今年もやります！特性理解ワーク 2～5 月の 4 回シリーズ！

発達障害を共に考える会

in 大阪市※

当事者・家族・支援者のみんなで集い、互いの想いを語り・聴き・受け止める時間をどうぞ・・・

◆日時：2017 年 4 月 1 日（土） 時間：11：00～17：00 場所：大淀コミュニティセンター
テーマ 「発達障害 三つ組の特性では語れないもの
定員：25 名 ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ：新田・川﨑 (予定)

～見えにくい真に彼らを苦しめる特性

」 講師：新田かなと

会費 1,200 円

参加資格：高機能広汎性発達障害者の当事者・家族・支援者（診断の有無は問いません）

家族限定グループワーク

in 大阪市※

平日の昼に、ゆったりと語り・聴く時間は、いかがでしょうか・・・・・

◆日時：2017 年 4 月 14 日（金）時間：10：00～14：00 場所：大淀コミュニティセンター
会費 1,000 円 定員：10 名 ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ：嶋田・原田

※前回と場所が違います！ご注意を！

参加資格：高機能広汎性発達障害者の家族（診断の有無は問いません）

当事者限定グループワーク

in 大阪市

スピーチ付き！

◆日時：2017 年 4 月 1 日（土）時間：11：00～17：00 場所：大淀コミュニティセンター
会費 1,200 円 定員：10 名 ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ：嶋田・島 参加資格：高機能広汎性発達障害者の家族（診断の有無は問いません）

行事は全て 完全予約制。インターネット手続きによりご予約ください！

2017.3-3 版 講演会用

上級者向けコース SST アイデンティティ・ワーク 2 月より開催！ 予約受付中！

SST アイデンティティ・ﾜｰｸ in 大阪市

※5 回（10/29～2 月）

2/10、2/17、3/3、3/31、4/14（金） 19：00～21：30 北区民センター
5 回一括 12,500 円 お試し参加 3,000 円
中級～上級者向け SST

SST 傾聴ワーク in 大阪市 ※6 回コース（6/30 より～9 月）
SST コミュニケーションワーク in 大阪市

4月より受付開始！

※5 回 6 コマコース（6/3 より～10 月） 4 月より受付開始！
(AsWish
インターネット予約先) http://aswish.jpn.org/yo.html
(こころぴあ インターネット予約先) http://cocopv.jpn.org/yo-li.html
※印は、こころぴあビレッジ 主催、NPO 法人 AsWish 協賛の行事です
特別非営利活動法人

アズウィッシュ お問合せ ホームページ:http://aswish.jpn.org

Mail : info@aswish.jpn.org

【予約票】

お名前

お電話番号

メールアドレス

（本日予約してこられた方は、お名前のみの記入で結構です）

ご希望の行事に○をつけてスタッフにお出しください
★家族限定グループワーク(大阪) 4/14(金）
★考える会
4/1（土）
★当事者限定グループワーク(大阪) 4/1（土）
★SST コミュニケーションワーク 2017(6～10 月一括・お試し) ★SST 傾聴ワーク 2017(6～10 月一括・お試し)

-------------------きりとり----------------------------きりとり------------大淀ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
北区民センター

大阪市北区本庄東 3-8-2
大阪市北区扇町 2-1-27

地下鉄堺筋線・谷町線「天神橋筋六丁目」駅 徒歩８分
地下鉄堺筋線「扇町」徒歩３分、ＪＲ「天満」徒歩３分

大淀コミュニティセンター(天六)

北区民センター(扇町・天満)

発達障害を共に考える会 特性理解ワーク

今年もやります 4 回シリーズ！

第 1 回目 2.18(土)「 発達障害の思春期課題 ～将来の就労を見据えて、今から心掛けておきたいこと」※1
第 2 回目 3.11(土)「 発達障害 想像性の障害の実態 ～会話の苦手が起きる訳 」※2
第 3 回目 4.01(土)「 発達障害 三つ組の特性では語れないもの ～見えにくい真に彼らを苦しめる特性」※2
第 4 回目 5.13(土)「 安定就労に欠かせないもの ～自己理解と自己確立 」 ※2
場所：※1 大正区子ども子育てプラザ 、※2 大淀コミュニティセンター
特別非営利活動法人（NPO 法人） アズウィッシュ 自立を望む発達障がい者の会

http://aswish.jpn.org

アズウィッシュは、成人発達

障害者の方々と共に、お一人お一人が望む自立の道を探すお手伝いを
して参り ます。やりたい事”と”できる事”の折り合いや、過剰適
応でない社会との関わりを共に模索します。
as wish とは、
「望みとともに」という意味を持ちます。また autism spectrum wish to become
independent.で「自閉症スペクトラムは自立を希望する」ともなります。当会では、楽しみながら
のサークル活動や共同作業の中で、人と関われる自分、仕事を分かち合い成し遂げられる、そん
な自分を見付けていくお手伝いをしていきます。
※注 日程は変更にな
■大阪支部
■大阪支部
る場合がございます。
・SST コミュニケーションワーク 2017 春コース
・SST アイデンティティ・ワーク 2016 全 5 回
6/3、7/1、8/11(祝・金)、9/10(日)、10/28

2/10、2/17、3/3、3/31、4/14（金）

（8/5 予備日）
（10 月は、京都寺院めぐりオリエンテーリング・ワーク）

全 5 回 6 ｺﾏ 土曜午後中心 開催時間は 別紙参照

・SST 傾聴ワーク 2016 秋コース
6/30、7/14、7/28、8/25、9/22、9/29
全 6 回 金曜夜 19 時～21 時半 (8/4 予備日)

・当事者限定グループワーク 主に土曜日午後

物語のストーリーを用いて、人生の分岐点の選択
を行いながら、自己一致感を高めるワーク！
■京都支部
・SST 傾聴ワーク 2016 秋コース
全6 回

・発達障害を共に考える会
毎月 1 回 主に金曜か土曜に開催

ご来場の際はホームペ
ージでご確認の上お越
し く だ さ い 。
SST ワークは、原則 1
コース一括参加となり
ます。初回と２回目に
限り、お試し参加(会費
2500 円)が出来ます。

発達障害児の父親であり、支援者でもある。NPO 法人アズウィッシュ 共同代表、
発達障害者支援団体「こころぴあビレッジ」代表、全日本カウンセリング協議会 カ
ウンセラー、真宗カウンセリング研究会会員。ブログ「育児ﾊﾟﾊﾟのあったかやさし
い発達障害談義」ではランキングサイト１位を獲得。特性説明のわかりやすさと、
当事者・家族の身近で切実な日常を綴り、抱える困難や悩みの実態を細やかに表現
し、ご好評をいただいております。

ブログ：育児ﾊﾟﾊﾟのあったかやさしい発達障害談義 http://ameblo.jp/kanrinin-hp

