
年 月 出来事、行事など 場所・会場
参加

人数
月 出来事、行事など

平成10年（1998） 2月 高機能自閉症児・者の親の集い　第1回
文京区シビックセ

ンター
21

2月 学校教育に関する懇談会　第1回
落合第一地区セン

ター
18

3月 ハイキング 高尾山 64

4月 第31回総会

記念講演（森本照雄氏「みずほ学園の生活と見通し」）

6月 東京都への要請行動

8月 夏合宿（2泊3日　講師：安倍陽子氏） 那須 81

10月 新おやじの会発足

12月 施設見学「原町成年寮」

新おやじの会 定例会／忘年会

地区会

【第1】講演会（月村巳佐夫氏「地域で生きる」）【第2】講演会（増田直子氏

「20年の活動、これから」）【第3】講演会（奥村幸子氏「年少自閉症児の療

育」）【第4】講演会（吉川眞智子氏「親たちによる余暇活動の試み」）／懇談

会（「兄弟・姉妹」）【第5】フリートーク

平成11年（1999） 3月 ハイキング 高尾山 49

4月 第32回総会

記念講演（中川信子氏「ことばを育むために」） 5月 日本自閉症協会主催上映会「学校Ⅲ」（北とぴあ）

6月 東京都への要請行動

6月 「会報」125号から「Prismプリズム」へ名称変更 7月 （社）日本自閉症協会第16回全国大会（東京）

8月 夏合宿（那須　講師：渡部祐子氏） 那須

新おやじの会 定例会

高機能 親の集い
勉強会（鈴木正子氏「アトウッド著『アスペルガー症候群』」、柏木理江氏

「アスペの会・東京」）

地区会
【第3】講演会（「古野会長に自閉症情報を伺う」）【第４】フリートーク／見

学会（板橋区立赤塚福祉園・赤塚ホーム）【第6】フリートーク

広報 「Prismプリズム」125〜126号発行

12年（2000） 2月 高機能自閉症（アスペルガー症候群）児・者の親の会　発足 26

3月 ハイキング 高尾山 48
4月 ディズニーランドが障害者向け「ゲストアシスタントカード」

導入

5月 第33回総会　東京支部から東京都支部へ　（吉田昌義氏「自閉症の教育」） 杉並区　障害者の人間ドッグ確立

上田和俊氏支部長就任 5月 児童虐待防止法公布　11月施行

5月 高機能自閉症（アスペルガー症候群）児・者の親の会→アスペルガー部会
6月 「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する

等の法律」公布、施行

6月 新おやじの会→おやじ部会 6月 アメリカ精神医学会「DSM-Ⅳ-TR」発行

7月 東京都への要請行動 6月 三宅島噴火　9月から全島民の本土避難
8月 夏合宿（2泊3日） 那須 63
8月 4人の弁護士の方に顧問を引き受けていただく
9月 就学相談

10月 警視庁へ『自閉症の手引き』配布
10月 ホームページ開設
12月 厚生省記者クラブへ、アスペルガーに関する報道への要望書提出

おやじ部会 定例会／大バーベキュー大会
アスペ部会 定例会／ボウリングの会

地区会

【第1】講演会（中條尚子氏「保谷市GH]）【第2】懇談会（「学校生活」）／

講演会（山川佳子氏「小学生・中学生の学校生活」）【第3】フリートーク／見

学会（おおらか学園）【第4】フリートーク【第5】フリートーク【第6】懇談会

広報 「Prismプリズム」127〜131号発行

13年（2001） 2月 見学会（瑞学園） 西多摩郡 13

2月 幼児・学齢児部会発足  第１回会合 3月 日本自閉症スペクトラム教育研究会発足

3月
講演会（パトリシア・ハウリン氏「イギリスの自閉症協会はどんな仕事をして

いるか」）

主婦会館プラザエ

フ
4月 小栗謙一監督映画『able』公開

4月 おやじ部会→おやじの会

5月
第34回総会 5月

世界保健機関（WHO）が国際障害分類（ICIDH）を改訂し、国

際生活機能分類（ICF）を採択

記念講演（東條吉邦氏「文部科学省の高機能自閉症児の調査について」、山下

正和氏「東京都の福祉改革推進プランについて」）

6月 教育（就学）相談会
新宿区消費生活セ

ンター
22名

8月 夏合宿（2泊3日） 那須 63

8月 東京都への要請行動

10月 成人部会発足
新宿区立消費生活
センター

24

11月 講演会（東條吉邦氏「自閉症児への特別支援教育を考える」） 子どもの城 11月
戸部けいこ『光とともに…〜自閉症児を抱えて』の連載開始

（月刊「フォアミセス」秋田書店）

11・12月 黒夢問題　東芝EMIとの話し合い

おやじの会 定例会／いちご狩り

アスペ部会 定例会／読書会（鈴木氏）／講演会（内山登紀夫氏、川崎葉子氏）

成人部会 勉強会（「行動障害」）

地区会

【第2】体験談（「子どもの入院」）／茶話会（「必要な支援」）【第3】講演

会（寺崎勝成氏「入所更生施設」）／見学会（入所更生施設「なごみ」）【第

4】体験談（「思春期」「学校選択」）／茶話会（「就学問題」）【第6】懇談

会（「余暇活動」）

広報 「Prismプリズム」132〜136号発行

14年（2002） 2月・3月 『食いしん坊な脳　うつになる脳』問題　中経出版との話し合い

2月 東京都との話し合い「都立病院改革マスタープランについて」 2月
調布市教育委員会主催「ディスコパーティー」（調布グリーン

ホール）に協力

◆日本自閉症協会 東京都支部・東京都自閉症協会のあゆみ ◆関係機関・団体の動き、障害者施策、その他



2月 幼児・学齢児部会→幼児小学生部会

3月 いちご狩り 3月
日本自閉症スペクトラム教育研究会→日本自閉症スペクトラム

学会

3月 警察プロジェクト　キックオフ大会　講演（野沢和弘氏） 青山

3月 ハイキング 高尾山 48

5月 東京都支部第35回総会・NPO法人東京自閉症センター（仮称）設立総会 ？ 自閉症・発達障害支援センター11都府県市に設置

7月 東京都へ　NPO書類提出 7月 （社）日本自閉症協会第17回全国大会（四国）

7月 就学相談会 消費生活センター

8月 夏合宿（2泊3日） 那須 82

8月 NPO申請受理

8月 東京都への要請行動

10月 ウェブ版『アスペルガー症候群を知っていますか？』公開

11月
成年後見PRJ（幹事会研修　リーガルサポートセンター松井秀樹氏を囲んで）

11月・12月 東京都への緊急要請行動3回（自閉症・発達障害支援センターをめぐって）

12月
東京都支部+特定非営利活動（NPO)法人東京都自閉症センター（14.12．12）

自閉症児・者親の会より改組

12月 厚生労働省　新障害者基本計画及び重点施策実施５か年計画

（新障害者プラン）の策定

おやじ 定例会／いちご狩りと伊東マリンタウンバス旅行／バーベキュー大会

アスペ部会

（つばさの会）
定例会／土日の会／読書会／民主党都議団との懇談

成人部会

講演会・勉強会（篁一誠氏「問題行動をどう受け止めるか」、松井秀樹氏「成

年後見制度」、先輩お母さんに聞く「行動障害」、石丸晃子氏「意向書」、丸

山尚氏「問題行動をどう止めるか」）／２人のお母さんの話

幼小部会 茶話会／先輩ママに聞く（「就学」）／TEACCHビデオ研修会

地区会

【第2】フリートーク／茶話会（「兄弟姉妹」）【第2・立川】フリートーク

【第3・世田谷】フリートーク【第4・新宿】フリートーク【第5】講演会（久保

田小枝子氏「療育の現場から」）

広報
内山登紀夫著、ローナ・ウィング監修『アスペルガー症候群を知っています

か？』発行／「Prismプリズム」137〜141号発行

15年（2003） 1月 東京都との懇談会「自閉症・発達障害支援センターをめぐって」
東京都自閉症・発達障害支援センター（略称TOSCA）全国12番

目の開設

3月 ハイキング 高尾山 32 4月 支援費制度施行

5月 第36回東京都支部・第1回NPO法人東京自閉症センター総会

記念講演（市川宏伸氏「自閉症スペクトラム」）

6月 施設見学会（パサージュいなぎ） 東京都稲城市 25

7月 東京都議会政党議員団ヒアリング　民主党 7月 七生養護学校事件

7月 つばさの会が東京都支部から脱会・独立

7・８月 しえんねっと（わくわく会）・実践ボランティア養成講座入門・初級編　後援

8月
コミュニケーション支援システム研究会「ことばあそびとコミュニケーショ

ン」
東京都への要請行動

8月 夏合宿（2泊3日　講師：米田衆介氏） 那須

9月 おもいっこ☆えーる部会発足

9月 高機能自閉症・アスペルガー部会（AS部会）再開準備会

10月 東京都議会政党議員団ヒアリング　民主党

自閉症連続療育講座第1回・昼の部（篁一誠氏「自閉症児とのかかわり方」） なかのZEROホール

自閉症療育講座Ⅰ（米田衆介氏「自閉症とはどんな障害か―臨床精神科医師か

ら最近の自閉症について」）

11月 自閉症連続療育講座第1回・夜の部（篁一誠氏「自閉症児とのかかわり方」） なかのZEROホール

11月 AS部会　月例会　以後、毎月開催 中野

12月
自閉症連続療育講座第2回・昼の部・夜の部（篁一誠氏「自閉症児者の考える力

をどう育てるか」）

昼の部：新宿区立

産業会館「BIZ新

宿」

夜の部：中野区勤

労福祉会館

12月 自閉症児者対応実践支援者認定講座「専門講義」「実践Ⅰ」 12月 東京都心身障害教育改善検討委員会最終報告

おやじの会

定例会／勉強会（金子晴恵氏「おとうさんのしらないこと」、笠原美和子氏

「親なき後」、高橋浩平氏「特別支援教育」）／バーベキュー大会（春・秋）

／暑気払い／忘年会

アスペ部会

（つばさの会）
定例会／勉強会／事件報道に関する要望をマスコミ各社に配布

成人部会

講演会・勉強会（根来正博氏「親亡き後の暮らし」、秦 政氏「自閉症者の働く

場所」、中村悠子氏「生活寮」）／見学会（東やまた工房、パサージュいな

ぎ）／茶話会

幼小部会

茶話会／TEACCHビデオ研修会／講演会（大西麗子氏「感覚統合」、山本優氏

「特別支援教育」）／就学相談会（山本優氏）／先輩ママの就学体験談（小学

校編）＜TOSCA共催＞／見学会（中野養護学校）

おもいっこ部会 WEB掲示板設置／茶話会

地区会

【第2】懇談会（「てんかん」）／見学会（武蔵野障害者総合センター）／体験

談（柿木妙子氏）【第3】フリートーク／茶話会【第4・新宿】茶話会【第4・練

馬】茶話会【第4・北】茶話会【第4・豊島・文京】茶話会【第5】見学会（足立

区障害福祉センターあしすと）

広報
篁一誠『問題行動をどう受け止めるか』発行／「Prismプリズム」142〜146号

発行

16年（2004） 1月
自閉症療育講座Ⅱ（中川信子氏「早期発見・早期療育―障害のある子に寄り

添って」）

新宿区牛込箪笥区

民センター



1月〜3月 認定講座「選択実践Ⅱ〜Ⅶ」

新宿区消費生活セ

ンター、角筈区民

センター、障害者

総合スポーツセン

ター、柏木地域セ

ンター

2月
自閉症療育講座Ⅲ（小野田誠氏「自閉症児者の療育の現場から――楽しく、豊

かに関わるポイント」）

自閉症連続療育講座第3回・昼の部・夜の部（篁一誠氏「自閉症児者の働く力を

どう育てるか」）2回
なかのZEROホール

3月 ハイキング 高尾山 4月 筑波大学付属久里浜養護学校開校

5月 東京都支部37回総会・NPO法人東京自閉症センター第2回総会 5月 発達障害者の支援を考える議員連盟の設立総会

記念講演（片倉信夫氏「いま、自閉症の支援者にいいたいこと」）

7月 東京都への要請行動 7月 （社）日本自閉症協会第17回全国大会（静岡）

8月 夏合宿（2泊3日　講師：市川宏伸氏） 那須

9月

自閉症講習会第1回（永井洋子氏「診断と療育」、川崎葉子氏「アスペルガー症

候群」）　以後、平成17年3月まで全8回（竹内勉氏「余暇」、山本良典氏「生

活と性」、赤平守氏「住居と生活支援」、小林隆児氏「行動障害」、木間昭子

氏「消費生活」、堀江まゆみ氏「犯罪」、志賀利一氏「就労支援」、滝川一廣

氏「問題行動」、宮崎英憲氏「教育」、江副新氏「医療」、立松英子氏「理解

と対応」）

中野勤労者福祉会
館
、なかのゼロ、中
野サンプラザ、全
国心身障害児福祉
財団、国民生活セ
ンター

延べ

472

10月 東京都議会政党議員団ヒアリング　公明党、民主党 11月 「東京都特別支援教育推進計画」策定

12月 第１回成年後見専門講座（八杖友一氏「制度概要」、アルマルカウィ恵子氏

「制度と福祉サービス」、笠原美和子氏「後見人の職務」、森山英一氏「遺言

書の書き方」、野口美加子氏「意向書の書き方」）

早稲田奉仕園

フォークトルーム

みなとコミュニ

ティハウス

延べ

　83
12月 「発達障害支援法」成立（平成17年4月施行）

12月 日本自閉症協会事務局が、中央区明石町に移転

おやじの会

定例会／勉強会（高橋浩平氏「特別支援教育 Part2」、「自閉症者家族の生活と

意見」＜イーネット勉強会共催＞）／バーベキュー大会（春・秋）／ファミ

リーキャンプ（1泊2日　北軽井沢）／暑気払い／忘年会

成人部会
茶話会・懇談会／施設入所者の保護者対象茶話会／講演会（小林隆二氏「自閉

症の行動障害」）

幼小部会

茶話会／勉強会（山本優氏「特別支援教育」、吉田じゅん子氏「音楽療法」）

／就学相談会（山本優氏）／先輩ママの就学体験談（小学校編）<TOSCA共催

＞／見学会（中野養護学校）

AS部会

定例会（「学校対策」、「思春期」、ミニ講座「成年後見人養成」、ミニ講座

「法制度」、「自立」、「告知」、「就学・就労」、「ほんとの気持ち」）／

親子ボウリング大会／暑気払い／ピクニック／見学会（特例子会社横河電機）

おもいっこ部会 茶話会／ママたちのリフレッシュランチ／親子で遊ぼう（品川児童学園）

地区会
【第1】フリートーク【第2】体験談（内藤比名江氏）／フリートーク【第3】茶

話会【第4】茶話会【第5】茶話会【第6】見学会（しいの実社）

広報
市川宏伸『自閉症スペクトラムーさまざまな様態とそれぞれの課題』発行／篁

一誠連続療育講座記録Ⅰ〜Ⅲ発行／「Prismプリズム」147〜151号発行

17年（2005） 2月 第２回成年後見専門講座（第1回と同内容）
みなとコミュニ

ティハウス

延べ

　85
2月・3月 スペシャルオリンピックス冬季世界大会・長野

特別支援教育、発達障害者支援法、グランドデザイン勉強会

3月 感覚統合研究会第1回（酒井康年氏、満井礼子氏「初心者のための月例勉強

会」）

大久保地域セン
ター

27 発達障害者者支援法成立を祝う懇親会

4月 ハイキング 高尾山 84

4月 東京都支部38回総会・NPO東京自閉症センター第3回総会

記念講演（内山登紀夫氏「自閉症スペクトラム　最近の話題」）
TOSCA名称変更　東京都発達障害者支援センターとなる

4月 感覚統合研究会第2回（酒井康年氏、満井礼子氏「初心者のための月例勉強

会」）

大久保地域セン
ター

5月 グランドデザイン講演会（講師：厚生労働省障害福祉専門官　大塚晃氏「障害

者自立支援法と発達障害者支援法」）
なかのゼロ

6月・7月
感覚統合連続講座（木村順氏「たかが感覚統合、それど感覚統合」）第1回・第

2回

新宿区立障害者セ

ンター

76

60

7月 東京都への要請行動

NPO法人「独立行政法人福祉医療機構による評価ヒアリング」

8月 第1回支援者のための支援研修会（講師：野村東助氏）初回
以後、2006年7月まで全10回

都立東村山福祉園
会議室

23
日本障害者協議会「障害者自立支援法案」改善運動の中間まと

めと新たな展開を目指す緊急フォーラム

8月 夏合宿（2泊3日） 那須

8月 勉強会（木村順氏「感覚統合」）
みなとコミュニ

ティハウス

NPO日本コミュニケーション支援センター設立記念講演（講

師：環境省事務次官　炭谷茂氏「新しい福祉を求めて」）

9月 感覚統合連続講座（木村順氏「たかが感覚統合、それど感覚統合」）第3回
新宿区立障害者セ

ンター

10月 東京都議会政党議員団ヒアリング　公明党・民主党

11月 連続研修会「自閉症の障害のある人を支援している方への支援」第5回 10月 「障害者自立支援法」成立

12月 講演会（箕輪一美氏「知的障害者の自立をサポート」）
みなとコミュニ

ティハウス
26 12月  JDDネット（日本発達障害ネットワーク）設立フォーラム

おやじの会

定例会／勉強会（松原孝江氏・田島康治氏「障害者雇用」、木村順氏「感覚統

合」）／バーベキュー大会（春・秋）／ファミリーキャンプ（1泊2日　北軽井

沢）／青山会／忘年会

成人部会

話し合い（施設・生活寮、就労」／見学会（金木犀の郷、瑞学園・そうせい学

苑）／施設分科会茶話会・交流会／講演会（久保田小枝子氏「瑞学園の療

育」）

幼小部会
茶話会／勉強会（岸本啓吉氏「特別支援教育」）／就学相談会（市川祐二氏）

／先輩ママの就学体験談（小学校編）

全国心身障害児福

祉財団ビル



AS部会

定例会（小島徹氏・金子春恵氏・栗原はるみ氏「親のソーシャルスキル」、

「新しい出発支援」、蝙翔武夜氏「自立した生活や就労に向けて」、藤堂高直

氏「進学・就学」、「発達３障害」、「きょうだい」）／感覚統合分科会（感

覚統合講習会）／就労分科会／お花見レク／本人部会／ヤングアスペ（レク、

バーベキュー、茶話会）／親子スペクトラム（茶話会）／お絵描き会／大忘年

会

おもいっこ部会 先輩ママのお話（菅原導子氏）

地区会

【第1】フリートーク【第2】茶話会（「育て方で困っていること」）【第3】体

験談（「養護学校卒後就労」）／茶話会（「就学」、ビデオ視聴）【第4】先輩

ママの話／情報交換会【第5】茶話会【立川】茶話会

広報
独立行政法人福祉医療機構助成事業『成年後見支援員養成講座　報告書』発行

／「Prismプリズム」152〜157号発行

18年（2006） 3月 きょうだいの会講演会（川村真千子氏）
みなとコミュニ

ティハウス

4月 ハイキング 高尾山 84 4月 「障害者自立支援法」施行

幼児小学生部会を幼児・小中学生部会とする 4月
学校教育法施行規則一部改正　小中学校の通常学級に在籍する

LD・ADHDの児童生徒を、通級による指導の対象とする

5月
東京都支部39回総会・NPO東京自閉症センター第4回総会

記念講演（金生由紀子氏「自閉症児・者への薬物治療について」）

文京シビックセン

ター

7月 メディア班発足　第1回集い　以後、平成21年（2009）8月まで不定期に開催 11 7月 （社）日本自閉症協会第19回全国大会（岐阜）

8月 夏合宿（2泊3日） 那須

9月 東京都議会政党議員団ヒアリング　公明党

9月 東京都への要請行動「対話集会（平成19年度予算要望）」

9月
【メディア班】　第1回自閉症勉強会（藤川洋子氏「不器用な生き方の少年たち

―少年犯罪といわれるものの背景」コメンテーター：市川宏伸氏）
なかのZEROホール

9月・10月 感覚統合2回連続講座（木村順氏）
みなとコミュニ

ティハウス

10月 NPO主催講演会（木谷秀勝氏「自閉症らしく生きる」） 文京シビック 89

おやじの会 定例会／バーベキュー大会（春・秋）／暑気払い／忘年会

成人部会
施設分科会茶話会／見学会（初雁の家）／年長自閉症者の親の茶話会（「第一

世代の子どもたちのライフステージ」）

幼小中部会

茶話会／勉強会（古野晋一郎氏「成年後見制度」、吉川真知子氏「こどもに

ちょうどよい服を着せてあげるには」）／就学相談会（市川祐二氏）／先輩マ

マの就学体験談（小学校編・中学校編）／遊ぶ会<おもいっこ部会共催＞

AS部会

定例会（「性」、「友達」、村山奈美子氏・柏木理恵氏「就労」、長川畑俊一

氏「青年期以降の生活と就労」、「若葉マークの親集まれ！」、飯田正子氏

「思春期における家族の役割」）／親子スペクトラム（茶話会、アイデアブッ

クミーティング）／星槎見学会／ヤングアスペ（ボウリング大会、茶話会）／

モンスターズ・ツリークライミング／みかん山親子レク（1泊2日親子キャン

プ）／ビアパーティー／講演会（木谷氏「自閉症らしく生きる」）／大忘年会

おもいっこ部会 茶話会

地区会

【第1】茶話会【第2】協会制作DVD視聴／中村文子氏「子どもたちの今と将

来！」【第3】茶話会／世田谷区福祉課子ども部要配慮児童支援チーム「発達障

害の支援は、世田谷区から変わる！」【第6】茶話会【立川】情報交換（「心障

学級」）

広報 「Prismプリズム」158〜163号発行

19年（2007）
1月 【メディア班】第2回自閉症勉強会（堀江まゆみ氏「長崎事件―メディアは何を

伝えたか」コメンテーター：市川宏伸氏）

文京シビックセン

ター
54 2月 映画「モーツァルトとクジラ」親睦会

3月 第1回成年後見出前講座

3月 グランドサポータ集会（祖父母の茶話会） 文京シビック

3月 ハイキング 高尾山 104

4月 第40回東京都支部総会・NPO東京自閉症センター第5回総会 4月 特別支援教育の本格実施

記念講演（市川宏伸氏「自閉症を学び直す」） 4月 東京都立永福学園養護学校高等部 就業技術科 開校

8月 夏合宿（2泊3日　講師：古野晋一郎氏） 那須 64

9月 東京都議会政党議員団ヒアリング　公明党・民主党

東京都への要請行動「対話集会（平成20年度予算要望）」

10月 特例子会社キューピーあい見学会①
東京都自閉症の児童・生徒の教育課程の研究・開発委員会「中

間報告会」

11月 家族のつどい　午前：講演会（又村あおい氏「「自閉症の人のための、障害者

自立支援法のカシコイ使い方」)　午後：おやじの会レクリエーション（「親子

で遊ぼう！　身体の動かし方」）

東京都障害者総合

スポーツセンター
10月 「障害者自立支援法の根本的見直しを迫る東京大集会」

11月 第2回支援者のための支援研修会（講師：野村東助氏）初回
以後、2008年10月まで継続　全10回

都立東村山福祉園 28

11月 特例子会社キューピーあい見学会② 11月 「東京都特別支援教育推進計画　第二次実施計画」策定

11月
【メディア班】第３回自閉症勉強会（佐藤幹夫氏「二つの裁判を傍聴して〜浅

草事件と寝屋川事件」コメンテーター：市川宏伸氏）

文京シビックセン

ター障害者会館
12月

国連総会において、4月２日を「自閉症啓発デー」とすること

が決議された

おやじの会
定例会／バーベキュー＆レクリエーション（春・秋）／ファミリーキャンプ（2

泊3日　山中湖）／暑気払い／忘年会

成人部会
勉強会（「障害程度区分」）／見学会（てらん広場）／講演会（石丸晃子氏

「生涯にわたる支援」）

幼小中部会
茶話会／就学相談会（市川祐二氏）／先輩ママの就学体験談（小学校編・中学

校編）／遊ぶ会<おもいっこ部会共催＞

AS部会

定例会(川畑俊一氏「地域のインフラ活用」、「ストレスマネジメント」、「家

族の役割」、「進学・就学」、長谷川万由美氏「依存」、「視機能」、大形利

裕氏「就労」、石橋悦子氏）／MBTI大会／本人部（茶話会）／感覚統合講座

（講師：小西紀一氏）／こうもり本出版記念講演／ビアパーティー／アダル

ト・スペクトラム・ネットワーク（茶話会）／モンスターズ・ツリークライミ

ング／大忘年会



おもいっこ部会 茶話会（フリートーク、「児童入所施設」）

地区会

【第1】東京都障害者職業センター多摩支所訪問／勉強会（蓑田氏「ケアホー

ム」）【第2】先輩お母さん（松村氏）【第3】勉強会（野村東助氏）【第4】勉

強会「就労支援」【世田谷】立ち上げ（ゲスト：大原隆徳氏）【杉並】茶話会

広報
藤川洋子講演記録『不器用な生き方の少年たち―少年犯罪といわれるものの背

景』発行／「Prismプリズム」164〜169号発行


