
自閉症理解講座開催要項
Ⅰ．主　　旨

Ⅱ．内　　容

　「自閉症」の人をとりまく環境はいろいろであり、特に学齢期を終了した若者の社会参加を推進

していくには困難な状況が多くあります。また、自閉症の人を受け入れている自閉症専門施設の数

が少ないため、他の知的障害者施設でも自閉症の人の入所（通所）割合が増加し、自閉症に関わる専

門的な援助を模索している施設が多くあります。こうしたことから、当事者、関係者の交流、情報交

換を通じて自閉症に対する認識を共有するとともに、自閉症への理解や関心を深め、自閉症の人へ

の援助技術を高める一助とするため、自閉症の人と関わりのある事業所等の職員や自閉症に関心

のある人を対象に「自閉症理解」講座を開催します。

講　　師　独立行政法人 国立病院機構　賀茂精神医療センター
　　　　　児童指導員 元山  淳氏・作業療法士等専門スタッフ
日　　時　2010年8月22日（日）10：00～16：00
　　　　　（雨天時、屋根付炊飯場使用）
会　　場　広島市青少年野外活動センター　こども村
所 在 地　広島市安佐北区安佐町小河内5135
　　　　　(連絡先℡835-1444、Ｆax835-1445)
対 象 者　事業所等の職員、ヘルパー、自閉症に関心のある人(ボランティア希望等)
　　　　　＊自閉症児・者のご家族等は対象外です。
参 加 費　1,000円（福祉バス、昼食費、行事用保険に加入）
定　　員　50名（＊定員になり次第締め切ります）
移動手段　福祉バス
集合場所　安佐南区総合福祉センター１階・ロビー
　＜住所＞広島市安佐南区中須1丁目38番13号（別図参照）
　　　　　　※現地集合・解散可…申込みの際お聞かせください
　　　　　　　（集合時間スケジュール参照）
　＜スケジュール＞予定 ＊時間は若干前後しますので、ご了承ください
　　受　付（9：30）→トイレ準備・準備物等搬入（9：55）→
　　集合場所出発（10：00）→会場（こども村）到着（10：45）→
　　中央炊飯場（日帰りキャンプ場）移動（11：00）…
　●バーベキュー・飯盒炊さん調理準備（11：15～）
　●ランチタイム（12：15～13：15）
　●レクリエーションタイム（13：30～15：00）　　　　
　●現地解散（15：10）→トイレ準備・搬入（15：15）→
　　 集合場所到着・解散（16：00）

「自閉症児･者と楽しく関わるためのこころみ（１）（＊デイキャンプ）」
― 共催の「おむにばす」の自閉症児・者と保護者参加 ―

第1回）

Ⅲ．主　催 社会福祉法人　広島市安佐南区社会福祉協議会
Ⅳ．共　催 ・社会福祉法人　広島市手をつなぐ育成会
 ・自閉症理解活動グループ　おむにばす

Ⅴ．申し込み・問い合わせ先
　 社会福祉法人　広島市安佐南区社会福祉協議会事務局
　 〒731－0194　広島市安佐南区中須1－38－13
　 ℡082-831-5011　Fax082-831-5013
　 E-mail:asami@shakyohiroshima-city.or.jp

広島ニューシティライオンズクラブ福祉基金の運用改正
　本会では、平成２年度より数回に亘って、広島ニューシティライオンズクラブからご寄付
をいただき、現在1,000万円の福祉基金の運用をさせていただいております。ところが、昨
今の自主財源の減少に加えて、金利の引き下げにより、基金の果実運用では到底対応できな
い状況が続いておりました。
　そのため、このたび広島ニューシティライオンズクラブから、基金の一部については弾力
的運用ができるよう、ご承認をいただきました。
　本会としては、これにより、地域福祉活動や高齢者、障害者等の福祉事業が支障なく、効
果的に推進できるよう、努めてまいります。

日　　時　2010年9月12日（日）10：00～16：00
会　　場　安佐南区総合福祉センター6階・大会議室
所 在 地　広島市安佐南区中須1丁目38番13号（別図参照）
対 象 者　事業所等の職員、ヘルパー、自閉症に関心のある人(ボランティア希望等)
　　　　　＊自閉症児・者のご家族等は対象外です
参 加 費　無　料（㊟参加の際は昼食を参加者側でご準備ください）
定　　員　50名（＊定員になり次第締め切ります）
●＜講　義Ⅰ＞（10：00～12：00）
　「自閉症の理解と支援の仕方～デイキャンプでの気づき他～」
　独立行政法人国立病院機構　賀茂精神医療センター
　児童指導員　元山 淳 氏
●ランチタイム（12:00～13：00）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●＜講　義Ⅱ＞（13：00～14：00 ＊質問タイム込み）
　「自閉症の仲間と関わる中で大切にしていること～事業所施設からのアドバイス～」
　社会福祉法人　交響　天崎 靖 氏
●テーマ・グループ別（親・参加者・アドバイザー等）
　情報交換会・発表 （14:00～15：30）
　まとめ（講師　元山 淳 氏）（15:30～16：00）
●終了・解散後　元山 淳 氏を囲んで懇親会（同会場、茶話会形式で自由参加）

「自閉症児・者と楽しく関わるためのこころみ」（講義Ⅰ・講義Ⅱ）
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待ちに待った夏休み、どう過ごしますか？

～ボランティアフィールド in あさみなみ2010～
夏休み福祉体験講座

日　時 平成22年8月5日（木）～10日（火）のうちの４日間
※８月６日（金）、８日（日）はお休みです。

（スケジュール）

場　所 安佐南区総合福祉センター・安佐南区内の高齢者施設・保育園　
高校生・専門学校生・大学生等で全日程に参加できる方
20名 ※締め切り日：7月20日（火）
ただし、定員になり次第、締め切ります。
無料
※ただしボランティア活動保険代２8０円及び
　その他実費(昼食代・交通費等)が必要です。

対　象

定　員

参加費

内　容

暑い夏、学校では経験できないことを、
初めて知り合う仲間と共に取り組んでみませんか？

新しい出会いが待っています！
新たな自分を開拓する4日間にしていきましょう！
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加
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開催日時

8月5日（木）
9：30～15：00
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9：30～ 　　　　
10：00～12：00
13：00～14：00
14：00～15：00

10：00～12：00 
13：00～15：00

10：00～15：00

10：00～12：00　　
13：00～14：00

開講式・オリエンテーション
レクリエーションを通してお互いを知ろう！
視覚障がいの方の体験談 
アイマスク体験

高齢者施設の方からお話を聞こう！
デイサービスの利用者さんとの交流

保育園の一日を体験し、流れを知ろう！
たくさんの子どもたちとふれあおう！
コミュニケーションとは　　
ふりかえりとまとめ・修了式

・広島レクリエーション協会
 　恵谷　裕三　氏
・「ひとみ会」
・「ガイドサークルむつみ会」

・特別養護老人ホーム慈光園
 　園長　藤井紀子　氏

・安佐南区内の市立保育園

・大西　恵子　氏

8月7日（土）
10：00～15：00

8月9日（月）
10：00～15：00

8月10日（火）
10：00～14：00

開催内容 講師・場所等

施設体験1日目

施設体験2日目

安佐南区社協では、つぎのような
浄財をお受けいたしております。
●誕生日・結婚・快気・創業祝い・香典返しなど
●町内会・職場・会社での各種募金
●チャリティーバザーの収益金など
（返礼に代えるハガキの印刷の斡旋を行っています。）

　社会福祉法人にご寄付いただいた場合は寄付
金控除の対象となります。合わせて個人の方は、
寄付金税額控除10％の控除（県民税４％＋市民
税６％）の対象となります。お寄せいただいたご
寄付は、下記の福祉のまちづくり推進のために
活用させていただきます。

○地域活動のために
　・地区（学区）社協活動の援助
　 （いきいきサロン活動費）
○ボランティア活動のために
　・ボランティアセンターの運営
○心配ごと相談のために
○福祉のために
　・老人福祉　・児童福祉　・障害児（者）福祉
○広報のために

◆お申し込み・お問い合わせ◆
　社会福祉法人　広島市安佐南区社会福祉協議会
　電話　831-5011

お寄せいただいた善意は地域福祉のため、有効に活用
させていただきます。
（平成22年４月１日～平成22年６月30日まで　ー受付順ー）

○一般寄付　　匿名２名

まごころに感謝します

在宅看護職の会が健康相
談を行います。

佐東老人いこいの家…
第１・３月曜日
10:30～12:00

祇園福祉センター…
第２・４水曜日
13:00～15:00

障害者自身が障害者の相談を
受けています。
相談員が車いすでいろいろな
所に出かけているので、出入
りしやすいお店やサービスの
よいお店などの情報がたくさ
んあります。
気軽に話しに来ませんか？

障害などがあって、相談先ま
で行くことが難しいという場
合には、在宅訪問相談コー
ディネーターがご自宅にお伺
いします。必要に応じて、弁
護士や理学療法士など専門家
による訪問相談も可能です。

金銭トラブル、不動産、
家庭問題、遺産相続など
わかりにくい法律の疑問
にお答えします。

毎週水曜日13:00～17:00
不登校、ひきこもりなど…ど
のように接したらよいか不安
ですね。
たくさんの子どもたちやご家
族と接してきた相談員の経験
から、ヒントになることがあ
るかもしれません。
とにかく一人で悩まないで、
お話しに来てください。

先輩ママ“MaMaぽっけ”によ
る子育ておしゃべりの場です。
はじめての子育て、仲間づく
りを応援しています。また、
子育てサークルのことや子ど
ものこと、ママ、パパたちの
悩みなどの相談にのっていま
す。ママ、パパの気分転換に
どうぞ！

第１金曜日10:00～12:00

毎週火曜日10:00～12:00毎週火曜日10 00 12 00毎週火、水、木曜日
10:00～16:00

第３水曜日
13:00～15:00（要予約）

　安佐南区社会福祉協議会では、生活上のあらゆる困りごと、
悩みごとについての相談をお受けしています。
お気軽にお電話ください。

ごと、 無料です
佐南区社会福祉協議会では 生活上のあらゆる困りごと

お気軽にご相談ください

安佐南区社会福祉協議会 ☎８３１－５０１１ までお問い合わせください


