～自閉症支援を生活のすみずみに～

自閉症ｅサービス＠やまぐち

2019年度 公式パンフレット
年間パス申込用紙つき

• このパンフレットの情報は、2019年2月現在のものです
• 年間プログラムは会場・講師の都合により、変更・中止に
なる可能性がありますので、予めご了承ください

◼ 自閉症ｅサービス＠やまぐちとは
•
•
•
•
•

山口県内で自閉症支援に携わる機関・個人のネットワークの構築と支援スキルの
向上を目指す任意団体です。一年を通じて、様々な研修を開催します。
自閉症スペクトラムの方々を理解するための入門講座として、どなたでも基礎的な
学習をしていただけます。また、これまで自閉症支援を学んでこられた方のための、よ
り実践的な継続学習の場にもなります。
今後、自閉症支援のエキスパートを目指す方にとっても、ネットワークを持っていただ
ける場です。
NPO法人自閉症ｅサービス＠大阪の全面協力を得て運営しています
山口県発達障害者支援センターなどの関係機関と連携して事業展開します。

◼ 構 成
【代 表】
藤田 久美（山口県立大学社会福祉学部）
【実行委員長】
岡村 隆弘（社会福祉法人ひらきの里）
【相談役】
中山清司（NPO法人自閉症ｅサービス／NPO法人SKIPひらかた）
【事務局員】
山口県内で自閉症支援に携わる有志

◼ 事務局
〒753-0033 山口県山口市大市町3-3（NPO法人あくしゅ内）
（FAX）083-941-5583
（MAIL）esyamaguchi.info@gmail.com
（HP）http://esyamaguchi.jimdo.com
＊スタッフが常駐しておりませんので、お問い合わせはメールまたはFAXでお願いいたします

年間パス登録と受講のしかた
① 「年間パス申込書」に必要事項をご記入の上、自閉症eサービ
ス＠やまぐち事務局にお送りください

② 年間パス料金をお振込みください
•
•
•

個人パス：13,000円
3人パス ：33,000円
団体パス：55,000円

振込口座
ａ）ゆうちょ銀行からのお振込み（郵貯のATM、窓口、ダイレクト）
ｂ）ゆうちょ銀行または郵便局から現金でのお振込み（ゆうちょ窓口のみ）
記号：15510 番号：6716781
口座名義：トクヒ）アクシュ

ｃ）他金融機関からのお振込み（他金融機関のATM、窓口、ダイレクト）
銀行名：ゆうちょ銀行
【店名】五五八（読み：ゴゴハチ） 【店番】558
【預金種目】普通預金 【口座番号】0671678 【講座名義】トクヒ）アクシュ

③ 年間パスカード・レジュメ集をお受け取り下さい
•

年間パス申込書と年間パス料金の入金確認ができましたら、自閉
症eサービス＠やまぐち事務局より、上記をお送りします

④ 希望する講座等にお申込下さい
•

講座・ワークショップ等には、都度お申込が必要となります

自閉症eサービス＠やまぐち 2019年度 年間パス申込書
FAX：083-941-5583
① 下記の申込書に必要事項をご記入の上、FAXまたは郵送にてお申込下さい
② 指定口座に、該当する年間パスの料金をお振込みください
（個人パス：13,000円 3人パス：33,000円 団体パス：55,000円）
③ 入金確認後、通知先住所に年間パスを送付致します
年間パスの中途解約による返金はできませんので、あらかじめご了承下さい
2019年度の年間パス申込期間は、3月～12月末までです
2019年度 ＠やまぐち

2019年度 ＠やまぐち

2019年度 ＠やまぐち

氏名（ふりがな）

グループ名（ふりがな）
＊3名の任意のグループ

団体名（ふりがな）
＊10名までの法人／事業所の団体

□ 個人パス 希望

通知先住所

□自宅

□ 3人パス 希望

□職場

□ 団体パス 希望

□その他（

）

〒
（職場の場合は、職場名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）
TEL：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

FAX：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

MAIL：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（□携帯 □パソコン）
【3人パス／団体パスの登録者名】

①氏名（ふりがな）＊代表者

⑥氏名（ふりがな）

右記に、ご登録される方のお名前を
記入してください（①には、代表者
様名をお願い致します）

②氏名（ふりがな）

⑦氏名（ふりがな）

③氏名（ふりがな）

⑧氏名（ふりがな）

④氏名（ふりがな）

⑨氏名（ふりがな）

⑤氏名（ふりがな）

⑩氏名（ふりがな）

受付完了通知等は、代表者様宛
にお送りします
＊3人パス：3名
パスカード3枚
＊団体パス：～10名まで
パスカード5枚

この申込書は、個人情報保護にのっとり、目的外には使用致しません

自閉症eサービス＠やまぐち 事務局
〒753-0033 山口市大市町3-3（NPO法人あくしゅ内）
＊スタッフが常駐していませんので、なるべくメールでお問い合わせをお願いします。

（FAX）083-941-5583（MAIL）esyamaguchi.info@gmail.com
（URL）http://esyamaguchi.jimdo.com

自閉症ｅサービス＠やまぐち 年間プログラム①（2019）
基礎講座 光
（定員：40名）

日程

①特性理解とペアレンツトーク

6月22日（土）10:00～12:00

②評価から支援へ

6月22日（土）13:00～15:00

③構造化のアイデア

6月23日（日）10:00～12:00

④コミュニケーション

6月23日（日）13:00～15:00

講師（敬称略）

熊倉 真二
（プロップにしのみや）

譲田和芳
（bonキッズ豊中）

受講料

パスあり
：全回無料
• パスなし（一般）
：各3,000円
•

会場：障害者支援施設ひかり苑 地域交流ホーム（光市岩狩3丁目1番2号）
基礎講座 山口
（定員：40名）

日程

講師（敬称略）

①特性理解とペアレンツトーク

6月7日（金）18:30～20:30

岡村 隆弘

②評価から支援へ

7月5日（金）18:30～20:30

吉富 徹

③構造化のアイデア

9月6日（金）18:30～20:30

④コミュニケーション

10月4日（金）18:30～20:30

受講料

（山口県発達障害者支援センター）

（山口県発達障害者支援センター）

友村 裕子
（内日福祉会 ぱれっと）

パスあり
：全回無料
• パスなし（一般）
：各3,000円
•

松尾 宗
（昭和病院）

会場：社会福祉法人ひらきの里 地域交流ホーム（山口市仁保中郷43）
基礎講座 下関
（定員：40名）

①特性理解とペアレンツトーク

日程
5月31日（金）18:30～20:30

講師（敬称略）
吉富 徹
（山口県発達障害者支援センター）

②評価から支援へ

7月5日（金）18:30～20:30

岡村 隆弘

③構造化のアイデア

9月6日（金）18:30～20:30

金谷 陽子

④コミュニケーション

10月18日（金）18:30～20:30

受講料

（山口県発達障害者支援センター）

（山口県発達障害者支援センター）

パスあり
：全回無料
• パスなし（一般）
：各3,000円
•

吉富 徹
（山口県発達障害者支援センター）

会場：しものせき環境みらい館（下関市古屋町1丁目18-1）
中級講座
（定員：50名）

①問題行動の理解と氷山モデル
②事例検討Ⅰ 支援のプロセス
③事例検討Ⅱ 支援の実施
④事例検討Ⅲ 生活を支える

日程
10月26日（土）10:00～16:00

10月27日（日）10:00～16:00

講師（敬称略）
譲田 和芳
（bonキッズ豊中）

佐々中 雄平
（ハニカム）

受講料
パスあり
：全回無料
• パスなし（一般）
：各3,000円
•

◆会場：山口県立大学 南キャンパス D館（山口市桜畠3-2-1）

自閉症eサービス＠やまぐち 事務局
〒753-0033 山口市大市町3-3（NPO法人あくしゅ内）
＊スタッフが常駐していませんので、なるべくメールでお問い合わせをお願いします。

（FAX）083-941-5583（MAIL）esyamaguchi.info@gmail.com
（URL）http://esyamaguchi.jimdo.com

自閉症ｅサービス＠やまぐち 年間プログラム②（2019）
ワークショップ（モデル付き）

定員

トレーナー（敬称略）
真船 亮

9月7日（土）～8日（日）
アセスメントセミナー（基礎）

12名

会場：社会福祉法人ひらきの里（山口市）

11月23日（土）～24日（日）
2daysトレーニング

18名

会場：社会福祉法人ひらきの里（山口市）

受講料

岡村 隆弘

（山口県発達障害者支援センター）

パスあり
：15,000円
• パスなし（一般）
：30,000円

熊倉 真二

•

（bonワークス枚方）

（プロップにしのみや）

岡村 隆弘・吉富 徹

（山口県発達障害者支援センター）

その他の講座（会場：山口県立大学（山口市））

定員

5月19日（日）10:00～12:30
知的障害のある自閉症の人への支援～行動障害の対
応を中心に～

100名

5月19日（日）13:30～16:00
ロングライフを支える仕組み

100名

講師（敬称略）
中山 清司
（自閉症eサービス）

中山 清司
（自閉症eサービス）

•

パスあり
：30,000円
• パスなし（一般）
：50,000円

受講料

パスあり

パスなし

1,500円

3,000円

1,500円

3,000円

8月4日（日）10:00～13:00
発達障害の人への相談支援～青年・成人期の支援を中
心に～

50名

岩井 栄一郎
（立命館大学）

1,500円

3,000円

2020年3月8日（日）10:00～16:00
クラスルームの紹介～事例発表及び事例を通じた交流～

50名

久賀谷 洋
（SKIPひらかた）

1,500円

3,000円

1,500円

3,000円

NPO法人ぐりぐりとのコラボレーション企画（島根県松江市にて開催）
7月13日（土）
「自閉症の特性理解を大切にしたライフステージに応じた支
援～今できることを考える～」

70名

中山 清司
（自閉症eサービス）

NPO法人あくしゅのコラボレーション企画 「門講座」（会場：山口県立大学社会福祉学部棟）
4月13日（土）13:00～16:00

70名

①特性理解とコミュニケーション

1,500円

3,000円

1,500円

3,000円

1,500円

3,000円

～行動のとらえ方と、構造化を支援現場で活用する際に大切なこと～

4月13日（土）9:00～12:00
②表出コミュニケーションの重要性

70名

～PECSの理解と支援現場での活用～

4月14日（日）13:00～16:00
③問題行動の理解と支援

門 眞一郎
（児童精神科医）

70名

～地域で豊かな生活を支えるために～

＊コラボレーション企画に関するお問合せ・お申込は、各主催者へ直接お願い致します

自閉症eサービス＠やまぐち 事務局
〒753-0033 山口市大市町3-3（NPO法人あくしゅ内）
＊スタッフが常駐していませんので、なるべくメールでお問い合わせをお願いします。

（FAX）083-941-5583（MAIL）esyamaguchi.info@gmail.com
（URL）http://esyamaguchi.jimdo.com

