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                                               2021 年 2 月 26 日 150 号  

                       E-mail: mugi.saitama89@gmail.com 
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 皆さんいかがお過ごしでしょうか。1 年前、新型コロナウイルス感染防止の規制にぎりぎり間に

合い、機関紙発送作業とおしゃべり会を実施しました。その後影響は益々大きくなり、思いもよら

ぬ 1 年となってしまいました。この影響が皆さんにとって大きくなければ良いなと思います。麦の

活動も、どうにかおしゃべり会を 2 回対面で実施できましたが、1 月の 3 回目は中止せざるを得

ませんでした。役員会は 7 月から 12 月まで対面で行いましたが 1、2 月は Zoom を利用しまし

た。これまでのような行事を企画できなかったことが大変残念です。 

様々な行事がリモートを利用するようになり、全国 LD 親の会の行事も Zoom を多用するよう

になりました。麦でも取り入れていくことになりそうです。リモートを歓迎する方も、リモートは

難しいという方もいらっしゃることと思いますが、とにかく感染拡大が収まり、どちらの企画も立

てられるようになることが一番と思っています。 

 麦は 1989 年に誕生して３0 年を超え、この機関紙は 150 号です！ 8 月の 148 号から麦ホ

ームページ掲載による発行になりました。印刷・発送作業の省力化を検討して昨年度末から提案さ

れていましたが、感染拡大防止も影響し、決定されました。 

ところで、皆さんは「麦」に何を求められていらっしゃいますか？私は、活

動が思うようにできなかった今年度、これまで多くの会員の方が積み上げて

きた麦の歴史を大切に活動していきたいと思うとともに、これからの活動は

どのようなものが良いのか、と考えていました。でも、活動を支える役員さん

が不足しており今後が心配です。会員同士が顔を合わせる機会が減り、交流

が少なくなっていますが、ぜひ皆さんの声を聞かせてください。 

 来年度は皆さんのさらなるご協力をよろしくお願いいたします。       （M.K） 

  

2020 年度総会は、新型コロナウイルス感染防止のため昨年度同

様、総会に代わり書面議決を行うことといたしました。 

 また、例年 2月機関紙とともに総会関連資料をお届けしていまし

たが、緊急事態宣言により印刷会場が使用できないため、活動報告

及び書面議決のご案内を 3/9 に印刷、郵送する予定です。ご了承く

ださい。 
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全国 LD 親の会 全国会員 Web 研修会 

11/21（土）13:30～16:00 大阪ドーンセンター＆Zoomによる

オンライントーク 

全国 LD 親の会は、新型コロナ対策の生活状況アンケートを 2 回にわたり実施

し、その結果に基づいて、全国会員を対象に研修会を開催しました。まず、大阪

ドーンセンターから Zoom でアンケート結果概要を理事長が報告いたしました。その後、大阪会場で行う

対面 1 グループと年代別の 6つの Zoom グループ、計 7 つの分科会で ①新型コロナ対応による生活の変

化 ②新型コロナ対策から今後に活かしてほしいこと、について意見交換を行いました。「麦」からは、ブロ

ック評議員である私 Y と代表の K さん、一般会員の計 3 名が参加しました。私は、ファシリテーターとして青

年グループを進行させていただきました。参加者からは、「出勤人数が制限された」「通販が増えた」「電車やバス

内の感染が心配」「親同士で集まる機会が減った」「リモートを教えてほしい」「対面活動とオンラインの両方が大

切」「親の会で Zoom を導入したが、使いこなせない会員が多い」等の意見がございました。参加された皆様、

様々な情報とご意見をありがとうございました。 

新型コロナによって、親の会の機能が滞ってしまいました。本研修会での意見を参考にして、「新しい生活様式」

の中で、「麦」はどんな活動ができるのか、役員会で相談しています。以前と同じことができない為、それに代わ

る工夫が必要だと痛感しています。会員皆様にはご不便をお掛けしますが、活動に対してご提案がございました

ら、役員までお知らせください。                           （H.Y） 

 

 

 

 

令和 3 年度発達障害関係予算要望事項と回答 

埼玉県とさいたま市に提出した令和3年度予算要望事項とその回答は「麦」ホームページからご覧いただけます。 

 

 

令和２年度第１回さいたま市発達障害者支援連絡協議会 

          令和 2年 7月 17日（金） 中央区役所 3F会議室 

 ・事務局より、発達障害者支援センターの令和元年度実績及び学生向けキ

ャリア形成支援事業について報告。 

 ・「発達障害児者支援に係る支援者の支援及び育成について」 

    ＊各委員への事前アンケート結果報告資料の配布。   

    ＊切れ目のない支援体制の構築を目指し、今年度は感染拡大防止の観点から、グループワークに代わ

る実施形態の検討、意見発表。（M.N）                      

令和 2 年度第２回さいたま市発達障害者支援連絡協議会 

令和 2年 11月 12日（木） 書面会議 

・新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、書面会議となった。 

・第一回連絡協議会における議事概要の承認。 

・第三回連絡協議会におけるシンポジウム形式での開催について検討。 

シンポジウムのテーマ・パネリストの設定方法・内容等について、意見シー

トの提出。（M.N） 

役員活動報告（さいたま市） 

ＮＰＯ法人全国 LD親の会 

発達障害児者の新型コロナウイルス対策による生活状況アンケート第 1弾＆第 2弾 

http://www.jpald.net/entry_detail.php?id=107  http://www.jpald.net/entry_detail.php?id=108 

 

http://www.jpald.net/entry_detail.php?id=107
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さいたま市オンライン公開講座「発達障害の基礎理解」 

11/19（木）～12/23（水） 

この講座は例年埼玉県とさいたま市が共催で、発達障害のある子どもの支援者育成を目的として、子どものケ

アにあたる保育士や幼稚園の教員、放課後児童クラブ職員、支援機関等の支援者を対象として開催されています。   

今年度はオンラインでの開催でした。麦ではさいたま市の障害者相談員を委嘱されている 2 名が聴講しました。

4種のテーマ「発達障害について(医学的見地から)」2講座、「診療・療育の現場から感じた早期発見・支援の必

要性について」、「こどもと親への支援の実際」4 講座、「サポート手帳の活用について」でそれぞれ 1 週間程度

視聴できました。発達障害の基本の知識と子どものケアについて事例も含めてとても分かりやすく解説して頂き

ました。新しく学ぶとともに振り返ることができました。今後もこのような講座の継続をお願いしたいと思いま

した。                                         （M.K） 

 

令和 2 年度 第 2 回 さいたま市誰もが共に暮らすための市民会議 

11/24（金）、浦和コミュニティセンターにおいて標記の会議が行われ、親の立場で一般参加いたしました。

さいたま市では、市民の声を障害政策に届けるために、市民会議を年 3回開催しており、小グループで話し合い

を行っています。今回は、コロナ感染防止の為、会場参加は 25名までと制限されました。書面参加（意見シー

ト提出、人数制限なし、申込み不要）する方もおりますが、私は会場参加を申し込みました。当日は、思ったよ

り会場参加者は少なく、1 グループ 6 名前後、3 グループに分かれて討議しました。議題は ①次期障害者総合

支援計画 と ②コロナ禍においての困り事 でした。①については、発達障害者への移動支援が初めから除外視さ

れていたので、感覚過敏や多動の特性を持つ人達の移動困難例を具体的に説明しました。他に就労や相談等につ

いても意見を述べました。②については、全国 LD 親の会アンケート結果を抜粋して、教育・就労・一般生活で

の困り事を報告させていただきました。 

コロナ禍において、市民会議の書面開催は安全かもしれませんが、自分の意見を主張するだけで、他者の意見

に耳を傾ける事はできません。しかし、いくら感染対策を講じたとしても、会場での感染リスクは生じてしまい

ます。今後は、Zoom等のオンライン開催も 1つの手段として検討いただきたいと思いました。  （H.Y） 

 

 

 

第 5 回さいたま市障害者政策委員会 

1/19（火）標題会議がオンラインで開催されました。またこれに先立ち昨年 12/23（水）にワーキンググル

ープも行われました。 

主な議題は次期（2021～2023年度）障害者総合支援計画の案の検討です。発達障害に関係する施策でも徐々

に支援が拡がる予定です。他に、さいたま市ソーシャルファームについて報告がありました。  （M・K） 

役員活動報告（さいたま市） 

役員活動（埼玉県&さいたま市） 

その他の活動（さいたま市） 
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１０月２６日（月）浦和コミュニティセンターにておしゃ

べり会を開催しました。参加者は教育 2名、就労 6名および

9 月おしゃべり会の際、定員を超えた為お断りした入会希望

の方 3名を含む 11名でした。2グループに分かれてのおし

ゃべり会でした。  

なかなか会の活動がままならない中来られる方から貴重な

お話を聞けたり、疑問を質問出来たりと有意義な会となりま

した。（M.H） 

機関紙発送 感謝 💛 

11月 16日（月）機関紙 11月号の発送作業をしました。 

今回も発送役員 2名とその他役員 5名での作業でした。 

お手伝いありがとうございました。 

印刷物と送付物も減り作業は短時間で済むようになりました。（M.H） 

 

 

 

「麦」活動報告（機関紙 2020年 11月 149号報告以降） 

＜会員参加行事＞ 

10/26（月） 

11/21（土） 

全体おしゃべり会 

全国 LD親の会主催新型コロナウイルス対策による生活状況アンケートの内容に

ついて会員の皆様と話し合うためのWeb参加可能な全国研修会（Zoom利用） 

 

＜役員活動＞ 

10/26（月） 

11/12（木） 

11/14（土）～17（火） 

11/14（土） 

11/16（月） 

11/16（月） 

11/19（木） 

    ～12/23（水） 

11/24（火） 

12/14（月） 

12/14（月） 

12/23（水） 

1/19（火） 

1/20（水） 

役員会 

令和 2年度第二回さいたま市発達障害者支援連絡協議会 

機関紙 149号発行、WEB掲載、発送 

Zoom試行 

役員会 

放課後等デイサービス「DEKITA」来訪 

埼玉県・さいたま市主催支援者向けオンライン講座「発達障害の基礎理解」 

 

令和 2年度第 2回さいたま市誰もが共に暮らすための市民会議 

役員会 

放課後等デイサービス「TEENS」来訪 

令和 2年度さいたま市障害者政策委員会第 2回ワーキンググループ 

第 5回さいたま市障害者政策委員会（Zoom利用） 

役員会（Zoom利用） 

＜役員会報告＞ 

・11月以降の活動予定  ・要望書の麦HPへの掲載について  ・麦リーフレットの見直し  ・来年度

行政委員の交代について  ・総会関連（形式、日程、総会資料、議案等）  ・来年度役員について 

10 月 全体おしゃべり会 
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＊今後の予定は決まり次第、 

麦ホームページまたは会員 

連絡網でお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

情報！ 

埼玉県の「世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間」関連の事業 

①本田秀夫先生「発達障害の子どもに見られる不登校」講演動画 

 昨年 9月に配信した講演動画を好評につき再配信。 

 申し込み不要、 現在配信中、  無料 

 詳細チラシ、視聴用 URL等はこちらから↓ 

http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b0614/documents/images/r2hutoukou.html 

②世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間に合わせた県民向け講演会 

「発達障害のある子ども達のこころとそだちを支える～発達障害への「僕」のまなざしと希望～」 

講師：田中康雄氏（こころとそだちのクリニックむすびめ院長） 

動画配信による、無料 

配信期間：3/29（月）9：00～4/12（月）15：00まで 

申込受付：2/1（月）～4/12（月）12：00まで 

詳しくはこちらへ↓ 

http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b0614/20200216.html

さいたま市講演会情報 

さいたま市主催 発達障害に関する講演会（オンライン開催） 

動画配信期間 3/15（月）～ 3/21（日） 

方法 さいたま市公式 YouTubeチャンネル（申込者限定配信） 

講師 白石京子氏 近畿大学九州短期大学 通信教育学部 兼任講師 

詳細とお申込みはこちらから ↓ 

  https://www.city.saitama.jp/002/003/004/003/001/p076051_d/fil/chirashi.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

麦 INFORMATION ２月号  

掲載希望の情報をお持ちの方は、なるべくメー

ルで mugi.saitama89@gmail.com また

は、機関紙役員まで。 

 編 集 後 記  

年間発行回数が 1 回減り、私の担当（原稿の流込み作業）はまだまだ先！なんて思っておりましたら、 

あっという間に夏が過ぎ、秋となり、慌てて作業し始めた次第です。「麦」に入会して 10 年が過ぎました

が、当初と比べると、だいぶ改善されました。地道な活動が世の中を変えていくのですね。機関紙にはその記

録が詰まっています。ありがたいことですね。（OG）  

皆さま、お忙しい中、原稿を執筆・送付くださり、感謝申し上げます。 

これからも麦の活動にご協力をお願いいたします。      〈機関紙役員一同〉 

 

 

 

❁３月 おしゃべり会 「麦」会員限定（正会員、賛助会員、法人会員） 
 
〈会場対面でのおしゃべり会〉        

日時：３/９（火）13：00～ 10名（5名×2グループ） 

会場：浦和コミュニティセンター第 8集会室   

〈ZOOM でのおしゃべり会〉 

日時：3/8（月）10：00～ 5名 
3/8（月）13：00～ 5名 

※詳細は連絡網、P6のチラシをご覧ください。 

 

 

 

about:blank
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みなさんの胸に抱えていることを、同じような境遇の仲間に話してみませんか？ 

今回、自宅で参加できるオンラインと会場で行うタイプの 2つを準備いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉親の会「麦」主催おしゃべり会のご案内 

3/8（月）オンライン 

①10:00～12:00 ②13:00～15:00 

3/9（火）会場開催 

③13:00～15:00 感染次第で中止の可能性あり 

浦和コミュニティセンター 第 8 集会室 

さいたま市浦和区東高砂町 11-1コムナーレ 10F  

TEL 048-887-6565  JR浦和駅東口徒歩 1分  

対象者  「麦」会員限定（正会員・賛助会員・法人会員） 

定 員  ①と②は各回 5名、③は 10 名（5 名×2 グループ） 少人数で開催します 

申込み  各日 5 日前までに、参加者氏名・メールアドレス（オンライン希望者は Zoom 接

続できるアドレス）・電話番号・お子さんの年齢・参加希望日時①～③をお知らせ

ください。定員を超える申し込みがあった際は抽選し、2 日前までに参加の可否を

申込者へご連絡します。もし、連絡がない時は、お問い合わせください。なお Zoom

接続に関しては、参加者にお任せします。通信トラブルへの対応は致しかねますの

でご了承ください。 

申込み＆問い合わせ先 

Mail mugi.saitama89@gmail.com 

親の会「麦」について 埼玉親の会「麦」は、ＬＤ（学習障害）、ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）、ASD

（自閉スペクトラム症）の知的に遅れのない発達障害の子どもを持つ保護者で構成されています。（1989年

発足）保護者自身が子どものことを正しく理解し、また、子どもたちが地域や社会に理解されて、自立した

豊かな社会生活が送れるよう、様々な活動を行っています。ＮＰＯ法人全国ＬＤ親の会所属。 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://sozai.risings.red/human/2928/&psig=AOvVaw11PDm_BJqDbD163cO8so2j&ust=1613223485678000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDAh_i75O4CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.ac-illust.com/main/search_result.php?word%3D%E3%81%8A%E3%81%97%E3%82%83%E3%81%B9%E3%82%8A&psig=AOvVaw0EMx9yUosM1PCZPyzctQee&ust=1613222596146000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJid7cy55O4CFQAAAAAdAAAAABAD

