つ ば き
～ 冬 号（新年） ～
2017 年 2 月 2 日
本年もよろしくお願いいたします。酉年の今年、みなさまが夢に向かって大きくはばたける一年になります
ように・・・。
センターは、暮れの 12 月 19 日に県知事より認定 NPO 法人の認証を受けました。昨年 5 月に申請し、7
ヵ月に渡り、活動、財務、労働などさまざまなチェックを受けました。それに伴い、県の福祉事業に認めてもら
っていなかったことに付随して、さまざまな悔しい思いもしてきましたが、たくさんの方に背中を押され、前に
進むことができました。認定 NPO 法人は、県で 5 番目、防府市第一号となります。たくさんの方に認知され
ることにより、センターを利用される方がさらに利用しやすい場となるよう取り組んでいきたいと思います。
今年、長男が成人を迎えました。小学校 1 年生の時に、ソーシャルスキルトレーニングを希望されていたお
子さんのために編成した小集団キッズ８人に息子も加わっていました。上村先生が毎週水曜日の３時に学校に
子どもたちを迎えに行き、一時間程の小集団での学習を行いました。メニューは、①メインの先生の話や友だち
の話に耳を傾けること、②それぞれの学習課題に取り組み、自分が早く終わっても、本を読んだりパズルをした
りしながら友だちが終わるのを待つこと、③指先の巧緻性の学習、④ルール性のある遊び。学年が上がってもそ
の柱を変えずに行ってきました。小１から小６まで６年間続いたキッズ。時折キッズメンバーで食事やボーリ
ングに行きました。少数メンバーは中学まで続きましたが、高校はそれぞれの夢につながる学校を選択し、二十
歳の今、その夢は少しずつ近づいてきているように感じます。二十歳の記念にと、キッズの時の写真とメッセー
ジを送り、その返信から、頑張っている姿が伝わってきました。毎日、真っ赤な顔で汗だくで自転車で通勤して
いる S 君、建築関係の仕事に就きたいと大学に進学した H さん、陸上の指導者になる夢を抱いて大学で部活に
明け暮れている息子・・・。小学校での PTA 広報部長だったので、6 年生のみんなに書いてもらった将来の夢
をいつか見せたいと思います。
ここは卒業がありません。そして、それぞれ巣立って行っても、いつでもなつかしいキッズの場所がここにあ
ります。
今年、キッズメンバーの他に現在利用の５人のお子さんと、すでにセンターを卒業されたたくさんのお子さ
んが成人を迎えられました。

みなさんの夢が実現しますように・・・心から願っています。

成人おめでとう！！

川 間

弘 子

利用者さん５名が成人され、センターよりささやかなお祝いの品をおくりました。
ステキなおとなになってください。

１２月１９日、県より沢山の審査を受け、やっと認定 NPO 法人を取得しました！！山口県内で５番目、防
府市で１番目に取得です。このことにより、寄付を受けやすくなります。賛助会費も寄付金です。寄付した
方が金額の最大５０％が控除になります。たくさんの方に応援いただけるようさらに社会の抱える課題を解
決していきたいと思います。認定を機に、もっと皆様に親しんでいただくために「山口発達臨床支援センタ
ー」を「やまぐち発達臨床支援センター」に改名しました。
今後も「やまぐち発達臨床支援センター」をよろしくお願い致します。

来年度より、利用料(年会費・寄付金・交通費以外の利用料)に
消費税がかかります。
皆様にとってご負担になりますが、ご理解の上、
よろしくお願い致します。

「時間の学習」・・・○分前・ □分後を求める
日

時：３月 26 日（日）

受付 9：45

場

所：ルルサス防府 2F

多目的ホール

講

師：川間

10：00～16：30
You Tube にて
春季セミナーの予告編を

健之介 先生（筑波大学附属桐が丘特別支援学校 校長／

配信中！ 見てね。

筑波大学人間系 教授）

川間 弘子
内

理事長 （やまぐち発達臨床支援センター 理事長）

容：子ども役と先生役に分かれての演習学習
※書籍販売あり

（時間の概念から文章題・時間の計算）

※センター教材（時計）の販売あり

いつも目からウロコと言われ、喜ばれているセミナー。次の日からすぐ指導に活かされると評判の
セミナー。参加してみませんか？そして、またまた大好評の文榮堂さんの書籍販売が来ます！！
絶対お得。その上、なんとセンターの教材が商品になり、セミナーで初販売。お楽しみに♪

２０分後って？

参加費：３，２４０円（消費税込み）
定

員：５０名様

申込み：２月初旬より受付開始
今何時？

申込方法：申込用紙で FAX または郵送

５分前って？

HP にも申し込みﾌｫｰﾑあり
どう教えたらいい？

そうか！
なるほど

申込締切り：３月１０日（金）
原因に気づいて、指導を築く、そんなセミナーです。

茶 話 会

～ ご報告 ～

日時：１１月２５日（金）

【内容】就労について

場所：当センター

今回は、15 名の参加でした。

講師：三輪 治彦

先生

まだまだ先のこと・・・と思っていても子ども

障害者就業・生活支援センター

の将来のために今から出来ることがたくさん

デパール センター長

ある事に気がついた茶話会でした。やっぱり

社会福祉法人 ほおの木会
鳴滝園 施設長

こちらが

普段の生活は大事です！

三輪先生

三輪先生、貴重なお話をありがとうございま
した。

山 口 特 別 支 援 教 育 臨 床 研 究 会

～

ご報告

日時：１２月１７日（土）９時半～１１時半

毎回先生方の参加者が多かっ

場所：当センター

たのですが、最近はお母さん

話題：「手指の力を高める」指導について

方や施設の職員の方もお勉強
をしに来られます。臨床研に

リコーダーや洗濯バサミなどを使っての

興味を持っていただけて嬉し

事例発表はとても役に立つ情報でした。

いです。
～

参加者さまの感想より

～

＊生活の中にも沢山のヒントがあるので関心が持てるような声かけ、はたらきかけをしていきたい。
＊日常生活動作にゲーム的な要素をいれたり、教材の工夫をしたり活動をすることが子どもたちの喜びになるよう心がけたい。
＊洗濯物干しのお手伝いや服のハンガー掛け等、日頃の生活の中で意識して取り入れていけることがたくさんある事に気づかされた。などなど

キッズ・おやじの会・青年期の活動≪ご報告≫
１２／２２（木）

キッズ～クリスマス会

場所：カフェギャラリー＊ディナーマナーを学ぶ

１２／２8（水）

おやじの会～忘年会

場所：牛丸＊親睦と有富パパの復帰祝い

男子の
共同作業

高価な美術品に囲まれ、ちょっぴり緊

１／２６（木）青年期～新年会

張しながらのディナー。フォークと

場所：イオンタウン

ナイフのお勉強をしました。

今年もたくさんのお父さんたちが集まりま
した。S1 ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ準優勝のお祝いに花束を
いただき、ステキなサプライズに涙です。

もうバッチリです。
ボウリングをしました。初体験の女子も頑張
りました。お昼は皆でランチ。最近の青年期活
動、盛り上がっています。あとはトークが盛り
上がれば・・・。

センターに新しい看板！
駐車場、電柱にも？！

センター建物内に事業所
「虹とおひさま」ができました！

防府市ふるさと寄付対象団体に
認定さ れました 。みなさ ん 市の
HP をご覧ください。

ちょっぴりセンター名が変わ

センターで生まれた教材を商品化し、

ったので、看板を新しくしまし

販売する事業所「虹とおひさま」

ふるさと寄付金とは・・・

た。気がついてくれたかな？

ができました。３月より「時計」の教材

「ふるさとを応援したい」
「ふるさとのた

から順次販売されます。
（春季セミナー

めに何かしたい」という方から寄付金が

でも販売）今後もセンターのいろんな

いただける。その団体に認定されました。

教材開発に注目です。

とてもありがたいです。

日時：２月１８日（土）９時半～11 時半

山口コ・メディカル学院 3 年生の

宮崎

千帆 です。

場所：当センター

参加費 400 円

実習のなかで一人でも多くの方と関わることがで

内容：「読み取る力」を高める（文章題読解力）

きればと思います。１月１０日～２月１８日まで

聴く力・見る力・手指の力。最後の力は「読みとる力」です。

で、６週間という短い間ですが、よろしくお願いい

興味がある方は、当センターへお問い合わせください。

たします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ いつも ご支援ありがとうございます ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
賛助会員さま

（順不同）

Ｈ28.11.21～H29.2.1 現在

ご 寄 附
★

小西

剛史さま（本・ｹﾞｰﾑ）

祐一さま

★

中村

隆夫さま

カフェギャラリーさま

★

田中

侑菜さま（本）

稗田 久恵さま

井野口

松浦 和子さま

三浦

川間 道明さま

房雄さま

医療法人テレサ会 西川医院さま

～ センターからのお知らせ ～
★

12 月 19 日に「認定 NPO」になり、
「やまぐち発達臨床支援センター」になりました。

★ 来年度より利用料に消費税がかかります。ご了解ください。

編集後記・・・昨年より、センターはいろんなことが起きています。お陰で「つばき」は情報盛りだくさん。
職員もてんてこまい。利用者さんにご迷惑かけないよう、指導が手薄にならないように気をつけ
なくっちゃ。

