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人数
月 出来事、行事など

平成20年（2008） 3月 ハイキング 高尾山

4月 広報部HPリニューアル 4月 2日　最初の「世界自閉症啓発デー」

5月 第41回東京都支部総会・NPO法人東京自閉症センター第6回総会 こどもの城 34

記念講演（安達潤氏「社会性を育むための支援～マイペース軽減とソーシャル

ナラティブス」）
こどもの城

7月
【メディア班】第4回自閉症勉強会（阿部美樹雄氏「立ち直る道を求めて～触法

障害者の刑務所での実態（K刑務所のDVD」、鈴木正子氏（通訳者）「イギリ

スの触法自閉症者の施設〝ヘイズインディペンダントホスピタル”）

大久保地区センター 32 7月 （社）日本自閉症協会第20回全国大会（熊本）

8月 みんなで夏旅行（2泊3日　講師：齊藤宇開氏） 那須 54

9月 東京都議会政党議員団ヒアリング　公明党、民主党

9月 障害者関係団体連絡協議会5団体シンポジウム「障害者自立支

援法の抜本的見直しを求める東京大集会ー東京の福祉水準を考

える」

おやじの会

定例会／バーベキュー＆レクリエーション（春・秋）／親子レクリエーション

／暑気払い／ファミリーキャンプ（2泊3日　山中湖）／見学会（日本理化学工

業）／忘年会

成人部会
講演会・勉強会（阿部美樹雄氏「自立支援法」、大塚晃氏「成人期以降の地域

生活」）

幼小中部会
見学会（永福学園）／茶話会（豚汁、幼児向け）／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）／サポートブック研修会

AS部会

定例会（安部雅昭氏「思春期から青年期のサポート」、川端秀仁氏「視覚機

能」、石井孝弘氏「感覚統合」、ICF研修 ＜世田谷区共催＞、「WISC」）／

ASN（茶話会）／モンスターズ・ツリークライミング／感覚統合講座（小西

氏）／ビアパーティー／ハローワーク体験＆懇談会／ハローワーク見学会（墨

田、渋谷、立川、三鷹）／大忘年会

おもいっこ部会
講演会（新井利明氏「おもいっこはどんな大人になるのか」、山本良典氏「性

教育」）／茶話会

地区会

【第1】見学会（ワークスタジオかがわ＆ケアホーム「ジュピター」）【第2】

茶話会【第3】講演会（中川信子氏「特別支援教室」）【第6】茶話会／フリー

トーク【世田谷】勉強会（大原隆徳氏「行政機関との連携」）／仲間との相談

【杉並】茶話会／講演会（佐藤弘美氏「区内のGH、CH）／見学会（あすなろ

作業所、堀ノ内ハイム）【立川】茶話会【西多摩】（小澤信幸氏「青峰学

園」）

広報

社団法人日本自閉症協会東京都支部40周年記念 市川宏伸講演録『自閉症を学び

なおす』発行／又村あおい講演録『自閉症の人を支援する「障害者自立支援

法」のカシコイ使い方』発行／「Prismプリズム」170～175号発行

平成21年（2009） 3月 高尾山へ行こう！ 79

4月 大阪府人権啓発ドラマ「アイムヒア　僕はここにいる」上映会

DVDを購入し、希望団体に貸し出す
立川市女性総合センター 80

4月 厚労省・（社）日本自閉症協会主催　世界自閉症啓発デー・シ

ンポジウム　第1回（以後毎年開催）

5月 2009年度総会　日本自閉症協会東京都支部とNPO法人東京自閉症センターを統

合し、NPO法人東京都自閉症協会に改組
中野サンプラザ

記念講演（大山泰弘氏「企業経営者から見た障害者就労〜障害者の就労を成
功させるために〜」）、パネルディスカッション（「障害者のより充実した
就労、社会生活のために」パネラー：大山泰弘氏、相澤保氏、奥田？氏、中
村文子氏、吉田庸子氏　コーディネーター：今井忠氏）

中野サンプラザ

8月 みんなで夏旅行（2泊3日　講師：武藤直子氏） 那須 55

8月 政策班発足　第1回会合

9月 東京都議会政党議員団ヒアリング　公明党・民主党 7月
障害関係６団体第4回東京大集会「障害者の自立支援法のさら

なる見直しを求める！－新たな福祉の黎明を生きるー」

9月 東京都教育委員会との懇談会 都庁第二本庁舎

おやじの会

定例会／親子レクリエーション（講師：澤江幸則氏）／バーベキュー＆レクリ

エーション（春・秋）／暑気払い／きょうだいキャンプ（1泊２日　山中湖）／

ファミリーキャンプ（2泊3日　山中湖）／忘年会

幼小中部会

見学会（武蔵野東小学校）／就学相談会（田村氏）／茶話会（武蔵野東と旭出

ママ、「療育」）／先輩ママの就学体験談（小学校編・中学校編）／永福ママ

に聞こう

AS部会

定例会（須田治氏、藤堂栄子氏「ディスレクシア支援」、山崎晃資氏「精神科

医療」<おやじの会、幼小中部会、おもいっこ部会共催＞、小泉亨氏「就労・就

活」、石井孝弘氏「感覚統合」、川畑俊一氏「家族支援」）／講演会（田中康

氏）／感覚統合講座（小西氏）／ASN（茶話会、ツリークライミング）／ビア

パーティー／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
講演会・勉強会（新井利明氏「最新療育報告」「療育とは」、谷森櫻子氏「性

教育」）／茶話会

地区会

【第２】講演会（栗原はるみ氏「お母さんの生活」）【第2・杉並】DVD「アイ

ムヒア」上映会【第５】DVD「アイムヒア」上映会【第6】茶話会／講演会（栗

田総一郎氏「ケアホームアスク池上」【世田谷】交流会【杉並】区内情報交換

会【西多摩】地域情報交換会

広報
篁一誠著、NPO法人東京都自閉症協会編『自閉症の人の人間力を育てる』（ぶ

どう社）発行／「Prismプリズム」176～182号発行

平成22年（2010）
1月 支援法講演会（又村あおい氏「政権交代って自閉症の人にも関係あるの？〜障

害者自立支援法の今後と予想される新法～」）
セシオン杉並 61

3月 篁一誠・連続講座　第1回「自閉症ってどんな人？」　以後、2011年4月まで全

8回

武蔵野市民会議室、中野サン

プラザ

3月 高尾山へ行こう！ 67 3月 東京都立梅ヶ丘病院閉鎖

4月 取材協力:平成21年11月～平成22年4月　放映:４月21日(水)NHKクローズアップ

現代「アスペルガー症候群～活躍の場を求めて～」

5月 2010年度総会　日野君子氏理事長辞任　今井忠氏理事長就任 こどもの城

記念講演（田中康雄氏「親の役割、学校の役割、医療の役割～発達障害への医

療からのアプローチとは」
こどもの城

◆日本自閉症協会 東京都支部・NPO法人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 



7月 東京都への要請行動「対話集会（平成23年度予算要望）」 7月 （社）日本自閉症協会第21回全国大会（和歌山）

8月 みんなで夏旅行（2泊3日　講師：日野氏） 那須 66

9月 東京都議会政党議員団ヒアリング　公明党、民主党
9月 障害関係６団体第5回東京大集会「知的発達障害者の生きやすい

法制度を求める！」

11月 「東京都特別支援教育推進計画　第三次実施計画」策定

12月 「自立支援法」「児童福祉法」の一部改正

おやじの会

定例会／バーベキュー＆レクリエーション（春・秋）／暑気払い／むすことお

やじのアウトドア（2泊3日　山中湖）／ファミリーキャンプ（2泊3日　山中

湖）／忘年会BBQ大会（春・秋）／こどもゆめ基金ポスターセッション／忘年

会

成人部会
成人自閉症者の保護者対象茶話会／成人自閉症者の生活実態と支援に関するア

ンケート実施／世代間交流茶話会

幼小中部会
見学会（旭出学園）／就学相談会（山本優氏）／先輩ママの就学体験談（中学

校編）／永福＆青峰ママに聞こう！

AS部会

ハローワーク見学会（三鷹、渋谷）／定例会（木谷秀勝氏「心の世界」、「新

年度に向けて」、アトム氏「薬とじょうずにつきあう」、柏木理江氏「成人期

のASへの支援」、米田衆介氏「発達障害の迷宮」、黒川君江氏「特別支援教

育」、森野百合子氏「家族療法」、坂田敦子氏「就労・就職」）／感覚統合講

座（小西氏）／ASN（茶話会、コラージュ、「仕事」、おばさんの会）／モン

スターズ・ツリークライミング／ビアパーティー／大忘年会

おもいっこ部会

勉強会（新井利明氏「青年・成人期のライフスタイル」、谷森櫻子氏「性教

育」）／親子体験会（角谷照子氏「足もみ」）／茶話会／ミーティング（「東

京都への要望」）

地区会

【第２】講習会（山森裕子氏「東京生活支援ノート―つなぐ」）【第３】サ

ポート狛江共催DVD「アイムヒア」上映会と懇談会（ナビゲーター：栗原はる

み氏）【第6】講演会（新保氏「川崎市おやじの会」）／茶話会【世田谷】勉強

会（大原氏・稲垣氏「世田谷区の教育」）／茶話会／子供のための活動（児童

館のお祭りへの参加）／バーベキュー大会【杉並】茶話会

広報 「Prismプリズム」183～189号発行

平成23年（2011） 3月 東日本大震災　被災地支援物資搬送 3月 東日本大震災　福島第一・第二原子力発電所事故

福島応援プロジェクト開始　4月に被災地応援プロジェクトへ拡大

4月 高尾山へ行こう！ 43

4月 内山登紀夫先生への取材「自閉症の子ども（大人）のこころのケア」（被災者

支援特設サイトに掲載）

5月 2011年度総会・第1回自閉症スペクトラム・アワード表彰式 弘済会館 43

記念講演（十一元三氏「神経科学からみた自閉症～これまでの研究から見えて

きたこと～」）
弘済会館

5月
篁一誠・連続講座第Ⅱシリーズ　第1回「目の働き」　以後、2012年3月まで全

6回
武蔵野市民会議室

6月 チャリティー上映会（『音符と昆布』　栃木県自閉症協会共催 宇都宮大学 6月
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する

法律」(略称「障害者虐待防止法」）成立

7月
チャリティー上映会（『音符と昆布』）、シンポジウム（ゲスト：内山登紀夫

氏「被災時の自閉症の生活を考える」）
調布

7月 東京都への要請行動「対話集会（平成24年度予算要望）」 8月 「障害者基本法」改正公布・施行

8月 みんなで夏旅行（2泊3日　講師：長谷川万由美氏） 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、日本共産党 9月
障害関係６団体第6回東京大集会「知的・発達障害者の暮らしや

すい法制度の成立を！」

12月 自閉症啓発イベント「Get in touch!　オノヨーコ・プロジェクト」参加 日本財団ビル

おやじの会

定例会／東日本大震災支援物資輸送／バーベキュー（初夏・クリスマスパー

ティー）／暑気払い／ファミリーキャンプ（2泊3日　山中湖）／むすことおや

じのアウトドア（2泊3日　山中湖）／セミナー（「障害年金や親の老後」）／

忘年会

成人部会
見学会（弘済学園）／講演（三島卓穂氏「弘済学園にける支援」、金生由紀子

氏「トゥレット症候群」）

幼小中部会

上映会「あした天気になる？」＜しょーとてんぱー、武蔵野市民社会福祉協議

会、おもいっこ部会共催＞／18歳から何がある？／就学相談会（加藤洋一氏）

／就業技術科のママのお話を聞こう／茶話会（「療育」）

AS部会

定例会（高橋智氏「身体・感覚機能」、木谷秀勝氏、三森睦子氏「不登校・ひ

きこもり」、中村努氏「依存症」、堀江まゆみ氏「ASDの人の権利」）／ASN

茶話会／ASN（茶話会、「くらし」、コラージュ）／感覚統合講座（小西氏）

／木谷先生報告会（「アスペルガー青年達の日常」）／モンスターズ・ツリー

クライミング／ビアパーティー／大忘年会

おもいっこ部会

勉強会（新井利明氏「障害特徴の理解に基づく具体的な療育」「行動に関する

困り事」）／講演会（佐藤比呂二氏「自閉症児者のホントのねがい」）＜北区

ハハハの会共催＞／茶話会

地区会

【第２】茶話会【第6】見学会（東京都立城南職業開発センター）【世田谷】自

由な人々（新町児童館での活動）／研修会（「学校・家庭で出来ること」、片

岡氏「アスペルガー当事者の話」）【杉並】茶話会【狛江】十一氏講演DVD視

聴会

広報 「Prismプリズム」190～196号発行

平成24年（2012） 2月 成人部会→成人期プロジェクト

2月
成年後見フォーラム（大門亘氏・明石洋子氏・野沢和弘氏・堀江まゆみ氏）＜

NPO法人PandA一J・大門塾 協力>
エッサム・グリーンホール

3月 高尾山へ行こう！ 42

5月 篁一誠連続講座2012前期　第１回　以後、9月第3回まで 武蔵野市民会議室

4月 世界自閉症啓発デー　厚生労働省・（社）日本自閉症協会「世

界自閉症啓発デー・東京タワー ブルーライトアップ 点灯式」

第1回（以後毎年開催）

5月 2012年度総会・第2回自閉症スペクトラム・アワード表彰式 こどもの城
4月 「児童福祉法」の一部改正によって、放課後等デイサービスが

創設される

記念講演（中邑 賢龍・近藤 武夫氏「ＩＣＴ時代の自閉症の教育・生活と

は？」）
こどもの城

6月 「障害者雇用促進法」による障害者雇用率の引き上げ（2013年

4月から1.8%→2.0%）



7月 東京都への要請行動「対話集会（平成25年度予算要望）」 7月 （社）日本自閉症協会第22回全国大会（北海道）

7月 中央教育審議会初等中等教育分科会報告 「共生社会の形成に向

けたインクルーシブ教育システムの構築のための特別支援教育

の推進」

8月 みんなで夏旅行（2泊3日　講師：高木一江氏） 那須 63

9月
東京都議会政党議員団ヒアリング　公明党、民主党、日本共産党、生活者ネッ

トワーク・みらい

10月 世田谷区受託事業「ぴあさぽ　みつけば！　就労支援」スタート 10月 「障害者虐待防止法」施行

10月 講演会（安達潤氏「思春期までにやっておきたいこと〜自己認知支援と成人の

支援から考える〜」）

個別相談・グループセッション（高橋智氏、柏木理江氏、栗原はるみ氏）

弘済会館 57

11月
障害関係６団体第7回東京大集会「暮らしの場の整備と本人中心

のサービス等利用計画を」

11月 篁一誠連続講座2012後期 第1回　以後2013年3月第3回まで 武蔵野市民会議室

12月 国連「自閉症スぺクトラム障害、発達障害及び関連した障害に

より影響を受けている個 人、家族及び社会の社会経済ニーズへ

の対処に関する決議」採択

おやじの会

定例会／バーベキュー＆レクリエーション（春）／見学会（日立の特例子会

社）／勉強会（永野佑子氏「思春期」）／暑気払い／ファミリーキャンプ（2泊

3日　山中湖）／息子とおやじのアウトドア（2泊3日　南足柄）／忘年会

成人期PRJ 講演会（四家達彦氏「てんかんの薬」）／作業所・通所施設茶話会

幼小中部会

18歳から何がある？（江副郁代氏、中村文子氏）／就学相談会（三浦浩文氏）

／親子参加企画（「羊毛フェルトでコースター」）／勉強会（中村史子氏「成

人に向けて」＜しょーとてんぱー共催＞、三宮直也氏「iPadを使って支援す

る」）

AS部会

定例会（糸井岳氏「二次障害に対する心理療法」、高山恵子氏「ストレスマネ

ジメント」、村上由美氏「家族生活」、竹本弥生氏「教育困難校の特別支援教

育」、柏木氏「成人期の課題」）／感覚統合講座（小西氏）／ASN（茶話会）/

モンスターズ・ツリークライミング／ビアパーティー／大忘年会

おもいっこ部会

WEB掲示板閉鎖、部会ブログ公開／講演会・勉強会（蓮香美園氏「性教育」、

加藤仁子氏「学校は変えられる」、新井利明氏「行動に関する困り事」）／親

子体験会（角谷照子氏「足もみ」）／茶話会

地区会
【第２】勉強会（有川真弓氏「感覚統合」）／茶話会【世田谷】自由な人々／

茶話会【杉並】見学会（希望ホーム・第一ホープハウス）

広報 「Prismプリズム」197～203号発行

平成25年（2013） 3月 ホームページリニューアル

3月 高尾山へ行こう！ 64

4月 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律」（略称「障害者総合支援法」）施行（「障害者自立支援

法」から移行）

5月 2013年度第　回総会・第３回自閉症スペクトラム・アワード表彰式 こどもの城 5月 公職選挙法一部改正……成年被後見人の選挙権回復

記念講演（四家達彦氏「自閉症とてんかんと薬」） こどもの城 5月 アメリカ精神医学会　「DSM-5」発行

7月 東京都への要請行動「対話集会（平成26年度予算要望）」
6月 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（略称

「障害者差別解消」）制定

7月
篁一誠講演会2013　第1回「教える時に配慮すること」　以後、2014年2月まで

全3回

江東公会堂、江東区深川江戸

資料館、全国心身障害児福祉

財団、森下文化センター

6月 障害者雇用促進法改正……精神障害者も対象となる

8月 みんなで夏旅行（2泊3日　講師：金生由紀子氏） 那須 72

9月 東京都議会政党議員団ヒアリング：公明党、日本共産党、民主党

9月 成年後見講座「成年後見ってなぁーに？」第1回　（大門亘氏「地域で暮らすた

めに必要なものは」）以後平成26年1月まで全5回
Panda-J 事務所

9月 障害関係６団体第８回東京大集会「意思決定支援に基づいたく

らしの確保～知的・発達障害者の人権の尊重～」

10月 事務局移転　豊島区南大塚 福祉財団ビルにて業務開始

おやじの会

定例会／バーベキュー＆レクリエーション（正月、春）／勉強会（中村文子氏

「手帳・年金・その他」、片岡聡氏、宇佐亜希子氏、瀧沢氏「自閉症スペクト

ラム障害者の苦しみ・困難さ」）／暑気払い／見学会（エフピコ茨城工場）／

ファミリーキャンプ（2泊3日　山中湖）／息子とおやじでアウトドア（2泊3日

南足柄）

成人期PRJ 作業所・通所施設茶話会

幼小中部会

「DXな日々」上映会＆藤堂英子氏講演会＆美んちゃんトーク＜おやじの会、

しょーとてんぱー、武蔵野市民社会福祉協議会共催＞／講演会（平雅夫氏「安

心して働けるために」）／先輩ママの話＆茶話会

AS部会

定例会（木谷秀勝氏「成長する姿」、高澤和彦氏「依存」、小菅秀泰氏「トー

タルリラクゼーション＆ストレスマネージメント」、熊谷晋一郎氏「当事者の

語りが切り拓くもの」、白田氏「就労」、伊藤祐子氏「感覚統合」、山下律子

氏「障害年金」）／ASN（茶話会、TRPG、コラージュ）／感覚統合講座（小西

氏）／モンスターズ・ツリークライミング／ビアパーティー／大忘年会

おもいっこ部会

部会ブログをFacebookに移行／講演会・勉強会（中村文子氏・長澤和子氏「わ

が子の良いコーディネーターになる！」、藤野泰彦氏「社会生活技能」）／見

学会（五乃神学園）／茶話会（「18歳時の手続き」）

地区会
【第6】茶話会【世田谷】自由な人々／バーベキュー大会【杉並】見学会（愛成

会メイプルガーデン）

広報

おもいっこ☆えーる部会勉強会記録『わが子の良いコーディネーターにな

る！』発行／篁一誠著、NPO法人東京都自閉症協会編『自閉症の人の自立への

力を育てる』（ぶどう社）発行／「Prismプリズム」204～210号発行

平成26年（2014） 3月 高尾山へ行こう！ 41
1月 「障害者の権利に関する条約」（略称「障害者権利条約」）批

准

4月 （一社）Get in touch「Warm Blue 2014」への協力 4月 （社）日本自閉症協会が一般社団法人に移行

6月 2014年度総会・第４回自閉症スペクトラム・アワード表彰式 全国心身障害児福祉財団 45 5月 Get in touch ! 六本木umuアート展「つながる。それから？」

記念講演（平雅夫氏「自閉症スペクトラムのミカタ～ABAの視点を中心に

～」）
全国心身障害児福祉財団

7月 東京都への要請行動「対話集会（平成27年度予算要望）」



8月 みんなで夏旅行（2泊3日　講師：大門亘氏） 那須 83

9月 障害関係６団体第9回東京大集会「意思決定支援に基づいた暮

らしの確保～批准はしたけれど安心して暮らせる住まいにはほ

ど遠い～」

9月 東京都議会政党議員団ヒアリング：日本共産党、民主党、公明党 9月 （一社）日本自閉症協会第23回全国大会（山形）

10月 篁一誠講演会「生活場面のデザインについて」＜江東区手をつなぐ親の会協 森下文化センター 69

10月 【AS部会】定例会（木村志義氏「働いて、幸せになろう」） セシオン杉並 60

12月
篁一誠講演会「自閉症の人の行き方や感じ方に迫る　もっともっと自閉症の人

を知ってほしい！（成人編）」＜江東区手をつなぐ親の会協賛＞
深川江戸資料館 45

おやじの会

定例会／バーベキュー（正月、春）／見学会（レナウンハートフルサポート）

／上映会（『海洋天堂』）＆講演会（新保浩氏第「父が息子から教わったこ

と」）＜しょーとてんぱー共催＞／暑気払い／ファミリーキャンプ（2泊3日

山中湖）／息子とおやじでアウトドア（2泊3日　南足柄）／忘年会

成人期PRJ
施設入所者、GH・CH利用者、地域生活困難者対象茶話会／作業所・通所施設

茶話会

幼小中部会

勉強会（三宮華子氏「スマホやタブレットを使った生活支援」、中村文子氏

「福祉サービス」＜おもいっこ共催＞）／親子参加企画（カウトヨアキム氏、

古城直美氏「ブンネメソッドワークショップ体験会」）／茶話会（「武蔵野

東・学芸大附属小ママに聞こう」）

AS部会

定例会（関水実氏「成人の生活支援」、日戸由刈氏「親や支援者の心構え」、

加藤進昌氏「診断とサポート」、篠原健太郎氏「生きづらさ」、木村志義氏

「働いて幸せに」）／感覚統合講座（小西氏）／ASN（茶話会、コラージュ）

／ビアパーティー／大忘年会

おもいっこ部会
勉強会（新井利明氏「行動に関する困り事」）／見学会（すだちの里すぎな

み）／茶話会（「年金」）

地区会
【第2】講演（森井道子氏「親の立場でできること」）＆茶話会【第４・第５】

勉強会（白桃敏司氏「GH」）【世田谷】自由な人々

広報 「Prismプリズム」211～217号発行

平成27年（2015） 1月 専門員による予約電話相談開始

2月 篁一誠講演会「自閉症の人の行き方や感じ方に迫る　もっともっと自閉症の人

を知ってほしい！(幼児～18歳以下)」＜江東区手をつなぐ親の会協賛＞
全国心身障害児福祉財団 17

3月 新年特別講座（四家達彦氏「自閉症と精神科薬…服薬・減薬・調整」）

3月 高尾山へ行こう！ 56

4月 東京タワー点灯式　イベント2015 4月 放課後等デイサービスガイドライン策定

5月 2015年度総会・第５回自閉症スペクトラム・アワード表彰式

記念講演（綿祐二氏「東京における障害のある人の『住まい』現状とこれから

～東京の住まい事情を踏まえつつ、施設・グループホーム・他～」）
全国心身障害児福祉財団

6月
統合医療を知ろうプロジェクト第1回講演会 シャロームみなみ風 59 6月

選挙制度改正……公職選挙の選挙権年齢を、20歳以上から18歳

以上に引き下げる（平成28年6月施行）

7月 東京都への要請行動「対話集会(平成28年度予算要望)」

7月 研修会（又村あおい氏「障害者関連法とこれからの成年後見の考え方～障害者

権利条約の批准から考えてみる～」）
全国心身障害児福祉財団

8月 みんなで夏旅行（2泊3日　講師：新井田恵子氏） 那須 79

9月 東京都議会政党議員団ヒアリング：公明党、民主党、日本共産党
9月 障害関係６団体第10回東京大集会「人間って、障害者って、そ

の暮らしを考えよう」

おやじの会

定例会／バーベキュー（正月、初夏）／暑気払い／きょうだいキャンプ（1泊2

日　山中湖）／エンジョイアウトドアスポーツ（2泊3日　山中湖）／息子とお

やじでアウトドア（2泊3日　南足柄）

成人期PRJ 入所施設利用者の保護者対象茶話会／作業所・通所施設茶話会

幼小中部会

茶話会（「通常級・支援級ママに聞こう」、「永福・星槎・武蔵野東高専ママ

に聞こう」、「秋の振り返り」／勉強会（三宮華子氏「スマホタブレット活

用」）／親子参加企画（小川高根氏「アロマの石けん＆バスボム作り」）

AS部会

定例会（市川奈緒子氏「子どもたちが教えてくれたこと」、鈴木慶太氏「就労

支援」、宮尾益知氏「家族支援」、井澗知美氏「精神的安定」）／木谷先生報

告会（「支援の方向性」）／感覚統合講座（小西氏）／ASN（茶話会、コラー

ジュ）／ビアパーティー／大忘年会

おもいっこ部会
勉強会（新井利明氏「行動に関する困り事」、藤野泰彦氏「身辺自立」）／見

学会（みずほ学園）／茶話会（馬越裕子氏「GH」、支援介助法DVD視聴）

統合医療PRJ 講演会（塩田清二氏「香りはなぜ脳に効くのか」、川嶋浩一郎氏「漢方」）

地区会
【第１・第２】見学会（西東京ケアホーム）【第６】見学会（日本理化学工業

株式会社）【世田谷地区会】自由な人々

広報 「Prismプリズム」218～224号発行

平成28年（2016）
3月 特別講座（伊藤紀幸氏「全国初！　福祉のチョコレート専門工房『ショコラ

ボ』内発的動機付けとは？ 　ショコラボを通して今感じること」）
全国心身障害児福祉財団 41 4月 「障害者差別解消法」施行

3月 高尾山へ行こう！ 58

4月 東京タワーブルーライトアップイベント2016

5月 2016年度第　回総会・第６回自閉症スペクトラム・アワード表彰式

記念講演（山下完和氏「やまなみ工房の実践から～あるがままの自分が認めら

れることの素晴らしさ」）
全国心身障害児福祉財団

6月 世田谷区受託事業「みつけばルーム開所＆内覧会」 7月 （一社）日本自閉症協会第24回全国大会（長野）

7月 東京都への要請行動「対話集会(平成29年度予算要望)」 7月 相模原障害者施設（津久井やまゆり園）殺傷事件

8月 みんなで夏旅行（2泊3日　講師：佐久間水月氏） 那須 72

8月 声明文「津久井やまゆり園の事件について」 9月 サルサガムテープ「津久井やまゆり園事件追悼ライブ」

9月 東京都議会政党議員団ヒアリング：公明党、民進党、日本共産党
9月 障害関係６団体第11回東京大集会「＆東京～誰もが安心して暮

らせる場を～」

10月 成年後見プロジェクト 講演会（又村あおい氏「ズバリ！お金のはなし～人垣一

番、お金は二番～」）
全国心身障害児福祉財団

おやじの会

定例会／バーベキュー（正月、初夏）／勉強会（永井康幸氏、今井忠氏「障害

基礎年金」）／暑気払い／エンジョイアウトドアスポーツ（2泊3日　山中湖）

／きょうだいデイキャンプ（若洲公園 ）／息子とおやじのアウトドア（2泊3日

南足柄）

成人期PRJ 作業所・通所施設茶話会（「親が病気で入院となった時」）



幼小中部会

スマホタブレット活用ワークショップ（三宮華子氏）／講演会・勉強会（日戸

由刈氏「レジリエンスの育み方」、内田ひとみ氏「GHの日常」）／見学会（旭

出学園特別支援学校）

AS部会

定例会（川崎良雄氏「薬物療法」、高橋秀樹氏「就活と就労支援」、市川宏伸

氏「発達障害最新情報」、高橋智氏＜幼小中部会共催＞、中塚史行氏「不登

校・ひきこもり」）／木谷先生報告会（「自立」）／感覚統合講座（小西氏）

／ASN（茶話会）／ビアパーティー

おもいっこ部会

勉強会（新井利明氏「行動に関する困り事」）／DVD上映会（「支援介助

法」）／茶話会（「スケジュールの伝え方」、田畑昭江氏・中村文子氏「施設

入所」）

統合医療PRJ

勉強会＆体験会（小川高根氏「アロマハンドトリートメント」）／講演会（佐

藤青児氏「さとう式リンパケア」）／体験会（三宮華子氏他「さとう式リンパ

ケア」）

地区会 【世田谷】自由な人々

広報 「Prismプリズム」225～231号発行

平成29年（2017）
1月 特別講座　競輪公益資金補助事業 学習相談会（渡部伸氏「障害のある子の家族

が知っておきたい『親なきあと』」）
全国心身障害児福祉財団 96

2月 「東京都特別支援教育推進計画（第二期）・第一次実施計画」

策定

2月 (公財)日本ダウン症協会「世界ダウン症の日」キックオフイベント初参加（以

後毎年参加）

3月 障害者を対象とする東京都職員3類採用選考の見直し

ー知的・精神障害者も受験可能となる

3月 高尾山へ行こう！ 41

4月 東京タワーブルーライトアップイベント2017

5月 2017年度総会、第7回自閉症スペクトラム・アワード表彰式 全国心身障害児福祉財団

記念講演（志賀利一氏「自閉症児者のライフステージにおける身体・健康と精

神～加齢に伴って現れる変化と注意すべきこと～」）
全国心身障害児福祉財団

7月 東京都への要請行動「対話集会(平成30年度予算要望)」

7月 声明文「相模原市障害者支援施設での事件から1年を迎えて」 7月 全国情緒障害教育研究会50周年記念東京大会

8月 東京都議会政党議員団ヒアリング：公明党

8月 みんなで夏旅行（2泊3日　講師：明石洋子氏・徹之氏） 那須 85

9月 東京都議会政党議員団ヒアリング：民進党、日本共産党
9月 障害関係６団体第12回東京大集会「共生社会の実現に向けて一

歩前進しよう」

9月 特別講座（中村文子氏、今井忠氏「制度を活用するためにー障害区分認定・手

帳・年金の更新ー」）

南大塚文化創造館第一会議

室、財団中会議室
44

10月 「2017 ＡＳＥＡＮ50周年記念、タイー日本外交関係130周年記

念 Disability inclusive sports for tomorrow2017」

11月 東京都自閉症協会創立50周年記念事業“「自閉症」これでいいのだ！”シンポジ

ウム、祝賀パーティー開催

第1部「自閉症は薬では治らない！」（シンポジスト：内山登紀夫氏、加藤進昌

氏、石﨑朝世氏、片岡聡氏）

第2部「自閉症はコミュ障ではない！」（シンポジスト：市川宏伸氏、本田秀夫

氏、梅永雄二氏、綿貫愛子氏）

TKPガーデンシティ

PREMIUM神保町
92

12月 特別講座（片岡聡氏「自閉症的な未来の幸せを奪わない、子どもの今の状態へ

の対応」、ファシリテーター：今井理事長）
全国心身障害児福祉財団

おやじの会
定例会／バーベキュー（正月、初夏）／暑気払い／エンジョイアウトドアス

ポーツ（2泊3日　山中湖）／息子とおやじでアウトドア（1泊２日　南足柄）

成人期PRJ 入所施設利用者の保護者対象茶話会／作業所・通所施設茶話会（川崎良雄氏）

幼小中部会

茶話会／先輩ママに聞いてみよう！（「小学校選び」）／講演会（高橋智氏・

田部絢子氏・田村文誉氏「摂食・嚥下」＜しょーとてんぱー共催＞、鈴木慶太

氏「学齢期をどう過ごす？」）／発達障害がある生徒のための都立学校合同セ

ミナー（小松亜由子氏、土田律子氏、花木敦氏、岡崎俊彦氏）

AS部会

定例会（熊谷晋一郎氏「当事者研究の現場から」、「世田谷区受託事業 みつけ

ばルーム」実践報告 、『発達が気になる子のためのハローワーク』出版記念講

演会 鈴木慶太氏・飯島さなえ氏「特性に合う仕事」、藤野博氏「レジリエン

ス」、坂本晋子氏「住まいと暮らし」）／木谷先生報告会（「ライフスキルと

ソフトスキル」）／ASN茶話会／ビアパーティー

おもいっこ部会
講演会・勉強会（新井利明氏「行動に関する困り事」、廣川美也子氏「入所施

設長のお話」）／見学会（シャロームみなみ風、富士聖ヨハネ学園）／茶話会

統合医療PRJ

体験会（三宮華子氏「さとう式リンパケア」、菅野克己氏「ハーモニー体

操」）／講演会（コンラッド・ユーキ・フッテル（村井友貴）氏「ハーモニー

体操」、久保田泉氏「ホリスティックと香りの力」）

地区会

【第２】連続講座（①DVD「「支援介助法」上映会、②市川享吾氏「地域支

援」）＜しょーとてんぱー共催＞【第5】茶話会【第６】見学会（大田幸陽会ラ

ナハウス西糀谷）／勉強会（「学齢期」）【世田谷】自由な人々／バーベ

キュー大会

広報
今井忠著『くもりのち晴れ』発行／大杉健著『アスペルガーの職場支援』発行

／「Prismプリズム」232～240号発行

平成30年（2018） 1月 講演会（又村あおい氏「その人らしい住まいの可能性を考える」） 全国心身障害児福祉財団 67 2月 東京つくし会 東京都精神障害者家族会連合会 50 周年記念

3月  特別講座（綿貫愛子氏「当事者が思う “こうしてほしい！”かかわり方」） 全国心身障害児福祉財団

3月 高尾山へ行こう！ 35

4月 東京タワーブルーライトアップイベント2018

5月 2018年度総会、第8回自閉症スペクトラム・アワード表彰式 全国心身障害児福祉財団

記念講演（齋藤真貴氏「『発達障害をテレビで伝える』を考える～NHK発達障

害プロジェクト1年間の現場報告～」）
全国心身障害児福祉財団

7月 東京都への要請行動「対話集会(平成31年度予算要望)」 7月 障害関係６団体第13回東京大集会「安心して堂々と生きる」

7月 東京都議会政党議員団ヒアリング：公明党

8月 東京都議会政党議員団ヒアリング：立憲民主党、日本共産党 8月 国の行政機関における障害者雇用水増しが発覚

8月 みんなで夏旅行（2泊3日　講師：染谷利一氏） 那須 71

8月 声明文「相模原障害者支援施設での殺傷事件から2年を経て」

9月
保険講座①（榎本重秋氏、倉持達浩氏、豊田安昌氏「何のため？　誰のため？

保険の知識を整理しましょう」 ）
全国心身障害児福祉財団 46 9月 （一社）日本自閉症協会第25回全国大会（広島）

10月
保険講座②（内田照雄氏、大岡千恵子氏、長井貴司氏「ASJの保険を知る！」） 全国心身障害児福祉財団 40



11月 特別講座　知的障害のある自閉症を考える学習会第１回 （本庄一聖氏「不思議

でまじめで面白い自閉症の人たち」）
全国心身障害児福祉財団 39 11月 （一社）日本自閉症協会 創立50周年式典 懇親会

12月
保険講座③(藤田進氏、梅木亮氏、御子柴大樹氏「生活サポート総合保障制度と

東サポについて知る！」)
全国心身障害児福祉財団

12月 国の行政機関における障害者雇用の推進に向けた専門家会議

第1回

おやじの会

定例会／バーベキュー（正月、初夏）／勉強会（吉田 行郷氏・石田 周一氏「農

福連携」）／エンジョイアウトドアスポーツ（2泊3日　山中湖）／息子とおや

じでアウトドア（2泊3日　南足柄）

幼小中部会

茶話会（株式会社リタリコライフ「ライフプラン」）／先輩母に聞け！（「発

達障害のある子の高校・大学受験」）／講演会・勉強会（佐藤典雅氏「療育な

んかいらない」、住山志津江氏「お金で学ぶ算数」＜ゆうちょ財団、しょーと

てんぱー共催＞、志村陽子氏「防災」）／上映会「ぼくと魔法の言葉たち」＜

しょーとてんぱー共催＞

AS部会

定例会（Kaienから2名「学校選び 中高編」、近藤武夫氏「ライフスタイル」、

本田秀夫氏、柏木理江氏「ハッピーに暮らすためのヒント」、渡辺慶一郎氏

「自立にむけた支援と課題」）／ASN茶話会／ビアパーティー

おもいっこ部会

講演会・勉強会（新井利明氏「行動に関する困り事」、仁田坂和夫氏・津田彬

子氏・赤川剛氏「強度行動障害のある人への支援」）／見学会（ひだまりの里

きよせ）／茶話会

統合医療PRJ

講演会（山口伊久子氏「マインドフルネス」、神谷美奈子氏「体づくりとスト

レスケア」）／勉強会＆体験会（三宮華子氏他「ぐるーみん」、小川高根氏

「アロマとハーブでセルフケア」）

地区会

【第２】講演会（井上雅彦氏「思春期の行動障害支援」）＜しょーとてんぱー

共催＞【第5】茶話会（ゲスト：明石洋子氏）【世田谷】自由な人々／バーベ

キュー大会【杉並】見学会（杉並区井草カラフルホーム」

広報
設立50周年記念事業　調査研究報告書『発達障害者のための精神科医療につい

て』発行／「Prismプリズム」241～247号発行


