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子供の発達障害が疑われた時
虹の会会員 千綿 真美

今まで心配していなかったのに、他の子と比べて
あるいはテレビなど見ていて『うちの子って大丈
夫？』と突然不安を感じたり、デイケアや幼稚園の
先生に指摘されたりして突如と『発達障害』の文字
が頭から離れなくなってしまうことがあります。特
に子どもとより長く過ごす母親にとっては心配でた
まりません。その上近年、子どもたちのいろいろな
障害に名前がつくようになり、インターネットで情
報が氾濫し、“早期療育が大切”と言われ、数多く
のセラピーがあるけれども、何が正しいのか、情報
を探そうとしても混乱するばかりだと思います。
ここパースでもし子どもの『発達障害』の不安を感
じたとき、指摘を受けたときどうすればいいので
しょうか？
日本では母子保健法で１歳６ヶ月健診と３歳児健診
を行うことが定められており、全国で市区町村が実
施します。この他にもほとんどの市区町村で生後
３〜４ヶ月健診が行われているほか、２歳児健診や
５歳児健診を行なっている地域もあります。ほとん
どの子どもたちは生後４ヶ月、１歳６ヶ月、３歳そ
して就学時健診を受けることになっています。
ここＷＡ州では子どもの健診はCommunity Child
Health Programの元にChild health nurseが４歳ま
での乳幼児健診、就学時健診からはSchool Health
Serviceの元にCommunity health nurseが主に主体
となって行なっています。ＧＰ（一般開業医）で受
けることも可能です。州政府のプログラムでは健診
は０-14days（生後直後から14日以内）、８ weeks、
４months、12months、２years。Starting school
（就学時）に行われるように勧められています。２
歳での健診は以前は３歳でしたが、発達障害を早期
発見し就学までにより時間をとってサポートできる
ようにするために２歳での健診に変更となっていま
す。生後直後から14日以内健診では通常出産した病
院から手続きが行われるので、Child health nurse
から健診の連絡がありますが、その後の健診に関し
ては日本のように毎回役所から通知が来ることがあ
まりありませんので、その時期になったら自分から

連絡して予約を取ることが必要です。
子どもの発達に不安を感じたときにはまず生後か
ら健診を受けている Child health nurseあるいは
通っているのであればデイケアや幼稚園の先生に
相談するか、かかりつけのGPドクターに相談しま
しょう。
健診や学校からやはり何らかの発達障害が疑わし
いと判断されたら、GPを受診してから小児科専門
医（小児科でも発達障害のアセスメントができる
ドクター）に紹介状をもらい予約を取ります。小
児科専門医の診断により、さらに確定診断のため
に Clinical Psychologist（臨床心理士）
Speech Therapist （言語療法士）にもアセスメ
ントを受けることに なります。
今まで医療センターの仕事に通して、色々な親子
のサポートをしてきましたが、パースでの発達障
害の診断に向けての過程は、オーストラリア国民
あるいは永住者でメディケア（オーストラリアの
国民保険）をもち、特に子どもの言語が英語優位
であればスムーズですが、そうでなければ難しい
ことが多々あることをつくづくと感じています。
パースには子どもの発達障害のアセスメントがで
きる日本人あるいは日本語をスムーズに話せる小
児科専門医や臨床心理士、言語療法士がいませ
ん。全てが英語でのアセスメントと診断になるの
で、通訳を介したとしても１００％正確にはなり
ませんし、メディケアがない場合、発達障害に関
して行われるアセスメントや言語療法や作業療法
などの治療がカバーされる保険に敢えて加入して
いなければ（一般の海外旅行傷害保険の治療費の
みではカバー不可）その費用はほぼ自己負担と
なってしまいます。よって個人的には、個々の状
況にもよりますが、オーストラリアに永住ではな
くいずれは日本に帰国する子ども、日本語が優位
の子どものアセスメントは機会があれば日本に一
時帰国される際に日本で診てもらうこともいいか
と思っています。
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私自身も長男が３歳の時に発達障害を指摘され、
数々のアセスメントとセラピーを受けましたが、
セラピーはまずそのほとんどが親が学んで家庭で
実行していかなければならないものでした。パー
スにもたくさんの親子が悩んで頑張っているのを
知っています。焦るし、落ち込むし、イライラす
るし、人の目は気になるし、何度も泣きたくなる
し、ストレスいっぱいの毎日であるのはみんな一
緒です。

年、九州大学大学院の子どもの発達障害の専門で
ある教授と出会い、ここ１、２年発達障害に関し
て色々と学ばせてもらう機会を頂いています。教
授はいつも悩める親たちに気持ちが楽になるよう
なこのような声かけをされています。
この教授がお薦めされている著書が『自閉症／発
達障害を疑われたとき・疑ったとき』（著者：平
岩幹男）です。私も読みましたが、発達障害がな
い子どもでも育児書としてとてもいい本ですの
で、よければご参照ください。

『悩みのない育児はない、だけどできることは必
ずある』『１００％やることを目指さないで60％
くらいできればいいという気持ちでやる』一昨

発達障害 私の体験談
虹の会会員 澄江

今回は我が家の長男がここオーストラリアの公的
機関を利用し３歳で発達障害、自閉症の診断が下
りるまでの様子やその後から5歳になった今まで
について書き綴りたいと思います。
我が家に待望の第一子がやってきてくれたのは
2012年１月。出産は緊急帝王切開となりましたが
４kg近くある元気な男児の誕生でした。生後４５ヶ月ほどで寝返り、その後もお座り、ハイハイ
など順調に成長し言葉も少しずつ発するようにな
りあっという間に日々が過ぎて行きました。
そんな中、私が第二子を妊娠し出産を控え産休に
入った２歳の頃、公園に遊びに行っても一人で
あっという間に遠くに行ってしまい私のそばにい
ようとしないので身重の私は彼を追って走って行
くことが出来ず外へ連れ出すことがとても苦痛に
なってしまいました。かといって家で過ごすもの
なら家にあるおもちゃや服を片っ端から引っ張り
出しそこら中に散乱させ、お気に入りの飛行機の
おもちゃは床に叩きつける始末。尾翼がもげてひ
び割れた飛行機達でも彼にとっては無くてはなら
ない物達でした。
そして近所の図書館の本読みなどの教室に行けば
部屋からフラフラと出て行ってしまい、教会主催
の幼児教室に連れて行けばみんなの輪の中に入ら
ず置いてあるCDやDVDに興味津々で終いにはそれ
らを指にはめて器用にクルクルと回して遊び出し
親の私は傷がついてはいけないと思いヒヤヒヤし
ながら辞めさせていました。また家族で外へ出か
け街中を楽しく歩いていると突然けたたましい騒
音を立ててバイクが走ってくるとあまりの騒音の

ためか泣きじゃくりそこから一歩も動けなくな
り、いわゆるパニック、メルトダウンを起こして
いました。音に関してはお隣さんの芝刈り機の
音、掃除機やトイレのジェット式の手拭きなどそ
こら中の音に対してパニックを起こすので出かけ
る時も家にいる時も常に気を使わなければいけな
い状況で一度でもパニックを起こすと何を言って
も無駄なのでもう大変でした。
そうこうしながらも無事に第二子も出産し新たな
生活を送っていたものの私の中にある何かちょっ
とみんなと違うと言う気持ちがどうしても消えず3
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歳児検診を前に思い切ってコミュニティナースに
相談することにしました。ちょうど２歳半、出生
後30ヶ月の頃でした。
ナースとの面談時には１時間近くかけて質問用紙
に沿って質問に答えたり、息子に実際にやらせて
みたりする形で答えていくのですが、生後数ヶ月
の娘を連れて部屋をうろうろしてじっとしていな
い、話が聞けない(聞こえない？)息子の対応に終
わる頃には私はすっかり疲れ果てていました。
その面談の結果いくつかの問題点が見つかりさら
に上の機関に連絡を取ってくれることになり待つ
こと数週間ようやく一通の手紙が届きました。
そこには言語療法 Speech therapy, 理学療法
Physio therapy, 作業療法 Occupational therapy
そして小児科 Pediatrician に会うまでの各ウェ
イティング期間の予想が記されていました。
Pediatrician が最高に待たされるようで１年以上
とありました。
同じ頃ネットで息子の行動などをキーワードに調
べていくと発達障害、自閉症かもしれないと言う
事がわかりいくつものサイトでは完治はしないが
早期療育がキーポイントと言う事を知りました。
自閉症と言うと私の中では話す事が出来ずずっと
１人で殻に閉じこもっている子供と言う認識しか
なかったので自分の息子が自閉症かもしれないと
分かった時は言葉も発する人懐っこいこの子が何
故⁇と信じられませんでした。でもネットで調べて
行くにつれて自閉症といっても軽度から重度の場
合やIQの低い知的な障害を併せ持った場合など十
人十色であると言うことも後々になって分かりま
した。
そうであるならばまずは小児科の診察を受けなけ
ればと一年先の公立の医師に会うまで待っていら
れないといても立ってもいられず自閉症に関する
団体に電話して相談してみたり、数少ない情報か
ら発達障害に強いプライベートの小児科医を探し
出し予約の電話をかけてみるものの新規の患者は
受けないだとか、予約は２ヶ月後などと言われ途
方にくれる日々が続き焦る気持ちの中バイリンガ
ルに理解のあるSpeech therapist だと聞いて毎週
$100以上払い通ってみたりもしました。
そしてやっと小児科医の診察を受けることが出来
たものの、次回の再診までに血液検査、尿検査、
聴力検査を受けその結果を持って再診するという
さらなる試練が待ち受けていました。
ただでさえ敏感で場所見知りもする息子を連れて
血液検査に向かいオムツが取れない息子の採尿そ
して極め付けは聴力検査。どれも大人の私にとっ
ては何でもない事ですが発達障害疑いの２歳児と
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ベビー連れの私には全て修行のような日々でし
た。(こうやって記事を書くことによって忘れてい
た記憶が蘇って来ます。)
泣きべそばかりかいても診察は伸ばすことはでき
ないので全て何とかこなし小児科医を再診、とこ
ろが息子も２度目に会う先生に愛想が良く先生か
らはこの子は大丈夫でしょう、半年後に問題あれ
ばまたやってらっしゃい、といわれ腑に落ちずそ
のまま帰って行きました。
何しろ初めての子育てしかも我が家は日韓カップ
ルのトリリンガル環境。平均的な男児がこんなも
のなのかよく分からずにママ友からやネットから
の情報やアドバイスに支えられて悶々としながら
様子を見るしかないまま日々だけが過ぎ去って行
きました。
それから１、２ヶ月ほど経ち公的機関のCommunity
health center のさらに上の機関である Child
and adolescent centerから待ちに待った連絡が入
り自宅にセラピストがやって来て一緒に親子で遊
んで親も接し方や発達を促す遊び方を学んだり、
病院内のスピーチセラピーに週一で通うなどのサ
ポートが始まりました。そして最終目的である小
児科医に会う前にまずはSpecial Nurseと面談し1
時間程かけて発達検査を受けその結果を元に小児
科医に会い正式に発達障害の診断を受ける事が決
まりました。発達障害の診断には一度や二度医師
に会うだけではなく、いくつかのプロセスが必要
で息子の場合、Psychologistsの面談があり小児科
医と、スピーチセラピスト合同の最終面談を受け
ようやく診断が下りました。ざっとここまで来る
のに最初の相談から結局は1年以上かかりましたが
公的機関に関しては全て無料でした。診断が下り
た時はショックと言うよりも長い時間をかけてい
たのでやっと前に進めると言う安堵の気持ちが強
かったのを覚えています。
息子の事を周りに相談して行くうちに親御さんの
中には自分の子供を障害者にしたくない、そんな
はずはないと診断を受けることに抵抗を感じる人
がいる事を知りましたが、診断が下りていなけれ
ばメディケアやプライベート保険で補助される以
外はSpeech therapy など全て実費療育で毎月何百
ドルという費用がかさみ満足な療育をさせられず
にいるところなのですが、一旦診断が下りると国
から療育費などに充てる事が出来る補助金の申請
が出来るようになるので色んな団体による療育を
親が選択しその子に合った療育を受けさせること
が出来るようになるのです。
うちはその補助金を利用しAutism associationと
言う自閉症専門の団体によるパース唯一のデイケ
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アへ学校がない日は朝から夕方まで通いそこで手先
の不器用さを補うようにクラフトをしたり絵を描い
たり、簡単な料理をしてみんなで食べたり、一対一
のスピーチセラピー言語療法や同じ年頃の子供達と
セラピストと共に遊ぶ事で集団行動などを学んでい
きました。
自閉症と言うのは昔は親の育てかたでなると言われ
ていましたが実際には生まれつき脳の一部の神経の
問題から生じる障害で発達が普通発達児に比べて
ゆっくりで重度の場合歩行が困難だったり発語が出
来ないケースもありいわゆるコミュニケーションの
障害で対人面の問題が顕著にあらわれる障害で病気
とは違い投薬による治療もないのでその子に合った
療育がとても大事なのです。その当時の息子は会話
をする事が苦手でいつも私が聞いた事をおうむ返し
するか、Yes、Noで答えられる質問にしか答えられ
ませんでした。また自分の要求をうまく言葉に出来
ないので私の手を取って欲しいもののある所まで
引っ張って行くのでした。
幸い息子が入った地元の学校とも事前に相談して授
業に付いていけるようにと初めから息子にアシスタ
ントの準備もして頂けて問題も少なからずありまし
たが学校や療育先の先生方からのサポートのお陰で
２年目のプレプライマリーの今現在まで息子も集団
行動を学び随分と成長し大好きな先生方やお友達に
会うために楽しく学校通いを続けて行く事が出来て
います。今ではクラスの子の前で自分の好きなこと
について発表する事が出来るようにもなったので
す。
ネットで初めて息子が自閉症かもしれないと気づい
た時にはなぜ？どうして？という気持ちで頭は真っ

白というか障害に対して無知な状態でそれはそれ
は、大変なことになったぞと夫婦で毎晩暗い気持
ちで過ごしていましたが幸いうちの主人は障害を
受け入れどんな事がこの先待ち受けていようとも
この子を支え続けていこうとこの一番辛くくらい
時期でも夫婦一緒になって乗り越える事が出来ま
した。
今後は学業の面などでも問題点が発生する事だと
思いますが周りの人々やこのオーストラリアの
色々な制度のおかげで何とか乗り越えていけるで
あろうと今は思います。
この経験を通して私は保護者が早めに気づき適切
な対応をする事がこの自閉症にはとても大事だと
言うことを痛感しています。
もしもお子さんの発達に少しでも不安を感じる場
合は是非ためらわずにベビーの時からお世話に
なっているコミュニティナースやGPに相談して見
てください。
注意
保護者が子供の発達に違和感を持つようになって
から実際に療育を始めるにあたり年齢やその子の
状態から今回の私の経験談とはまた違ったアプ
ローチ方法がいく通りもある事をご了承下さい。

祝、２０１７年度外務大臣表彰受賞
去る６月２９日、外務省は、２０１７年度外務大臣
表彰受賞者を発表し、１８７名の個人と４５団体が
選ばれました。そして、私たち虹の会が、その中の
団体の１つとして表彰を授与されました。外務大臣
表彰は、日本と諸外国との友好親善関係の増進に特
に顕著な功績のあった個人及び団体について、その
功績を讃えるものです。
虹の会は、１７年前に１０人からスタートして、今
ではパースの日本人社会に定着し、１５０名前後の
会員を持つ大きな団体に成長しました。実際にボラ
ンティア活動に従事する正会員のバイタリティと温
かい思いやりの心、法律、医療、介護、看護、不動
産、様々な専門知識を持った協力会員の方々のサ
ポートなどによって病人・老人介護、育児支援、生

活相談など多岐にわたり、パース日本人社会の
人々が安心して暮らせる一助となることができま
した。
また、地域の団体や地域の人々と協力して、パー
ス日本祭り、チャリティーバザー、音楽会、映画
上映会などの企画運営も行って参りました。その
活動を通して、当地の人々との相互理解や友好親
善の促進にも寄与したのではないかと自負してお
ります。
このような栄誉ある賞を頂き、虹の会メンバー一
同、身の引き締まる思いでおります。そして今回
の受賞を励みに、より一層充実した活動をして参
りたいと決意も新たにしているとことでございま
す。

第 68号
皆様からは、虹の会に期待することなど、具体的な
リクエスト、小さなことでも構いません、私たちが
気が付かずにやり過ごしてしまっていることはあり
ませんか？現在、困難に直面していらっしゃる方は
そのご相談などでも結構です。ご要望がございまし
たら、ホームページのメール送信フォームや電話に
てお寄せ下さいませ。
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また会員はいつでも募集中です。ご自身の時間
の空いた時に、ほんの少しの時間でも構いませ
ん。“人の役に立ちたい”という思いを行動に
移してみませんか？
写真は、１０月４日に総領事公邸で行われた授
与式の模様です。

事務局だより

キリヒレヒナー 裕子

ようやく春らしい陽気になってきたと思った途端、夏の到来を感じる今日この頃ですが、皆様いかがお過
ごしでしょうか？
虹の会では１０月１４日に総会が開かれ、今年度の役員が選出され、予算と事業計画が承認されました。
以下選出された役員です。
会長
大槻慎一
副会長
デーヴィス靖子
事務局長 キリヒレヒナー裕子
会計長
高野優子
理事
オッタウエイめぐみ、天野かおり、ウッズいずみ、太田晴美、大戸美佐子
会計監査 細川貢司
よろしくお願いします。
その後、外務大臣賞受賞のお祝いの会が開かれ、大勢の会員に参加していただきました。おいしい料理と
切れ間のない笑いで、とても楽しい会でした。
１１月２６日１１時より恒例の日本人墓地の清掃を予定しておます。カルカッタ墓地の一角にある日本人
墓地はパースで生きた多くに日本人の方たちが眠っております。現在の日本人社会を築いてきた多くの日
本人の方に敬意を表し、墓地の清掃に皆様に参加していただきたいと思っています。
（場所はNedlandsのGovernment Rd の門から入って２００Mほどのところに小さな建物があり、その裏側
です）
１月にはキングスパークにて新年ピクニックを予定しております。虹の会ではボランティアに参加したい
方を募集しています。特に、日本人プレイグループを回り、日本の遊びや紙芝居など、子供たちのための
活動ができる方、ご連絡ください。
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外務大臣受賞のお祝い会の様子

KAI JAPANE SE
Telephone Orders

9332 - 0388
We accept Eftpos, Visa & Master cards

Shop 4 / 110 Parry Avenue Bull creek WA 6149
Parry Place Shopping Centre

引越しならキューブに
ご相談下さい。
お見積もり無料。
国内引越、海外引越。
自社便あり、市内引っ越し、他州向け、各国向け
航空便、船便のお引っ越しもお取り扱いしています。

Trading Hours
Lunch
Tuesday - Friday 11 am - 2.30 pm
Dinner Tuesday - Sunday 5 pm - 9 pm
Monday and Public Holidays Closed

土曜日も営業しています
電話 0400-454-644（日本語）
www.cubeit.com.au/cubeit/city_perth/
インターネットで予約できます

BYO
Corkage $3 per bottle

第 68号
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日曜礼拝
日曜日：１３時から

聖書の学び会
火曜日：１３時から１４時まで

無料英会話教室
月曜日－木曜日：１０時から１２時４５分まで
金曜日午前クラス：１０時から１２時４５分
金曜日午後クラス：１５時から１７時３０分まで
土曜日：１４時から１６時３０分まで
（授業の最後３０分は聖書に関するお話があります。）

プレイグループ
水曜日：１０時から１２時まで

連絡先：0479 176 232 （パース日本語教会 森本まで）
住所：101 Kimberley. St, West Leederville
Facebook: West Leederville Presbyterian Church

日本語で
診察

大好評！パーティ用寿司プラッター各種あり
お好みに合わせた盛り合わせも可能
お気軽にご相談下さい
Tel.9218-8973 / Email.jawsoffice@iinet.net.au

お寿司と言えば、やっぱり ジョーズ

海外旅行保険加入者は、医療費（専門医を含む）及び 通訳、
薬品、レントゲン、血液検査等の費用が一切かかりません。
●日本人通訳が常勤しており、言葉の心配は全くありません。
●女性医師、日本人看護婦がおります。
●その場で薬を受け取れます。（日本語の説明付き）
●保険に入っていない方でも低料金で診察を受けられます。（通訳付きも可）

●全科（歯科をのぞく）の診療が可能です。
●混雑を避けるため予約制となっておりますが、緊急時は常時受付いたします。

回転寿司＆テイクアウト

Hay St Mall 店
726 Hay St
T- 9481 1445

ホールセール&ケータリング
Osborne Park店
Unit 9, 2 Powell Street
Ｔ-9444 5836

予約受付 ・ 診療時間
（月～金） 午前８時～ 午後５時 （土） 午前９時～午後１２時
回転寿司＆テイクアウト

回転寿司＆テイクアウト

East Perth 店
メルボルン
1800-777-313
ケアンズ
1800-688-909
ブリスベン
1800-666-019
ゴールドコースト1800-686-099
シドニー
1800-355-855
日本語医療センターネットワークで
同様のサービスが受けられます。

パース 日本語フリーダイヤル

1800-777-313
Level 1, 713 Hay Street Perth WA 6000 TEL: 9486 4733 FAX:9321 4778

Town Hall 店

323 Hay St
(パース造幣局向かい）
T- 9225 4573

Shop 4, Equus Arcade
580 Hay Street
T- 9221 3255

www.Jawssushi.com.au
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ようこそ｢サポートネット虹の会｣へ
（私たちはこういう団体です）
ボランティア団体「サポートネット虹の会」は、西豪州政
府の認可を受けた非営利・非宗教の社会福祉法人です。ま
た、”Volunteering W.A.” （西豪州ボランティア協会）の
会員です。
「サポートネット虹の会」は「私たちにお役に立てること
はありませんか」の精神に則り、パース地域社会の日本人、
国際結婚をした日本人の家族、その他の人たちのより良い相
互サポートを目指して、私たちの出来るサポートの充実化に
日々努力を重ねています。
（１）生活情報の提供

高齢で一人暮らしの人が病気や事故に遭遇して、即手助
けが必要な場合、障害を持つ人たち、一人暮らしで緊急時
に家族の助けが得られない人など、原則として自助努力の
出来ない人たちへの組織的なサポートをします。
電話相談など「虹の会」に寄せられる生活、教育、育
児、医療、その他、多様な相談事に応じて、解決方法をと
もに考え、サポートしていきます。
また、外国で暮らす日本人の子どもたちに、歌や遊びを
通して日本の文化を伝えるサポートをしています。

移住後間もない方、学生、ワーホリの方たちのために。

（２）医療情報の提供

医療システムなどが分からない方たちのために。

（３）介護支援

一人住まいの方が、病気になったときの見守りなどをケアチームがサポートします。

（４）妊娠・出産サポート

妊娠直後～生後３ケ月のお子さんを持つ親へのサポートをします。

（５）子育て相談

子育てに関しての悩み事などのご相談、何でも結構です。

（６）病院、ナーシングホームなどへの見舞い、お手伝いなど
お近くに入院なさっている方がいて、訪問、お手伝いなどを希望される方。
（７）プレイグループへの支援

日本人プレイグループへの支援を行なっています。

（８）その他のサポート

（１）～（６）以外のサポートにも相談に応じます。

（９）電話相談

上記（1）～（７）までの相談事を含む、さまざまな電話相談を行っています。外国暮らしの中で困っ
たこと（例えば、ドメスティック・バイオレンスなどの緊急避難や子育てに関する）、悩み事をおもち
で相談相手の欲しい方、生活上のヒントなどをお求めの方は、お気軽にご連絡ください。
代表: 0403 530 928 / Mail: info@nijinokai.com.au

【会員】
「虹の会」には次のような会員の種類があります。日本語が話せれば、国籍に関係なく誰でも参加できます。入会希望者は「虹の会」事
務局に御連絡くだされば入会申込書を差し上げます。
・正会員（＄30）パース近郊に在住し、1年以上ボランティア活動ができる方
・準会員（＄20）パース近郊に在住し、1年未満ボランティア活動ができる方
・学生会員（＄10）学生ビザと学生証を所有し1年以上ボランティア活動ができる方
・賛助会員（個人＄20・法人＄30）会の趣旨に賛同し、資金面で援助をする個人および法人
・協力会員（不要）資格、経験を生かして会の活動に協力する個人および法人
・登録会員（不要）サポートを受けたい方、あるいは将来サポートを受けたい方
【支払い方法】
小切手の場合：宛て先

Support Net "NIJI NO KAI" Inc. / 送り先

銀行振り込みの場合：口座名

Support Net ”NIJI NO KAI"

P.O.Box650,Nedlands WA 6909

Inc. / BSB No.016-363 / 口座No.3483 45499（ANZ Bank)

なお、振込みが特定できない場合が有りますので、振込み時に明記するか、メールかお電話でご連絡ください。
【申し込み】
虹の会ホームページの入会申し込みフォームから、もしくはメールかお電話でご連絡ください。
●その他、お問い合わせ：事務局（キリヒレヒナー裕子）TEL: 0403 530 928 / Email: info@nijinokai.com.au

編集だより
Autism Westで週１回ボランティアをしています。先日、ラジオ局の見学の後
レストランでディナーというExcursionがありました。普段とは違う環境での
子供達の反応は毎週センターで過ごすものとは大違い。公共の場での周りの
人たちの目や誤解を招く子供達の言動に戸惑い、私自身、３時間神経を張り
詰めっぱなしでした。今回の記事を通して多くの方に発達障害について考え
ていただけたら、また家族に発達障害を持つ方のお役に立てることができれ
ば幸いです。
（編集委員：めぐみ）

