 サロン川西 

  8月8日 レクリエーション（中止） 

  9月9日 サロン川西  

 10月14日 サロン川西 

《 ピアカン 》 

今 後 の 予 定 

会員の皆様へ 

おしゃべりサロンは、コロナ禍のため活動を休止して

います。 

10月もしくは11月ごろ、状況を見て再開できれば

と考えています。 

休止中、カラーアナリストの資格を取り、パーソナル

カラー診断ができるようになりました。 

カラーの力も加えて、おしゃべりサロンを楽しんでい

ただければと考えています。お会いできる日を楽しみ

にしています(̂ )̂/ 
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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、中高校生の青年部、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 

5月  ８日 土曜会活動／福祉センター（コロナ禍の為中止）  

６月１２日 土曜会活動／福祉センター 

７月１０日 土曜会活動／福祉センター 

8月２１日 リクリエーション ディキャンプ 

（コロナ禍の為、１１月13日に延期） 

９月１１日 土曜会活動／福祉センター 

 

今 後 の 予 定 

１０月 ９日  土曜会活動／福祉センター 

１１月１３日  リクリエーション ディキャンプ 

１２月１１日 クリスマス会／福祉センター 

 

 

活 動 報 告 

定例会が行われる５月もコロナ禍で開催できませんでした 

 また、８月のデイキャンプ・バーベキューも４名参加予定でしたが 

 １１月１３日土曜日に延期となりました。 

 

今 後 の 予 定 

皆さんワクチン接種が進んでいます。１１月奈良県の独自のまん延防止策 

が解除されれば、１１月１８日（土曜日）実施予定です。 

 

 

 

イオン幸せの黄色いレシートキャンペーンに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ペーンに、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。今回より一年間分と受け取る期間が変わり、７０００

円の寄贈をいただき、土曜会児童部、青年部が活動で使えるものを、ということで、ドッチビー、マジックキ

ャッチセット、バトミントンセット、また、安全に活動できるよう、アルコールも購入させていただきました。 

投函いただきました皆さん、ご協力ありがとうございました。 

引き続き、今後ともパンジーの会へのレシート投函を宜しくお願いいたします。 

土曜会各部 

成 
 

 
 

人 
 

 
 

部 

児 

童 

部 

・ 

青 

年 

部 
パパボラを募集しています!! 

 



ひきこもりにならないために 

～今のままで大丈夫？家族が今からできること～ 
 

 

パンジーの会３０周年記念講演会 

 

 

疑問・質問におこたえします！ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■日 時  令和３年12 月４日（土）１３：００～１６：００ 

■講 師 小瀬古 伸幸氏 
精神科単科病院勤務後、2014年、訪問看護ステーションみのり入職。 

2016年、訪問看護ステーションみのり奈良を開設し、所長として勤務。 

2019年より現職。精神科認定看護師WRAP ファシリテーターFamily Work 

 Practitionerを取得。著書として「精神疾患をもつ人を、病院でない所で支援 

するときにまず読む本（医学書院）」がある。 

2020年４月から中央法規出版から刊行されている月刊誌「ケアマネジャー」 

にて、「精神疾患×支援困難ケースへのあす活スキル」を連載中。 
 

■開催方法  オンライン配信（ＺＯＯＭを利用）※LIVE配信のみ 

■参加費  １０００円（パンジーの会会員は無料） 

■振込先   ゆうちょ銀行 口座記号 ００９１０－９ 番号 １１６０９２ 

加入者名 奈良ＬＤ親の会 パンジー 

※振込手数料は振込人負担です。ゆうちょ銀行の ATMもしくは窓口でお振り込みください。 

 他行からのお振込みはできませんのでご注意ください。 

■申込方法 奈良LD親の会パンジーのホームページ、イベント情報イベント一覧よりお申し込み下さい。 

https://www.pansy-nara.net/event_form.php?infoId=39 

                   ※二次元コードからも申し込みできます→ 

■申込締切 １１月１３日（土）21:00まで 

※参加費振り込みをもって申し込み完了といたします。 

■定 員  １００名になり次第申し込みを締め切ります。 

 

発達障害のある子（人）は、さまざまな特性による生きづらさを抱えながら学校生活や社会

生活を送っています。ひきこもりにならないためには、その時々の家族の対応や家族間のコミュ

ニケーションがとても大切です。 

パンジーの会は発達障害児・者の会として昨年、発足３０周年を迎えました。記念講演として

日々、現場で活躍されている小瀬古伸幸先生をお迎えし、ＺＯＯＭによるオンライン講演会を開

催することとなりました。 

申し込みの際に疑問や質問をいただき、今の皆さんの悩みにできる限りおこたえする講演会

にしたいと考えています。皆さんのご参加をお待ちしております。 

発達障害のある子（人）が 

https://www.pansy-nara.net/event_form.php?infoId=39


■プログラム（１３：００～１６：００） 

１３：００ 開会挨拶  

１３：１５ 講演「発達障害のある人（子）がひきこもりにならないために 

                   ～今のままで大丈夫？家族が今からできること～」 

            講師 小瀬古 伸幸氏 

１５：００ 休憩 

１５：１０ お申し込み時にいただいた疑問や質問に講師よりおこたえいただきます。 

                 ※質問者は匿名とさせていただきます。 

１５：５０ 閉会挨拶 

１６：００ 閉会 

 

■申込事項  参加者名、郵便番号、住所、携帯番号、年齢、所属（保護者・学校など教育関係・支援関係・ 

      その他）、講師への疑問・質問など 

■招待メール 振込口座に入金を確認後、１１月２４日（水）ごろにお送りする招待メールでＺＯＯＭへ

アクセスする方法や URLをお知らせします。  

■質問例  ・小学 5年生男児の母です。自己肯定感が弱く、最近学校に行きたくないと言い始めました。 

支援はしていただいていて、放課後デイにも通っています。どう対応してよいのか迷っています。 

      ・25歳の息子がいます。職場から帰ってくるとため息をつき表情も暗く心配です。仕事に行かな 

くなるのでは、と心配です。いろいろ聞いても「うるさい。」「大丈夫だ。」というばかりです。ど 

うしたらよいでしょうか。 

■注意事項 ・受講費振り込み後のキャンセルはできません。 

      ・講演会の資料の転用および録画・録音・撮影、講演会の詳細内容の SNSへの投稿や誹謗中 

傷、受講のための IDおよび PWの無断共有は固くお断りします。 

      ・本講演会の受講にあたっての技術的なお問い合わせについては、主催者では受け付けてお 

りません。 

・受講者の端末（PCやスマートフォン等）環境やインターネット通信状況によっては、本

講演会にご参加いただけない場合や接続が不安定（映像や音声の乱れ等）になる場合がご

ざいます。あらかじめ受講環境をご確認ください。 

■問合せ先  パンジーの会 事務局メールアドレス pansy.nara.ld@gmail.com  

 

主催：奈良 LD親の会パンジーの会 

奈良ＬＤ親の会パンジーとは 

「パンジー」は LD（学習障害）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）の親の会です。 

講習会、研修会の開催や行政（教育委員会、障害福祉関連行政、就労関係行政）との懇談

や意見交換会、レリエレーション（キャンプ、ボーリングなど）の親子参加活動、親同士が集う交

流会などを行っています。 

特別支援教育士ＳＶの大庭譲治先生が子ども達と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「土曜会活動」があり、児童部（年長児・小学生）や青年部（中高生）は毎

月第二土曜日に田原本町にある施設で活動をしています。成人部（１８歳以上）は 

2・5・11月の第３土曜日夕刻より懇親会を開催しています。 

詳しくはホームページまたは Facebookをご覧ください。 

mailto:pansy.nara.ld@gmail.com

