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201４年 ６月 ５日
特定非営利活動法人
山口発達臨床支援センター

春から夏になる６月。
「どの季節が好きですか？」と聞かれたら、私は季節の変わり目と応えます。
季節には香りがあります。雪国で育った私は、冬から春になる時、そよふく風の若草の香りで春を感
じます。新潟の冬は一日中晴れることはなく、朝晴れていても日中どんよりが当たり前でした。受験
で上京した時、一日晴れていることが驚きで、何となく気持ちも明るくなったことを思い出します。
雪国の人間が暗いのではないですよ。それだけ季節に敏感だと思っています。
昨日、山口も梅雨に突入しました。何となくじめじめする空気と、雨に濡れて鮮やかに映る山の木々
に夏を感じます。中国地方の昨年の梅雨明けが７月初旬であったので、ひと月ちょっと雨とお付き合
いしなければなりませんね。じめじめした毎日に突入ですが、どうせならこの時期ならではの楽しみ
をもちたいですね。しかし、５年前の７月の右田地区の豪雨災害や昨年の萩の豪雨災害での自然の恐
ろしさも忘れてはいけません。先日、萩市の下小川の社会福祉法人 E.G.F さんに伺う道中にも広範囲
で災害の爪痕が残っていました。自然のこわさといまだに不自由な生活を送っておられる方がいるこ
とを忘れてはいけないと訴えているかのようでした。あらためて災害への備えの必要を感じます。
さて、今日、三日間の息子の最後の高校総体が終わりました。昨日も子どもはしみじみと終わって
いく寂しさをつぶやいていました。送迎の車の中で、私も「小学校のスポ少の野球からずっと試合に
付き合ってきたね。今年で応援に行くことがなくなると思うと寂しいね。」と素直な気持ちを伝えま
した。子どもとともにドキドキハラハラしながら勝っては喜び負けてはへこみ、一喜一憂しながらの
時間を親の方が楽しんでいたのかもしれません。父親も子どもが試合の時には、東京から早朝便で直
接会場に駆けつけ審判をしていました。中学からは親が付き添うことも少なくなりました。付き添い
ではなく、親の楽しみとして大会を観に行くようになったのかもしれません。中学で２２㎝身長が伸
び、高校で棒高跳びを勧められ怖さを超え、毎日自宅でもストレッチしてきた努力が実ったのか、大
きな大会で４ｍ超えをした瞬間、安堵とともにひとりの青年のたくましさを感じました。子どもが自
立していくというのは、親がとやかく口出ししなくなった時であり、子どもが自分自身の目標に向か
い自ら努力し始めた時かもしれません。（まだまだ勉強の方は口が出そうですが…）
。
まだまだ生活面では危なっかしいですが、やっとヘルパーから見守るサポーターになれそうです。
（川間）

この度、当センターの職員 今川先生が３月をもって退職いたしました。
本来ならば、みなさまにごあいさつをして退職するところですが、諸事情によりごあいさつできま
せんでした。申し訳ありません。
また、今川先生の担当の利用者さまには年度末からいろいろとご迷惑をおかけしています。重ねて
お詫び申しあげます。
今川先生と同じ指導とはいきませんが、職員一同で皆さまを支援していきたいと思っていますので、
今後もよろしくお願いいたします。

４月２７日（日）当センターで理事の方々に出席いただき、
社員総会を開催しました。
理事の方から、
「もう少しお仕事に余裕をもって体を大事にし
てほしい。そしてセンターを守っていって欲しい。」と川間先生
を心配してくださっているお言葉をいただきました。気にかけ
てくださり、とてもありがたいです。

４月１５日（火）イオンギフトカードの贈呈式に行ってきました。今回は、７，０００円いただきました。
大事に使わせていただきます。
「イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン」ってご存知ですか？
イオングループのお店で毎月１１日「イオン・デー」として、
黄色いレシートを専用 BOX に投函していただくと、レシート合計
金額の 1％に当たる品物が地域のボランティア団体などに寄付さ
れます。～自分の買い物でだれかを幸せにするしくみ～

茶話会のご報告
日時：5 月２３日（金）10：00～12：00
場所：当センター
内容：就学について
講師：特別支援学校コーディネーター
久冨 貴司 先生

こちらが久冨先生。昨年は中学まで
のお話でしたが、今回は高校の現状
まで聞けて良かったです。
まず、学校選び～支援学校？通級？
まず、学校選び

支援ク

ラス？悩むところです。そこで、
「先をみて選
ぶこと。何を思ってそこに行くのか。
そこで何を頑張らせるか。
」学校を見に行って

今回の茶話会は会報でお知らせすることができ

みたり、話を聞いたりしてみるのも大事。

ませんでしたが、センターで呼びかけたところ、

高校入試について～発達障害のある生徒も
高校入試について

4 名の方が出席してくださいました。ありがとう

普通の高校入試が受けられる。基礎学力があ

ございました。

り、皆と同じ点数が取れれば受かる。障害が

「目先のことしか見てなかったけど、先のこと

原因で落ちることはなく、文部科学省の調査によると、

も考えないといけないんだ・・・」とお勉強され

入試の際に配慮されている学校もある。そして、入学後

たお母さん方でした。

も配慮してもらえる。などなど、今後の知識としてとて

山口県特別支援教育臨床研究会のご案内
日時：６月２１日（土）
9：30～11：30
場所：当センター
講師：川間 弘子
（山口発達臨床支援センター

参加費：４００円

理事長）

も役に立つお話しでした。センターに資料があります。

【内容】～『ＷＩＳＣ－Ⅳについて』
前半 WISC-Ⅳの検査結果から子ども像を想像してみよう
後半 実際のお子さんの実態とアセスメントから指導計
画作成へ
参加者によるディスカッション
WISC-Ⅳの検査結果をもとにデータから読み取れるお子さんの実態
について、想像し考えていきます。そして、実際のお子さんの実態
とのくい違いを確認します。WISC-Ⅳの検査について学びましょう。

『山口県特別支援教育臨床研究会』
（通称：臨床研）ってなあに？
特別支援教育に関心・興味のある方なら職種を問わず、どなたでも参加できる会です。入会手続きはありません。
堅苦しい漢字で難しそうに思われるかもしれませんが、是非、お気軽にご参加ください。一緒にお勉強しましょう！

【日

時】 ７月２０日（日）～２１日（月・祝）
１日目 ９:３０（受付）～１６:３０
２日目 ９:３０～１６:００
【場 所】 防府市地域協働支援センター
「ルルサス防府」多目的ホール（2F）

【参加費】

会員３，０００円

今回も赤い羽根共同募金様より
助成金をいただいてのセミナー
です。

非会員４，０００円

※１日のみの参加でも参加費は一律です。
保育もあります（保育料は別途かかります）。

数の学習

数の指導で悩んでいる方へ

数えよう！数えてみよう！いくつで「おなじ」になるかな？
内容：「ちがい」の学習に向けて

★数の基礎学習 ★導入期の指導方法
★量概念の形成

講師：宮城

★「おなじ」の概念形成から合成分解まで

武久 先生
（つばき教育研究所理事長／社会福祉法人「麻の葉学園」理事／山口発達臨床支援センター理事）

川間

健之介 先生（筑波大学附属桐ヶ丘特別支援学校校長／筑波大学人間系教授）

川間

弘子（山口発達臨床支援センター理事長）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
困っていま
せんか？

子もがどこにつまずいているのかわからない
いつまでも指を使って数えていて、数字になると計算できない
量がわからない、数字が読めない、物を数えられない等々・・・

毎年好評いただいているセミナー。参加者さんは学校の先生、保護者、その他いろいろ。

申込み〆切：７月５日（土）
申込み方法：ＦＡＸ
またはメール
お問合せ先：当センター
TEL/FAX

是非この機会に学んでみませんか？きっとお役に立てること間違いなし。

0835-25-8808

皆さまのご参加、お待ちしています♪

ののはなクリニック様よりご寄贈いただいた本の紹介です。当センターの待合室に置いています。
ご興味ある方は是非ご覧ください。

ねがいごと

たんぽぽはるか

あいたくて

あいたくて

あいたくて

・・・

きょうも

わたげを

とばします

まぶしい

ふくろうげんぞう

ほしが

ひかりとやみ

みあげれば

よぞらの

まつりのように

ああ

にじひめこ

ひつようだ

ひかるためには

くらやみも

おいわい

きょうは

うれしいことがありましたので

のはらに

リボンをかけました

すてきな詩が
たくさんです。

いつも ご支援ありがとうございます！
新規・継続賛助会員様
☆黒瀬
☆樂満
☆原川
☆高橋
☆頃末
☆倍地
☆杉山
☆左草
☆海田
☆松永
☆松田
☆瀬尾
☆岡田

圭一郎さま
惠子さま
信さま
ゆう子さま
能宏さま
淳子さま
由美さま
世津子さま
恵子さま
和子さま
敦子さま
佳与子さま
理子さま

（順不同）

☆國井 理恵さま
☆松田 信夫さま
☆村田 茂さま
☆三澤 義一さま
☆春木 豊さま
☆竹内 幹雄さま
☆日下 貴美さま
☆那須野 三津子さま
☆一木 武さま
☆大橋 みさきさま
☆川間 道明さま
☆保坂 みささま

☆古志野 智香さま
☆落合 由美さま
☆塩田 津多子さま
☆有田 信二郎さま
☆兼定 啓子さま（ののはなｸﾘﾆｯｸ）
☆三浦 祐一さま
☆橋本 哲弥さま
☆縄手 昌子さま
☆梅本 玲子さま
☆市川 博子さま
☆齋藤 博紀さま
☆大塚 玲さま
☆松尾 秀成・真実代さま
☆岸田 あすかさま（NPO 法人ｼﾝﾌｫﾆｰﾈｯﾄ）
☆蔵重 秀樹さま（くらしげ小児科）
☆水野 しのぶさま
☆藤山 哲男さま（藤山医院）
☆古岡 文子さま
☆久保 汐里さま
☆池上 紀子さま
☆矢ヶ部 正枝さま

団体利用会員様
☆下関市地域福祉事業所 きしゃぽっぽさま

☆子育て支援センター しらさぎキッズさま

寄付・寄贈
ご寄附いだきました。
☆大橋 みさきさま
☆岡田 理子さま
☆ののはなｸﾘﾆｯｸ 兼定 啓子さま
ご寄贈いただきました。 ☆山根 貴俊さま（教材）☆ののはなｸﾘﾆｯｸ 兼定 啓子さま（本）
センターの畑で採れたそら豆といちご。
利用者さんにおすそ分け。
次はトウモロコシが芽を出しています。
お世話してくれているのは利用者さんの
お父さん。いつもありがとうございます。

キッズでも
大収穫！！

センターからのお知らせ

ちょっぴり早いですが、夏休みについてのお願いです。

★ 夏休みの指導日について
夏休みの指導日について～夏休み中、回数等変更を希望される方は前の月までにご連絡ください。
★ センター夏のお休みについて
8 月 12 日（火）～
センター夏のお休みについて～
お休みについて
日（火）～8
）～8 月 17 日（日）
日（日）研修期間になり、お休みします。

編集後記・・・・ 今年センター創立２０周年。NPO 認定１５周年ということで７月２０日祝う会を開催。
どなたでも参加ＯＫ。たくさんの方と一緒にお祝いできると嬉しいな・・・・

