保護者各位

殿

平成１８年 ６月１９日
全国聾学校ＰＴＡ連合会会長 丸谷俊博

ＡＰＣＤ「家庭教育を考える部会（2006.10.10）」開催ご案内（第２次）
前略、平成１８年６月２日を締切としてご案内致しましたＡＰＣＤ「家庭教育を考える部会」
の開催案内を再度実施させて頂きます。尚、今回は、第１次のご案内の際には未確定であった
全聾Ｐ連からの補助が具体化されましたのでその件もお知らせ致します。既にお申し込み頂い
た方々にもこの補助は適用されます。まだ、ご参加をご検討中であった方々は、この案内をご
覧頂き是非ともご参加下さいますようお願い申し上げます。
平成１８年１０月９日（月）〜１２日（木）の間、第９回アジア太平洋地域聴覚問題会議（略
称：ＡＰＣＤ）及び第４０回全日本聾教育研究大会が東京にて開催されます。
この会議の一部として１０月１０日（火）に保護者による「家庭教育を考える部会」を開催
致します。保護者にとりましても貴重な研修・情報交換の機会となりますので各校保護者の奮
ってのご参加をお願い致します。
草々
記
１ プログラム
（１）全体会 １０：００〜１１：５０
椿山荘「ジュピター」
講演１： 「メール、チャット等に潜む危険性と対策」 10:00～10:50
講師： 河原淳平氏 （警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課 理事官）
内容：携帯電話やパソコンによるメールや情報交換は、青少年の主要なコミュニケー
ション手段となっており、聴覚障害児童・生徒にとってはよりその使用度は高く
なっており将来も主要なコミュニケーション手段となってゆくことは間違いないも
のと思います。しかしながら顔の見えない特性から様々な被害にあう事例も増
えております。警察庁からの講師により全国で青少年が被害にあった事例等を
中心にそこに潜む危険性や対策等についてお話し頂きますので家庭教育や
各学校現場で役立つ情報が多数あるものと思います。
講演２： 「青少年と乱用薬物」 11:00～11:50
講師： 伊藤芳久氏 （日本大学薬学部教授、筑波大学附属聾学校ＰＴＡ会長）
内容：最近薬物乱用が、小中学生まで広がり深刻な状態になってきております。
文科省も重い腰を上げて乗り出してきており、各学校にも警告を出して
います。講師の伊藤さんは、これまでも各所で未成年者の脱法ドラッグ、
覚醒剤、麻薬の問題で講演をしてきておりますので聾学校の児童・生徒
にもこのような薬物乱用に陥らないような教育を実施してほしいと願っ
ている方です。今回のＡＰＣＤの場で保護者の方々にも是非お聞き頂き、
家庭教育や各学校でのＰＴＡ活動に反映して頂きたいと思います。
（２）分科会 １３：００〜１５：４０
椿山荘（「ｼﾞｭﾋﾟﾀｰ」「ｳﾞｨｰﾅｽ」「ﾈﾌﾟﾁｭｰﾝ」）
※太字は、取り纏め担当のＰＴＡ連合会です。
①「幼小」分科会
担当ＰＴＡ連合会：関東
関東、東北、東海
関東
テーマ：「これからの幼児・児童期の家庭教育支援について」
内

容：

実践発表：「ＮＰＯ大塚クラブが目指すもの〜５年目の報告」
東京都特別支援教育推進計画によって都立ろう学校が再編され、平成１８
年度から大塚ろう学校は３つの分教室を抱える早期教育に特化した学校

となります。特別支援学校への流れの中で、学校・ＰＴＡ・地域が連携し
て支える子育て支援事業(放課後・土曜日)とＰＴＡを中心に立ち上げたＮ
ＰＯ法人の役割・活動(乳幼相談・保護者支援・対外活動)を紹介します。
講師は、大塚ろう学校ＰＴＡ会長でＮＰＯ法人事務局長を務める高山嘉通
さんです。パワーポイントを使用した発表(50 分)のあと、東北、東海、関
東の各連合会会長をコーディネーターに３グループでテーマについて各
校の取り組み等を討議、情報交換を行います。最後に各グループのまとめ
と質問に対する回答、幼小分科会としての提案発表を実施し今後の活動・
支援に役立てて頂きたいと思います。
②「中高」分科会

担当ＰＴＡ連合会：中国・四国、九州
九州
テーマ：「社会的自立に向けた家庭教育の役割について」
内 容： 実施要領検討・調整中。尚、下記のような構想とのことです。
発表者２名～３名の方から事例報告と問題提起をして頂き、それらをもとに参加
保護者全員で各地区の特性や各校の状況等の情報交換も含み、討議、検討を
行います。

③「大学・社会人」分科会
担当ＰＴＡ連合会：北海道、北陸、近畿
近畿
テーマ：「真の自立に向けて、親はどのように関わっていけばよいのか」
内 容： 聴覚障害を持った学生や社会人の現状及び抱える問題（課題）を筑波技術
大学の白澤麻弓先生、埼玉聴覚障害情報センター相談員の岩田恵子様をパ
ネリストとしてお招きし、最初にそれぞれの立場からお話しして頂きます。
その後、パネリストの方々にコーディネーターや参加保護者から質問（参
加予定者に事前にアンケートを行い質問や課題を記述提出して頂きます）
を行い、パネリストの方々に最新の情報や良きアドバイスを頂きながらテ
ーマである「真の自立に向けて、親はどのように関わっていけばよいの
か？」を考え、議論する場とします。
（３）全体会 １５：５０〜１６：３０
椿山荘「ジュピター」
「幼小」「中高」「大学・社会人」分科会内容の報告（各１０分）と総括（１０分）
（４）休憩・機材展示見学

１６：３０〜１７：１５

※自由行動

（５）ウェルカムレセプション

１７：１５〜１９：１５

椿山荘「プラザ会場オリオン」

２

保護者の参加可能なイベントについて
各保護者には
には、
１０／
１０(
家庭教育を
える部会
部会」
参加は
必須でお
でお願
いします。
各保護者
には
、１０
／１０
(火)の「家庭教育
を考える
部会
」参加
は、必須
でお
願いします
。
また、ＡＰＣＤで保護者の参加できる全日本聾教育研究会(先生方の研修会)主催イベントは、
１０／９（月）の開会式、基調講演１、全体会１、１０／１０（火）のウェルカムレセプショ
ン、１０／１２（木）の基調講演２、閉会式となっています。
尚、保護者のウェルカムレセプション参加は、任意と致しますが各校の先生方や保護者と意
見交換や交流等ができる貴重な機会となりますのでできるだけご参加をお願い致します。

３ 保護者の参加費等について
（１）資料セット代（先生方に配布されるものと同じです）
￥５，０００−
☆「家庭教育を考える部会」の資料も同梱します。尚、資料代
資料代¥
5,000‑
全聾Ｐ
負担。
資料代
¥5,000
‑は、全聾
Ｐ連が負担
（２）ウェルカムレセプション代 ￥１０，０００−、交通・宿泊費等は、自己負担となります。
（３）弁当（昼食）を予約される場合は、￥１，０００−自己負担となります。

４

参加申し込み及び費用等の振込について

本案内最終ページに添付されている参加申込票に所要事項をご記入頂き、下記のフローで
全日本聾学校ＰＴＡ連合会事務局迄ご提出下さい。 ※昼食（弁当）の申込も含みます。
参加保護者 → 各校ＰＴＡ
各校ＰＴＡ会長
ＰＴＡ会長 → 各地区ＰＴＡ
各地区ＰＴＡ連合会会長
ＰＴＡ連合会会長 → 全聾Ｐ
全聾Ｐ連事務局
※注意
注意：ＡＰＣＤホームページからのＷｅｂ等による参加申し込みは行わないで下さい。
注意
全聾Ｐ連事務局にて保護者参加申し込みを取り纏めてＡＰＣＤ事務局へ提出します。
☆参加申込締切：
参加申込締切：全聾Ｐ
全聾Ｐ連事務局着７
連事務局着７月３１日
３１日(月)迄。※各地区は
各地区は 7/31 以前で
以前で設定して
設定して下
して下さい。
さい。
☆費用等
費用等の振込：参加申込者
参加申込者に
込者に全聾Ｐ
全聾Ｐ連事務局より
連事務局より別途
より別途、
別途、振込金額及び
振込金額及び振込口座名等
振込口座名等を
名等をご案内
せて頂
ますので
ので、
その際
にお知
らせする振込期限迄
振込期限迄にお
にお振込下
振込下さい
さい。
させて
頂きます
ので
、その
際にお
知らせする
振込期限迄
にお
振込下
さい
。
☆ 参加受付票は発行しませんので当日は、会場のＡＰＣＤ保護者受付にお越し頂き、資料、
名札等を受領して下さい。
【補足】北海道、東北、関東、東海、北陸、近畿、中国・四国、九州の８地区ＰＴＡ連合会会長、
副会長には、「家庭教育を考える部会」分科会の運営担当及びウェルカムレセプション
での保護者代表としての参加をお願いすることになりますので全聾Ｐ連より会費¥5,000‑
の他、ウェルカムレセプション参加費¥10,000‑及び宿泊・交通費用補助¥10,000‑も行い
ます。
５

各保護者側でご手配頂きたい事項
会場迄の交通、宿泊（必要な場合）

※宿泊場所の斡旋は、APCD(JTB)でも行います。

※「
「椿山荘」
椿山荘」：東京都文京区関口 2-10-8 TEL 03-3943-1111
東京メトロ（地下鉄）「有楽町線」江戸川橋駅１ａ出口より徒歩１０分。

６

※「文京シビックホール」： 10/7(月)、10/12(木)の会場
東京都文京区春日１丁目１６番２１号 TEL 03-5803-1100
東京メトロ（地下鉄）「後楽園」、都営地下鉄「春日」、ＪＲ「水道橋」
ご参考
全体日程
太字表記が
保護者が
参加可能なものです
なものです。
下線は
参加必須。
※太字表記
が保護者
が参加可能
なものです
。下線
は、参加必須
。
１０／

９（月）

開会式、
開会式、基調講演１
基調講演１、全体会１
全体会１

１０／
「家庭教育を
ウェルカムレセプション
１０／１０（
１０（火） 研究協議分科会、「
家庭教育を考える部会
える部会」
部会」、ウェルカムレセプション
１０／１１（水）

公開授業＆施設公開：筑波大学附属聾学校、筑波技術大学

１０／１２（木）

基調講演２
基調講演２、全体会２
全体会２、閉会式
※海外からの参加者のみ、都立大塚聾学校、葛飾聾学校見学

【参加申込済みの保護者の方へ】
既に第１次ご案内の際に参加申込を行って頂いている方でウェルカムレセプションに参加
されない方は、お手数ですがその旨を電話又はＦＡＸにより全聾Ｐ連事務局迄お知らせ下さい。
※第１次ご案内の際の申込書の備考欄に「レセプション不参加」等を注記されていた方は、
再度のお申し出は不要です。
全聾Ｐ連事務局 ＴＥＬ：０３－３２０４－２５５８、 ＦＡＸ：０３－３２０８－１３３７

以上

【会場ご案内】
１

１０／１０（火）「家庭教育を考える部会」及びウェルカムレセプション会場
「椿山荘」
椿山荘」 東京都文京区関口 2‑10‑8

TEL 03‑3943‑1111

①正面玄関：江戸川橋駅 1a 出口から地上に出て、神田川の橋(江戸川橋)を渡り、約 100m 先
目白坂下南の角(八百屋の角)を左折。道なりに約 500m 徒歩約 10 分。
②冠木門 ：江戸川橋駅 1a 出口から地上に出て、神田川の橋(江戸川橋)を渡り公園を左折。
神田川沿いに直進（約 500m）/ 徒歩約 10 分冠木門より。

２

開会式、閉会式、基調講演、全体会等会場
「文京シビックホール」

東京都文京区春日１丁目１６番２１号

TEL 03‑5803‑1100

最寄駅

①東京メトロ丸の内線 「後楽園」駅 ４ｂまたは５番出口 徒歩３分
②東京メトロ南北線 「後楽園」駅 ５番出口 徒歩３分
③都営地下鉄三田線 「春日」駅 または 大江戸線 「春日」駅 文京シビック連絡通路３分
④ＪＲ中央・総武線 「水道橋」駅 徒歩８分

以上

＜ＡＰＣＤ「家庭教育
＜ＡＰＣＤ「家庭教育を
える部会（
2006.10.10）」参加申込票
家庭教育を考える部会
部会（2006.10.10）」
）」参加申込票＞
参加申込票＞
宛先ＦＡＸ：
各校、各地区連合会、全国聾学校ＰＴＡ連合会事務局 殿
ＡＰＣＤ「家庭教育を考える部会（2006.10.10）」に下記の通り参加申込を致します。
※１ 参加される分科会、弁当、宿泊を申し込まれる日を○囲いして下さい。
※２ １０／１１（水）、１０／１２（木）の宿泊を申し込まれる方は、備考欄に
その旨を記載して下さい。
区

分

記 入 欄 ・ 選 択 欄

備

考

参加保護者名
学 校 名
連 絡 先
参加分科会
弁 当 申 込
（１食\1,000-）
ウェルカム
レセプション
宿泊希望
（APCD：ＪＴＢ）

ＴＥＬ

ＦＡＸ
「幼少」

１０／１０（火）

「中高」

※１０／９（月）はありません。

参加します
１０／８（日）

「大学・社会人」

参加しません
１０／９（月）

１０／１０（火）

連絡事項等

※全聾Ｐ連事務局 ＴＥＬ：０３－３２０４－２５５８
ＦＡＸ：０３－３２０８－１３３７
以上

