
　　　　　　　　　　　

ディスレクシア（Dyslexia）とは ...
知的に問題がなく、聴覚、視覚の知覚的機能
は正常なのに、読み書きに関して特徴のある
つまづきや学習の困難を示す症状のことをい
います。

EDGEは ...
ディスレクシアの正しい認識の普及と教育的
な支援を目的とした特定非営利活動法人
（NPO）として、2001 年 10 月に認証・設立
され、活動しています。
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シンガポール
　建国の父リークアンユーが 60 歳を超えてか
らディスレクシアであるとカミングアウトした
シンガポールは、香港と並んで英国の影響が大
きいためかディスレクシアへの対応は格段に進
んでいます。人口 500 万人に対して 12 箇所の
ディスレクシアセンターがあります。様々な民
族、文化、言語を持つ住民にとっての共通語は
シングリッシュ（シンガポール独自の英語）で
す。まずはアセスメント、英語で行います。言
語療法士、スクール・サイコロジスト、作業療
法士などがひとりひとりに沿ったプログラムを
作り療育をします。ほかにも指導者やスタッフ
のためのアカデミー、放課後の指導なども充実
しています。第二言語としての中国語の指導も
開始しました。
　画期的に思ったのはセンターの場所です。以
前は学校の中にありましたが、最近ではショッ
ピングモールができるとその中にセンターをつ
くるように政府が方向づけました。もともと
ロータリークラブが応援してできた組織だと聞
きました。まだ、大人への対応には至っていな
いということでした。
　学校は学校で国語と算数についての特別な教
室が用意されていました。生徒数が多いので午
前と午後の二部制で授業をしていました。

インドネシア
　以前はインドネシアのパリと言われたバンド
ンには発達支援センター内でディスレクシアの
対応をしていました。Kristiantini Dewi 博士と
Purboyo Solek 博士のお二人が中心となって一
つは私立学校のそばに、もう一つは病院の中で
シビアな子どもたちを見ています。どちらにも
ひとりひとりに対応できる部屋があり、言語療
法士や作業療法士、スクール・サイコロジスト
が対応します。学校の中でもクラスのあいだに
ミドルルームがあり、そこで取り出し授業が行
われます。民族の楽器であるアンクルンにも音
階とは別に色のリボンがついていて、ディスレ
クシアへの対応が普通に行われていました。
　バンドンは学園都市ですが、経済発展の途上
で車やバイクが買えるようになり、その上信号
が少ないので混沌とした大渋滞が起こります。
それを狙って、親子や子どもだけの物乞い、猿
回し、お菓子売、ギターを持った人、新聞を売
る人などが群がります。渋滞中の三角地帯には
障害者が地べたに座っています。それでも日本
のうつろな人たちに比べると生きるエネルギー
を感じることができました。

ディスレクシア協会＠シンガポール＆インドネシア　藤堂栄子
IDA(International Dyslexia Association) 日本パートナーの加藤醇子先生（川崎市クリニックかとう）
とシンガポールとインドネシアのディスレクシア支援について視察してきました。

どちらの教育にも共通していたのが金銭感
覚の教育です。シンガポールではホーカー

（屋台村）が学校の中にあり、給食の代わ
りに子どもたちはお金を払って自分の食べ
たいものを食べます。インドネシアでも校
内にお菓子の売店があり、自分で買うよう
になっています。学校の外にも屋台の駄菓
子屋が数件待っています。

インドネシア　Indigrow にて

シンガポールＤＡＳにて
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　　「NPO 法人エッジ勤務、10 年目を迎えて」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柴田　章弘

　NPO法人エッジは動の藤堂栄子会長と静の
事務局柴田章弘さんで運営されています。エッ
ジ事務局に勤めて、今年の 6月で 10 年目にな
る柴田さんにインタビューしました。

１どうしてエッジに入社しましたか。
　港区六本木にあった港 NPO ハウスで、エッ
ジの隣の団体でボランティアとして働いていま
した。以前から自分では LD･ ディスレクシア
ではないかとは自覚していました。勤めていた
パート職の仕事がなくなり、相談がてら、エッ
ジを訪れて、そのまま、いついてしまいました。

２どんな仕事をしていますか。
　事務局の業務は多岐に渡ります。一番メイ
ンになっているのは広報部門です。週 1 回ブ
ログは更新します。これはホームページの正面
ページですから、最新情報が皆様にご覧いただ
けるようにしています。月 1 回メルマガを配
信しています。これはエッジのイベントや関連
記事を中心に、編集し、毎月 10 日前後の日程
です。ときどき、号外を配信します。2013 年
6 月で 161 回になります。メルマガは無料で、
送信希望の方はホームページよりお申込みでき
ます。4 ヶ月に１度、ニュースレターを発行し
ています。その期間のエッジ活動報告書で、今
回からカラー版で、12 ページになります。エッ
ジの正会員、賛助会員、法人会員の皆さまには
毎回、お送りいたします。過去のニュースレター
はホームページからご覧になれます。インター
ネットラジオ「DX ステーション」は音声によ
りエッジの活動を報告する媒体です。主に DX
会、キッズ＆ティーンズクラブ、就労事業、成
人ディスレクシア本人インタビュー等を録音、
編集し、番組として配信しています。配信は不
定期です。

３なにが得意ですか。
　自分のペースで、定期的な作業を続けること
です。藤堂会長は外へ出て、外交的な仕事をす
るのに向いています。私は逆に、事務所に居て、
広報や日常雑務をしているほうが楽です。動と
静がうまくかち合ったわけです。

４今までどんなことをしてきましたか。
　英語学校アシスタント、シェアハウス寮長、
日本語講師、塾 ･ 予備校講師、教材編集をして
きました。普通の会社員の営業やディスクワー
クは余りしてきませんでした。

５これから、どんなことをしたいですか。
　エッジに来たときの最初の夢は大人のフ
リースクールを作ることでした。これは DX
会で実現しました。過去 8 年、二ヶ月に 1 度、
48 回続いてきましたが、これを次の世代に引
き継ぐことです。それから一番後発でありま
すが、綿々と 6 年続くインターネットラジオ
を再構築したいと思って
います。ディスレクシア
をまったく知らない人々
に聴いて、楽しめる番組
制作になることを目標に
しています。

表紙の絵と柴田さんのイラストは
DX 会メンバー村松洋一さんです。



「DX な日々」上映会と NPO EDGE 講演会
　3/15（金）、武蔵野スイングホールで、参
加者 110 名で行われました。映画上映の後、
藤堂栄子会長によるディスレクシアのメカニ
ズムについての講演がありました。音と文字
がうまく結びつかないことにより、ディスレ
クシアの人々は困難を持っています。数字の
間違いも頻繁に起こり、生年月日、開催日時、
訪問予定など、わかっていながら、間違って
記述することがあります。普段の生活ではな
んとなく通じてしまいますが、ときどき事故
につながることも起こります。ディスレクシ
アといっても個人差が大きいので、その困難
なところは微妙に違います。職場で働く同僚
も、ディスレクシアの人々の特性をよく理解
して、活用することが大切です。後半は砂長

美んさんがメークアップをしながら、質問に
答えるトークショーを行いました。モデルの
女性をきれいにする作業の中で、雑談風に進
めました。会場からの質問に、英語のスペル
を書いて憶えられない場合、ipad などのタ
ブロイド端末を使うことをアドバイスしまし
た。会場からの質
問 に 答 え な が ら、
約 １ 時 間 で、 モ
デ ル の 女 性 を き
れ い に し ま し た。
読 み 書 き は 苦 手
で も 美 ん さ ん の
才 能 が 発 揮 で き
た瞬間でした。
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出版 ･ マスコミ情報

毎日小学生新聞より



　5/8、慶応義塾大学の日吉校舎で、商学部、
中島隆信教授の「障害者雇用の現状と今後の方
向性」の講義に映画出演者がゲストとして、招
かれました。授業の前半、ドキュメンタリー映
画「DX な日々～美んちゃんの場合」が上映さ
れた後、質疑応答が行われました。映画監督の
谷光章氏、NPO 法人エッジ会長の藤堂栄子氏、
事務局の柴田章弘氏、砂長美ん氏が教壇に上が
り、中島教授と学生から質問を受けました。藤
堂氏と柴田氏が学生時代に受けた合理的配慮を
例題に、ディスレクシアの人々のつまずきを説
明しました。
　「ディスレクシアという障害が有りながら、
苦手を克服して、どうしたら明るく生きられる
か」という質問が印象的でした。砂長氏は「障
害を暗く考えず、明るく振舞う」、藤堂氏は「欠
点を悪く考えず、嫌なことは忘れ、前向きに生
きる」、柴田は「できないことは初めから、明

らかにして、引き受けない」とそれぞれ当事者
としての考え方を語りました。真摯に講義を聴
いている学生の皆さんの姿は感動的でした。お
勉強が得意な慶大生に、ディスレクシアの人々
の生き難さが伝わったでしょうか。短い時間な
がら、力一杯、ディスレクシアを啓発してきま
した。
　　　　　　　　　　　　　　　　柴田　章弘

ディスレクシアについて、どんな感想を受けましたか？

○普段は普通に生活できる。しかし、文字を読む、書き表すなどある一つの部分において障害
　があるという人がいると知り率直に驚いた。

○ディスレクシアは映画を観るまで知りませんでした。身近にこう言う人がいても気づかない
　と思った。不自由を乗り越えていく強さに感銘した。

○就職の時、ディスレクシアをかかえる方々は苦労しているという印象を受けた。また、短所
　を直すのではなく、長所を伸ばすという発想に共感した。 

社会の中で発達障害を含めた障害者と共に快適に生活して行くために、どうしたら良いですか？

○障害者のための採用枠を充実させて、受け入れる側の意識も変えていかなければならない。
　全面的に受け入れないと障害者もさらけ出して生きてゆくことはできないだろう。

○教育の場でディスレクシアの人が入学試験や授業の定期試験を受ける際、漢字をなくした問
　題用紙、あるいは読み書きを使わない口頭での試験を取り入れる。 

○個性を活かした仕事ができるような制度が必要だ。１人サポート（書類仕事役）がついて、
　一緒に仕事をしたら、うまくいくと思う。
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上映会（慶応・日吉校舎）

中島教授を囲んで
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ＢＥＡＭ　音声教材の可能性

【協賛企業 ･ 団体】

　■ 日本財団
　■ 東京南ロータリークラブ
　■ NTT ドコモ

　ディスレクシアに対する合理的な配慮として、色付きのフィルターを付け
るなどと並んで、読み上げるということがあります。また、読み上げること
により、読解も進むことが以前の文部化科学省から委託された事業の中で検
証されています。

ＢＥＡＭ (Bright, EDGE, Audio, Material) と名付けました。まずは使ってみてください。

http://www.npo-edge.jp/work/audio-materials/

　　　　　は
下記の方々の協賛をいただき運営しています。
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　佐賀県武雄市で、来年度から小中学生全員
にタブレット端末を無料で配布するそうです。
ディスレクシアの生徒にとって、教科書を読ん
だり、黒板の文字をノートに書き写したりする
学生生活は地獄の苦しみでした。クラスの大半
と同じスピードに合わせるのがたいへんで、疲
れていました。書くことに集中していると、教
師の話はわからないし、話を聞いていると、書
けませんでした。わからないから周りを見回し
て、キョロキョロしました。劣等生のレッテル
を貼られても仕方がありませんでした。せめて、
自分のペースで学習できたら、少しは学校が楽
しくなったはずでした。タブレット端末が使え
れば、教室での奮闘は緩和されます。
　成人ディスレクシアの仲間の多くが、スマホ
か、タブレット端末を生活の一部にしています。
音声機能を使えば、書く手間が省けます。カレ

ンダー機能を使えば、予定を忘れることが少な
くなりました。写真を撮影して、記憶の悪い面
を補っています。書いたり、読んだり、記憶し
たりする労力が大幅に改善できます。タブレッ
ト端末を使う方法を小中学生から学ぶことは悪
くはありません。
　　　　　　　　　　　　事務局　柴田　章弘
　
　　　　　　　　　　　　　

読みの他にもこんなことが苦手、克服法①
発達性協調運動障害
　DX 会の仲間の多くが、だれでもできる
お遊戯、スキップ、ラジオ体操などが苦手で、
幼稚園～高校まで、さらし者にされた経験
を共通に持っています。これは大真面目に、
周囲の人々の真似をするのですが、なかな
か身体で覚えられませんでした。スポーツ、
ゲーム、音楽などのルールがなかなか覚え
られず、夢中になってプレイした経験が余
りありません。これは一見悪いことのよう
ですが、パチンコ、競輪、競馬、株式投資
などのギャンブル依存症にはなりません。
一長一短があります。それではどうしたら
いいでしょうか。外見上、ごく普通に見え
るので、できないとふざけているように思
われます。ビデオで音楽やスポーツを実演

している人々の動画を撮影して、それを見
て、練習するにしても、限度があります。
複雑な身体の動きは苦手でも、単純な運動、

「歩く」「走る」「飛ぶ」ならできます。本
人たちは身体がスムーズに動かないことを
自覚しているので、無理な運動をしません。
そのため、大きなけがをしないという長所
があります。その分、自分の能力を長く活
かすことができるのですから、発達性協調
運動障害とうまく共存したほうが得策です。
　　　　　　　　　　　　　　 柴田　章弘

ディスレクシアとタブレット端末



企業セミナー
　3/11、港区障害保健福祉センターで行わ
れました。前半は中小企業が発達障害の社員
を雇い、戦力化した鈴田浩二氏の事例取材を
してきた前田氏が解説しました。その後、藤
堂会長、事務局の柴田氏、DX 会の村松氏が
発達障害の当事者の就労事例紹介を行いまし
た。後半は参加者を４つのグループに分け、
必ず１人当事者を入れました。各自が社長に
なって「発達障害をつかいこなす職場づくり
のためできること」を話し合いました。第１
グループは職場における発達障害当事者の働
きやすい職場を作る条件を話し合いました。
得意な面が生かせる仕事を重視し、苦手な面
は職場で共有します。第 2 グループは発達
障害者の個性を重視し、1 人でじっくり働け
る場所を確保します。仕事は 2 人以上でシェ
アして、苦手な面の支援を忘れない。第 3
グループは具体的に発達障害をコンビニでど

のように使うかを話し合いました。コンビニ
は店舗で働くだけが仕事ではありません。本
人の特技を生かせるのは新商品の開発と宣伝
をする仕事が相応しいことがわかりました。
第 4 グループは発達障害の当事者をどう使
うかを考えました。単純でも多少変化のある
仕事を探し、ルーティンワークを見つけ、仕
事を探しました。宣伝広報が相応しそうです。
参加者の方々が発達障害当事者に歩みより、
理解しようとする姿勢がよくわかりました。

　3/25、NTT 芝ビルで、連合港区労働組
合の皆様に、発達障害についての講演を行
いました。前半は NPO 法人 EDGE の藤堂
栄子会長から発達障害全般の話をしました。
日本では発達障害ということばは有っても、
理解はされているわけではありません。職
場の中を見回すと思い当る人々も働いてい
ます。昔から周囲に同様な人間が居り、周
囲でなんとなく受け入れ、一緒に生活して
きました。本当は身近な存在なのです。と
ころが最近、マニュアル化社会が進み、規
則通りに業務できない社員をパワハラで追
い込み、うつ病になり、休職したり、退職
したりしています。発達障害の特性がわかっ
ていれば、防げたことです。後半は一般社

団法人ペガサスの木村志義氏が現在の障害
者雇用について話をしました。身体障害、
知的障害、精神障害があり、法定雇用率が
2%になることから企業も雇用を増やさなけ
ればなりません。発達障害は精神障害の中
に入り、ここが誤解されやすい点です。精
神障害と併せ持っている人も居れば、純粋
な発達障害だけの人も居る。枠があるから
雇うのではなく、発達障害のある人の能力
を認めて雇用されることが理想です。お互
いに歩み寄る合理的配慮の必要性を共感す
るセミナーでした。
　　　　　　　　　　 事務局　柴田　章弘

企業セミナー
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①

②



— � —

第 47 回 DX 会報告

　第 47 回 DX 会は４月 7 日（日）、横浜 ･ 菊
名のペガサスで、男 9 人、女 3 人で行われま
した。顔ぶれを見て、イントロお絵描きのレ
ベルを上げました。お題は「ここ一ヶ月のな
くし物、忘れ物」でした。参加者は思い思い
にクレヨンを走らせ、15 分ぐらいで、出来上
がりました。なくし物「ボールペン、傘、買
い物袋、耳掻き」忘れ物「傘、サイフ、腕時計、
スマートフォン、マフラー、コート、パスモ」
など続々出てきました。参加者の 1 人が 100
均ショップで買った色セロファンを持ってき
て、書類の上に載せてみました。すると読み
やすくなります。ある人は「黄色」、他の人は

「青色」だったりして、1 人ひとり違います。
休憩後、二つのグループを作り、ワークショッ

プをすることになりました。今回の題は、「職
場でどんな支援を受けたら嬉しいか」で、意
見交換を始めました。A 組は「名札をつける、
書類の文字を大きく少なめ、飲み会を多くす
る、電話は 2 分以内、ファックスとメールを
多用化、長期雇用、昼寝の時間、1 人完結制
作業」。B 組は「会議は短時間に、足湯会議、
休憩時間のフレックス制、名刺に写真を掲載、
パーテーションで静かな環境、給料出来高制」
などアイデアがどん
ど ん 出 て き ま し た。
しばらくぶりに白熱
したワークショップ
が行われました。
　　       柴田　章弘

合理的な配慮をしないことも差別？

　ディスレクシアにとってはそれだけでは障
害者手帳を取得するのは至難の業ですが、国会
に提出された障害者差別解消法案では「合理的
な配慮をしないことも差別である」と謳ってい
ます。発達障害の人も対象であると明記されて
いることと、この「合理的な配慮をしないこと
も差別である」ということはディスレクシアの
人たちには大きな意味があります。

　学校や入試での配慮（すでに大学でも一部
行われています）に始まり、色々な機関での
サービス、就労においても規定があるとない
とでは大違いです。雇用についてはすでにあ
る法律が厳しいものですが、なかなかディス
レクシアへの配慮までは現場ではいっていま
せん。大いに期待するところです。

藤堂栄子

第 48 回 DX 会

　第 48 回 DX 会は 6 月 9 日（日）、東京 ･ 井
の頭自然文化園で、男７人、女 7 人で行われ
ました。園内の童心居という茶室に移動して、
ワークショップを行いました。三つのチーム
を作り、「ゆるくないキャラ」を絵に描いてい
くワークショップでした。園内の動物を観て

回って、それをヒントに参加者で、意見交換
をしながら、考えました。「遊具のキャラ」「カ
ピパラのキャラ」「人の悲しみを食べる謎の生
物キャラ」ができました。作品発表は笑いを
誘う、楽しいものでした。



LSA 英語講座

　エッジよりエンパワメントを受け「養成
講座」をスタートして４年目になりまし
た。名古屋市に「支援員」の制度がない中
での実施でしたが、翌年、「発達障害対応
支援員」の制度が発足しました。初年度
は 16 名の配置で、今期は 48 名の増員に
なりました。養成講座も順調に７期目を終
え 255 名の方が修了されました。支援員
の制度が発足する前から、養成講座の第１
期の修了生を支援員として受け入れてくだ
さった植田東小学校は、現在も、市の制度
とは別に７～８名の修了生を受け入れてお
り養成機関の役割を担っています。養成講
座の中では、「学校見学会と校長先生の講
義」を担当してくださっています。また、
今期より各学期に１回の割で 「スキルアッ
プセミナー」を催すことになりました。養
成講座の講師の先生方が順番にお一人ずつ
スーパーヴァイザーとして入られます。少
しずつですが前進しています。毎年、その
成果を日本 LD 学会の自主シンポで発表を

しており、藤堂様と樋口先生には毎回ご臨
席を賜っております。エッジのエンパワメ
ントに心から感謝をしております。エッジ
の益々のご発展をお祈りします。　
　　　　　　　　　　　　　　吉田やすえ

2013 年秋期　
特別支援教育支援員（学習支援員）養成講座
https://sites.google.com/site/kodomosien/
NPO 法人子ども支援室カシオペア・ディスレクシア協会名古屋
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　3/25、港区立障害保健福祉センターで、港区学習支援員 ( ＬＳＡ ) フォローアップセミナーで「英語を
苦手とする子への指導～高等学校編～」の題で行われました。講師は群馬県立太田フレックス高等学校の齋
藤理一郎先生でした。 およそ 20 名の学習支援員を対象に、講義とワークショップが行なわれました。内
容は以下のようなものでした。

１．教室でのディスレクシアへの気づき 
２．高校生の「つづりエラー」の現状 
３．読み書きに困難がある子たちの困り感を体験 (ワークショップ ) 
４．高校生の現状 
５．公教育に求められる「特別支援教育」 
６．高校での課題と授業の狙い 
７．授業の味見 (ワークショップ ) 
８．これからの「高校英語教育」に求められること
 
　英語の授業がなぜ嫌いになるかを考えさせるワークでした。疑問質問は途中でも受けつけながら、「参加
者巻き込み型」で進められたので、LSA の受講生がリラックスしている様子が伝わってきました。パワー
ポイントを使って、映像でディスレクシアの高校生が陥る困難さを体験しました。学生時代の英語の授業時
間に受けたプレッシャーを思い出し、新鮮な気持ちになりました。ただ、書いて暗記させるだけの英語の授
業は拷問です。終始ワキアイアイの楽しいセミナーでした。

この文章を一分間で写せますか
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　ＬＳＡ養成講座はこれまで東京港区におけ
る独自の取り組みに始まり、名古屋、明石、
川越、宮崎へ広がり、現在では北は帯広、北
見から南は宮崎までを星槎教育研究所と共催
して、星槎大学エクステンションセンターの
協力を得て民間資格を取得できる講座を開催
しています。
　一校当たり一名は配置できるような予算
も「特別支援教育支援員」として確保され
ており、講座修了者がつくことによって、
環境整備や配慮、支援が適切にできるよう
になることで児童生徒の状態が格段に改善
しております。

　本講座は発達障害への支援、特に通常学級
にいる児童生徒が生き生きと教室の中で活動
できるよう支援できる人の養成を目的として
います。修了者はＬＳＡとして各地の教育委
員会に雇用され活動している方たちをはじめ、
ＬＳＡとして働いた後さらに勉強して教員免
許を取得し教員になったり、心理職の勉強を
して専門職に就いたりする人もいます。

　内容は約 10 日間、50 時間をかけて基本的
な知識から、当事者たちから学ぶ理解、そし
ていろいろな手法も含め実践的かつ具体的な
支援の方法を学びます。

LSA(Learning Support Assistant) 養成講座 2013

第 13 回発達性ディスレクシア研究会
　学習障害の中でも、読み書きに困難のある発達性ディスレクシアの研究と支援に専門的に
関わる人を対象とする研究発表と情報交換の研究会です。
2013 年７月 6 日（土）～７月７日（日）
場所：広島国際大学広島キャンパス　３階
主催　発達性ディスレクシア研究会　　http://square.umin.ac.jp/dyslexia/

一般社団法人日本 LD学会　第 22 回大会（横浜）
テーマ：多用なニーズへの挑戦 — たて糸とよこ糸で織りなす新たな教育の創造 —
日程：2013 年 10 月 12 日（土）～ 14 日（月 ･ 祝日）
会場：パシフィコ横浜（横浜国際会議場）　http://www.jald.or.jp/jald_annual_congress_001.html
エッジではＢＥＡＭ（音声教材）についてと手帳を持たない発達障害への就労支援について
自主シンポジウムで参加する予定です。

東京会場（葛飾　翼学院）のスケジュールが決まりました
北見には 7 月 19 日～ 21 日、宮崎には 8 月 23 日～ 25 日にまいります。
http://seisa.ed.jp/npo/support/img/2013LSA_tsubasa.pdf 発達障害への気づき・理解・支援
（DVD 受講）、当事者の話を聞く、ライフステージによる対応、合理的配慮（TV 会議 9・16）、関わ
り方（TV 会議 10・27）、認知特性に応じた支援、問題行動の理解と対応（TV 会議 12・23）
他に学校見学、ロールプレイング・ケース検討・修了式など以外は一日のみの受講も可能です。
申し込み・問い合わせ
星槎教育研究所　TEL：03-5225-6245　Mail: tokyo@seisa.ed.jp

イベント情報
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本誌はディスレクシアの方々がわかりやすく読みやすい丸ゴシック・12級以上の書体を使用しております。
アポーグループのご寄付でニュースレターは印刷しました。

寄付・会員募集

最近の活動記録（2013/4 ～ 7）

4月
　2日
　7日
 11 日

5 月
 14 日
 18 日
 21 日～ 29 日

6 月

   1 日
　9日
 17 日
 19 日
 22 日
 27 日

7 月

   6 日～　 7 日 
 14 日
 19 日～ 21 日
 31 日

発達障害啓発週間・自閉症啓発デイ参加
第 47回DX会＠ペガサス
インドネシアディスレクシア協会エッジ訪問

理事会
LSA講座　葛飾開講
シンガポール、インドネシア訪問

横浜「DXな日々」上映
第 48回DX会
文科省（音声）BEAM報告
講演（主催：スイッチの会）
沼津　講演
文科省 BEAM
第 13回発達性ディスレクシア研究会　
講演　小金井市
LSA講座　北見
講演　狛江市

JDDnet 年次大会・体験博 予告
大会委員長　藤堂栄子
日時：2013 年 11月 30日（土）、12月１日（日）
場所：東洋大学（白山）

エッジの活動は皆様のご寄附・協賛で賄っています。
特に多くのディスレクシアの児童生徒に役立つＢＥＡＭ ( 音声教材）、多くの方たちにディス
レクシアのことを知っていただくための啓発活動はご協力を必要としています。ご協力あり
がとうございます。

どなたでも
賛助会員　一口 3,000 円から
 
ご 寄 附   おいくらでもけっこうです。
　
ご 購 入  マッケンジー・ソープ氏カレンダー 2014 年版　1,050 円
　　　 　マッケンジー・ソープ氏絵葉書　　　　　　　　1,050 円

振 込 先   銀行　三菱東京 UFJ 銀行六本木支店　
　　　　　普通　1339190
　　　　　特定非営利活動法人エッジ

　　　　　郵便振替口座　00190―2―86061
　　　　　NPO EDGE


