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　ディスレクシアの就労には支援が必要であるこ
とは実感していた。訪問したアクセス･トゥ･ワー
クはすべての障害者の相談、職業訓練、就職を扱
う役所だった。発達障害のような見かけは軽い障
害にも手厚い支援があることが羨ましかった。苦
手なところを助けてくれる個人サポーターを週何
回か派遣してくれる制度はすばらしい。例えば、
銀行や役所で手続きをするとき、どうして良いか
わからなくなり、役所と職場を往復した。もし、「少
しでも手続きの方法を知っている人が側に居てく
れたら」と思い、涙を流したこともある。今回の
研修をアレンジしてくれた成人ディスレクシア協
会のドナルド・シュロス氏に若い男性サポーター
がついていた。後で聞くと、ドナルドさんの個人
サポーターだった。� （柴田）
　8月 28日から 30日までの 3日間、英国で学
習障害の就労支援について、行政、障害者団体、
教育、民間コンサルタント、企業団体など、様々
な立場の方々から学ぶ機会に恵まれた。欧米での
障害者支援に関するポジティブな評価は何となく

見聞きはしていたが、実際に現地で聞いた内容は、
それをはるかに超えるものであった。簡単にいう
と合理性と柔軟性に富んだものであり、また「多
様性」に関して、無理に理論づけているものでは
なく、自然に血肉の一部として文化に浸透してい
るということを実感した。今回得たネットワーク
や情報、知見を整理発展させながら、実際に今後
の日本の制度改正などに効果的な影響を与えてい
きたい。� （木村）
　８月末に、発達障害就労研修で３日間ロンドン
を訪問しました。
　現地で、マックに入った時のことです。通常ト
イレが閉鎖されていたので、車いす用に入ったの

Vol.30
2012.10.25Report from the EDGEReport from the EDGE

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ず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。

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ず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。

P1　　DX 就労研修報告（ロンドン）
P2　　Personal Story「工夫で乗り切る」：N さん
P3　　最近の活動紹介／報告書と書籍の紹介
P4　　英語の会（10 月 13 日～）／ワークショップの

案内／フィンランドー自由と責任
P5　　30 号特集（写真で振り返る NPO 法人エッジ）

エッジの事務所変遷「青山→六本木→浜松町→
東新橋→芝」

P6　　愛をはこぶ人キャンペーン + 英語塾／ 2012 年
11 月のソープ氏来日日程

P7　　LSA（学習支援員）の変遷
P8　　DX 会（成人ディスレクシア当事者会）の変遷
P9　　JDDNET 第８回年次会／美んちゃん、NHK テ

レビに登場／ディスレクシア当事者が iPhone を
使ってみたら

P10　キッズ＆ティーンズクラブ報告「テーブルトーク・
ロールプレイングゲーム体験講座」／探検遠足

P11　第 43 回 DX 会 報 告 ／ コラム「50000 件 と
40000 件に到達」

P12　2013 年度カレンダー発売開始（11 月 1 日）／引っ
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ですが、用を足して外にでると、近くの女性が
「Oh�No」と顔を覆い、紳士からは指を指されて
説教を受ける事態に…（何を言っているのか解り
ませんでしたが、とにかく怒ってました）。恐らく、
車いすの方の権利を守るために、私に説教したの
でしょう。権利と義務を守る、英国人の気質を垣
間見ました。
　この気質は就労の場面でも同じ。英国では、一

人の障がい者が働くのに必要な援助（例えば交通費
補助など）は、期限なく続けるそうです。合理的な
配慮の国、イギリス、勉強になりました！� （前田）
　英国側の受け入れはADO（成人ディスレクシ
ア協会）会長ドナルド・シュロス氏。日本側の調
整はわたくしが行いましたが、お互いディスレク
シアな上に英語での通信なので、行き違いもあり
ました。一番はWAM（福祉医療機構）の助成
金でいくという説明の中の厚生労働省をドナルド
氏は厚生労働大臣が来ると思い違いし、何回言っ
ても大臣が来ると関係各所に触れ回り混乱しま
した。慌てず、騒がず機転とフットワークの良
さ、工夫を重ね最終的には実のある研修になりま
した。そんな私たちに半ば呆れながらも、丁寧に
10ヶ所以上の方たちが対応してくれました。懐
が深いなぁー。� （藤堂）
　WAM（福祉医療機構）の助成金で参りました。
（藤堂栄子 ･柴田章弘 ･木村志義 ･前田　豊）

「工夫で乗り切る」 Nさん
Personal Story
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　 どんな仕事をされていますか。
　製薬関係の事務職をしています。学術的なことを扱っ
ています。私は文字に色が見える共感覚があるので、
それを使って仕事をしています。

　 得意なことを教えてください。
　人と違うことをするのが好きで、頭の中で新しいこ
とを考えているのが得意です。お菓子作りが趣味で、
味を作るときも、レシピ通りで作るのではなく、頭の
中で行程を映像化させて、材料をそろえます。９歳の
ときにオランダから帰国したのですが、先生に教わる
のではなく、自分で工夫する勉強の仕方を教わり、そ
のやり方を学校時代から今に至るまでずっと続けてい
ました。苦手な科目もどうしたら、できるかを考えま
した。これといって苦手な科目は体育以外、ありませ
んでした。化学式なども共感覚の色で覚えました。

　 DX会にはいつごろから参加されましたか。
　2010年10月のワークショップからです。あそこで、
iPhone に実際触ってみて、使い勝手がよかったので、
3週間後に買いました。マニュアルを読むのは苦手な
ので、手で触れて覚えました。ディスレクシアの当事
者に使いやすい工夫を教えてくれたのが、役に立ちま
した。

　 ディスレクシアな人々と接して、
　 どんな印象を持たれましたか。
　オランダの小学校に居た時には同級生にもディスレ
クシアの子が居ましたし、クラスでディスレクシアに
ついてディスカッションしたこともありました。勉強
で苦労していましたし、自分もそうかなと思ったので
すが、外国人だから違うだろうと言われました。DX会
に出て、自分が感じていたことはやっぱり当たってい
て、これが私にとっての普通なんだなと実感しました。

　 今後、NPO法人エッジ及び
　 DX会に期待することはなんですか。
　ディスレクシアだけ解決したら、うまくいくわけで
はなくて、それ以外にももっと難しい問題にぶつかる
ことだってあります。とかく日本では、障害があると、
いい面をひたすら前面に出さなければなりません。そ
れは相当なプレッシャーとなりますし、どこか不自然
です。私はたまたま力を発揮しましたが、何もディス
レクシアだから何かにずば抜けていなければならない
ということはなくて、そのままの自分を認めてあげる
のも大切だと思います。ディスレクシアは工夫しだい
で何とかなる部分もたくさんあります。これからもエッ
ジは自然体で居られる場所であって欲しいものです。
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LSA（学習支援員）制度の各地への普及
地域性を活かしたナチュラルサポートを目指して

（2009年 ～ 2011年）

特定非営利活動法人エッジ
2012年 3月
日本財団助成金事業
http://blog.canpan.info/npoedge/img/LSAE58
8B6E5BAA6E381AEE699AEE58F8A9-11.pdf

DX型　ディスレクシアな僕の人生

　「DX型�ディスレクシアな僕の人生」が、全国
学校図書館協議会の選定図書に選ばれました。
　小・中・高・大学の教員、図書館研究者、学識
経験者の方々が学校図書館に適した図書を選定す
るものです。選定図書は「学校図書館速報版」で
発表され、各学校図書館はこれを参考にして購入
する図書を決めています。
お問合せは事務局へ

  10月 6 ～ 8 日 LD学会＠仙台
  10月13日 英語の会開講
  10月20日 富山（講師）
  10月21日 LSA講座(富山)
  10月23日 教材音声化実行委員会
  10月27日 さいたま市図書館（講師）（P.4 参照）
  10月28日 小平市鈴木小学校（講師）／第44回DX会
  10月29日 国際文理（WS講師）
  11月 1 日 児童精神学会（講師）
  11月 3 日 LSA講座（葛飾）　
  11月 4 日 建築ワークショップ（キッズ&ティーンズクラブ）
  11月 9 日 WAM啓発セミナー（企業向け）
  11月13 ～14日 WAMコーディネーター研修

  11月15 ～16日 八丈島（講師）
  11月17日 山口県周防市（講師）
  11月18日 山口市（講師）
  11月23日 LSA講座（全国）/ SFCフォーラム（講師）
  11月26日 ソープ氏来日（12月3日まで）（P.6 参照）
  12月 1  ～ 2 日 JDDNET年次大会＠福島
  12月 1  ～ 2 日 ソープ氏　WS、展示会、チャリティーイベント
  12月12日 港区発達障害研修会
  12月14日 和光市（講師）
  12月15 ～ 16日 島根発達障害支援フォーラム（講師）
  12月22日 LSA講座（川崎）
  12月24日 LSA講座（宮崎）
  12月26日 キッズ＆ティーンズクリスマス会

最近の活動紹介

報告書と書籍の紹介

報告書 書　籍

著者／藤堂高直　　　株式会社　主婦の友社
2011年12月 9日　　定価 1470円
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　10月 13 日からディスレクシアの小学校 5年
生、６年生を対象として英語の基礎コースを開講
します。12月までの土曜日午前10回でワンクー
ルです。以前、駐日英国公使夫人のアンジェラさ
んがいろいろな感覚を使ってやってくださってい
たことを体系立てて、知らないうちに英語が楽し
くなる講座です。

　フィンランドへ教育視察に通訳として同行し
た。デイケア（幼保一体）、小学校２校を見学し、
大学で３つ講座を受け、世界遺産もたっぷり楽し
んだ。
　同国はOECDの調査で学力が高い国として注
目を浴びているがその秘訣を垣間見ることが出来
た。教員の質の高さ、国民の教育に対する信頼、
ゆとり、多様性に対して適切な対応、学校間の格
差が非常に少ないなどが挙げられていた。私の観
察では随所に教師の負担を軽減して教育の専門家
として専念できる環境も整っていた。また、小さ
い時から自分の活動を選択していくことや、記憶
するのではなく考えて表現していくことなども参
考になった。もちろん、国民性、歴史や規模など
の違いがあり日本にすぐにそのまま活かせるもの
ではないが、特別支援教育についてはヒントが随
分あった。

　小学校入学時は 40％程度の児童に何らかの支
援が付き、その後３年生くらいになると 20％位
に支援がつく。その時点で通常学級の中で支援を
受けていくのか、それとも特別支援学級に入るの
かを選択。特別支援学級でも学年の同じカリキュ
ラムを行っていくので、メインストリームに戻れ
るときは戻ることが可能である。
　日々の宿題もなく、学校の雰囲気も大変穏やか
で伸びやかな印象を受けて帰国した。

（文責：藤堂）

英語が楽しくなる英語の会開講

キッズ＆ティーンズクラブワークショップ「自分の住みたい小屋を創る」

フィンランド-自由と責任

時　間　10：30〜 12：00
費　用　教材費一回一人 1000円��
場　所　NPO法人エッジ事務所
講　師　木下智子さん

http://blog.livedoor.jp/npo_edge/archives/51798644.html

講　師　藤堂高直氏
日　時　11月 4日　10：00〜 15：00
費　用　1人　2000円
場　所　港区ヒューマンぷらざ竹芝ホール
対　象　小学 4年から中学 3年まで
申　込　事務局へ10月31日までにお申込下さい。
　ディスレクシアの建築家（シンガポール在住）
一時帰国中に講座、ワークショップ、講師をいた
します。

来日中の活動

10 月 27 日　さいたま市図書館で当事者として「本
とディスレクシアについて」

10 月 28 日　小平市鈴木小学校「ディスレクシアへ
の支援」

10 月 29 日　国際文理高等学校「建築ワークショップ」
11 月  １  日　児童精神学会にてシンポジスト
11 月  3  日　LSA講座（翼学院）当事者として
11 月  4 日　キッズ＆ティーンズクラブ「建築ワー

クショップ」

http://blog.livedoor.jp/npo_edge/archives/51796374.html

職員室
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NL30号記念
写 真 企 画

写真で振り返る
NPO法人エッジ

青山一丁目事務所〈大富外苑コープ７階〉
（2001 年 10 月～ 2002 年 7 月）

会長宅 40 ㎡に家族 3 人、犬一匹、会社の
事務所と同居

六本木事務所〈旧三河台中学校４階〉
（2002 年 7月～2006 年９月）

港区との協働で約 30 の NPO が教室を活用して同居

浜松町事務所〈村瀬ビル 3 階〉
（2006 年 9 月～ 2011 年 9 月）

4 つの団体が 35 ㎡に同居

東新橋事務所〈中銀新橋マンシオン 2 階〉
（2011年 9 月～ 2012 年 9 月）

やっと独立したのもつかのま、一年で転居

芝公園事務所〈第 2 佐山ビル４階〉
（2012 年 9月～）

ワンフロアを使っての New office
さあ！ いっそう活動をするぞ！

事務所の変遷
1
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愛をはこぶ人キャンペーンと英語塾
2

　11月27日から12月2日まで各所で展覧会及びワークショッ
プ、トークショーがあります。ソープ氏にはEDGEの活動に賛
同して絵画の売上などの一部をご寄付いただいています。今年
は福島における復興支援とディスレクシアの児童生徒のための
英語塾及び教材作成に当てさせていただきます。
11月27日　�お台場 :ホテルグランパシフィックLE�DAIBAにて

チャリティー･パーティ
11月29日　�お台場 :ホテルグランパシフィックLE�DAIBAにて

テイー･パーティー
11月23日〜27日

絵画展 :エスパル福島　ネクストホール�
11月27日〜12月25日

�絵画展:お台場·ホテルグランパシフィックLE�DAIBA
12月��1��日　福島県南相馬市訪問、トークとワークショップ

�福島大学のJDDNET体験博にてトークとワークショップ
12月��2��日　福島市にてワークショップとレセプション
協力：江夏画廊
カレンダーの案内は P12をご覧下さい。

ディスレクシアの画家であるマッケンジー・ソープ氏来日決定
2012年11月のソープ氏来日日程

ソープ氏と子どもたちのワークショップ
（2006年10月28日）

英語塾夏の懇親会（英国大使館宿舎）
（2006 年 7月15日）

ホテルオークラでのサイン会
（2006年10月28日）

英国大使館でのレセプション
（2006年10月27日）
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LSA（学習支援員）の変遷
3

教室風景（まずは英国で学びました）

セント･セバスチャン小学校で活躍しているLSA が見本に
（2005年 3月）

第一回 LSA 養成講座（2005年 8月）
今では講座修了者 300 名、港区のローカルライセンスです

港区立子ども家庭支援センター
（2005 年 10 月～ 2011 年 9 月）

２階の個別支援室が港区との協働で進みました
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DX会の変遷（東京で２番目に古い成人当事者の会）
4

ワークショップの結果はイラストと絵

ADOから多くを学びました（柴田とドナルド氏）
（2005 年 7 月 27 日）

DX 会の会場表示

自己紹介はお絵描きで、参加者が自分の作品を提示（第21回 DX 会から）
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　9月 24日 ( 月 )、18：10 からのNHK徳島の
テレビニュースにドキュメンタリー映画「DXな
日々〜美ちゃんの場合」の主人公砂長美んさん
が登場しました。ついにここまで来ました。9月
22 日（土）、徳島で行われた発達障がい啓発イ

　携帯電話は使うのは得意ではありません。10
年ぐらい前、携帯電話を持っていましたが、か
かってきても、受信のボタンの押し方が理解でき
ず、連絡をとれませんでした。又間違った電話番
号を登録しており、半年ぐらい連絡をとれない人
がいたりして、信頼をなくしてしまいました。そ
んな機械音痴の私に iPhone4S が使えるかどう
か、今回トライアルしてみました。マニュアルを
読むよりも、手で触れて、覚えていきました。特
に音声認識はよく、かなりの精度で反応してくれ
ます。ホームページ検索、メモ帳はもうキーボー
ド入力はほとんどしません。使い始めて一ヶ月で、
文字入力をするよりも、音声入力のほうが楽にな
りました。キーボード入力は各キーが小さいので、
しばしば目的の隣を押してしまいます。IDやパ

スワードの入力に何度も失敗するのは携帯電話の
ときと同じです。しかし、カメラ機能はすばらし
く、デジカメと同じレベルの画像を簡単に撮影で
きます。下手に文章
を書くよりも画像で
知らせたほうがよく
わかるので、写真撮
影の機会が増えまし
た。iPhone4S の音声
機能と画像機能は成
人ディスレクシア当
事者には大きな支援
になることがわかり
ました。
� （文責：柴田）

美んちゃんNHK徳島のテレビ番組に登場

ディスレクシア当事者がiPhoneを使ってみたら

ベント「四つ葉プロジェクト　自主映画上映会」
で訪問した際に取材を受け、実現しました。少し
でも多くの人々にディスレクシアの理解が広がる
ことを期待しています。ますます元気な美んちゃ
んとユーロデリを応援してください。

体験博覧会 2012
● 12月 1日（土）
● 15：15〜 17：15
　  「マッケンジー・ソープ氏　ワークショップ（自

分の心を知る）」

定　員 10 名
対　象 10 歳から 14歳の発達障害の生徒
参加費 2,000 円

第 8回年次大会
● 12月 2日（日）
● 10：00〜 16：00

場　所 福島大学
大会テーマ �「かわるもの、かわらないもの
　　　　　　　　　 ～これからの発達障害～」
※ �NPO法人エッジでは「発達障害といじめを考える」のセッショ
ンを企画しています。時間は 15：10〜 16：40です。

一般社団法人日本発達障害ネットワーク（JDDNET）

自主上映も受付中　http://www.dxnahibi.com/

米国映画監督「映画作りで救われた」　スピルバーグ氏、ディスレクシアを公表

http://jddnet.jp/
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　7月 22日（日）、DX会　キッズ＆ティーンズ
クラブ　ワークショップは男子高校生２名、男子
中学生２名で「テーブルトーク・ロールプレイン
グゲーム体験講座」（講師：加藤浩平氏）を行い
ました。このテーブルトーク ･ロールプレイング
ゲームはパソコンを使わず、サイコロ、鉛筆、紙
を使い、４名の参加者がお互いの話合いで、物
語を作り上げていきます。そして今回のワーク
ショップの講師で、ゲームマスター (ゲームの進
行役 )の加藤さんがゲームの状況説明をしながら
進行していきました。このゲームに登場するキャ
ラクター（戦士、盗賊、魔法使い、僧侶）になり
きりました。サイコロの目によって、物語がまっ
たく違う展開になります。キャラクターの役割に
よって、できることと、できないことがあります。
ドラゴンに会って戦うときも、それぞれ、逃げた
り、戦ったり、祈ったりします。行動の結果に関

　キッズ＆ティーンズクラブとDX会の合同探検
遠足は 9月 23 日（日）、11：00 から東京都港
区の国立科学博物館付属自然教育園で行われまし
た。参加者は親子 3組と大人 3人の合計 9人で
した。前日からの大雨で中止も考えたのですが、
ホームページを見ると自然観察会は実施でした。
教育管理棟の建物の中で、園内で見られる自然と
昆虫を担当の男性から説明を受け、勉強になりま

探検遠足

してはルールに従って、サイコロで判定します。
例えば、戦士のキャラクターがドラゴンを倒した
くても、サイコロの目が悪いと倒せません。村人
から要請で妖怪退治と宝探しをして戻ってきたと
ころで、話は終わりました。ゲームには勝ち負け
はありません。終了後にお互いにメールアドレス
を交換している姿は感動的でした。

（文責：柴田）

した。初めにドングリで作った笛を鳴らしたり、
セミの抜け殻を仕分けするワークショップを行っ
たり、ビデオを見たりしました。アブラゼミ、ミ
ンミンゼミの違いはよくわかりませんでした。
　約一時間の勉強会が終わり、ドシャブリの雨で
したが、園内を散歩しました。建物を出ると、目
の前に観察するはずのジョロウグモのきれいな巣
がありました。雨に濡れてはいましたが、馬蹄の
ような形で、巣を張っていました。説明を思い出
しながら、実物を確かめました。先週、来たとき、
干上がっていた池がこの雨で、増水して一杯に
なっている様子を見て、自然の変化に感動しまし
た。雨の中、園内を散策する人々はチラホラ居て、
都心で自然に触れると元気が出ることを実感しま
した。この次は雨のときはどうするか、考えてお
かなければなりません。日曜日の午前中、本当に
探検遠足になってしまいました。�（文責：柴田）

テーブルトーク・ロールプレイングゲーム体験講座

DX会　キッズ＆ティーンズクラブDX会　キッズ＆ティーンズクラブ
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50000件と40000件に到達

　第 43 回 DX 会は 8 月 12 日（日）、障害保
健センターの会議室で、男 6人、女４人で行
われました。前半はキッズ＆ティーンズクラブ
と交流ワークショップを行いました。二組の親
子（お母さん、小学生の男子）が参加しました。
全員で「夏の食べ物、飲み物」をクレヨンで描
きました。お絵描きをしてリラックスした後、
大人と子どもで「しりとり」ゲームをしました。
どちらが子どもか、よくわからなくなるぐらい
夢中になりました。
　後半は第 43回DX会を行いました。イント
ロのお絵描き自己紹介の題は「怖いもの」でし
た。人それぞれ、怖いものが微妙に違います。

この後二組に分け、ワークショップ「アイデア
合戦」を行いました。「人口が減ったらどんな
いいことがあるか」組は「就職が楽になる」「交
通渋滞が緩和される」「障害者への理解が高ま
る」など、前向きな意見が出てきました。「自
然とは何か？」組は人為的な自然を取り上げ、
管理の重要性を述べました。「東京にある多く
の自然があること」を発見し、都市計画に話が
移っていきました。自分たちの頭で考え、アイ
デアを出し合って、お互いに意見交換をするこ
とに心地良さを感じるようになりました。8年
目の成果でした。

（文責：柴田）

　６月、エッジのブログが 50000 件のアクセスを超えました。およそ６年間、活動情報を掲
載してきました。最初の１年はホームページと連動せず、十分、情報が伝えられませんでした。
ブログは簡単に更新できますので、メルマガ、ニュースレター、インターネットラジオ、LSA
講座、各種イベント、販売物などは最新のものを掲載しています。２月にホームページを大幅
改定しました。その際にブログに掲載されている記事タイトルが５件ずつ、新しいもの順にホー
ムページのフロントを飾るようになり、アクセスもだんだん増えてきました。
　同月、もう一つの音声ブログ「DXステーション」は４年で、アクセスが40000件に達しました。
講演会やイベントなどの様子を収録して、放送しています。ディスレクシア啓発を目的に制作
していますので、継続しないと意味がありません。リスナーの負担にならないように、番組の
長さも４分以内にしています。今年は月２回ずつ更新しています。まだまだ微力で、たいして
影響力があるわけではありません。継続は力なりで、少しでも多くの人々にディスレクシアな
人々の生きざまが伝わることを願っています。

第43回���DX会報告

● http://www.npo-edge.jp�（ホームページ）   ● http://www.voiceblog.jp/dx_station/（音声ブログ）
● facebook は「特定非営利活動法人エッジ　NPO EDGE」で検索して下さい。
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2013 年度カレンダー販売開始（11月1日）
イギリスのベストセラーアーティストでありディスレクシアの啓発に協力をいただいているマッケン
ジー・ソープのカレンダーを本年も NPO 法人エッジからお届けします。売り上げの一部をディスレクシ
アの啓発と支援に充てさせていただきます。

発行部数 2000 部限定発売
　　　　　卓上版　A6版　

価　　格 1000円(税込、送料別)

「部数、ご氏名、ご住所、ご連絡先メール」
を記載して、お申込み下さい。名入れが必
要な方はご相談下さい。（有料）名入れには
時間がかかりますのでお早めに。10 冊以
上の割引はご相談下さい。

お 渡 し 11 月初旬以降
発　　売 NPO 法人エッジ

協　　力 マッケンジー･ソープ氏、江夏画廊、
 アポーグループ、株式会社トーダン

F A X 03－6435－2209
メ ー ル dxheart@npo-edge.jp

先行予約受付中

新　住　所：〒105︲0014　港区芝 3︲6︲5　第 2佐山ビル 4F
新電話番号：03︲6435︲0402（代表）／ 0702（相談用）
　　　　　　　03︲6435︲2205（個別支援室）
新ＦＡＸ番号：03︲6435︲2209
交通の案内：JR田町駅　浜松町駅　徒歩 10〜 12分

三田線　芝公園駅　A2出口�徒歩１分
都バス　都 06　渋谷〜新橋間
　　　　芝園橋下車　徒歩３〜４分

ローソン 郵便局

セレスティンホテル
戸板女子短大

住友芝公園ビル
NTT 三田ビル

芝公園

都営三田線
芝公園駅

首都高速

セレスティンホテル
戸板女子短大

住友芝公園ビル
NTT 三田ビル

芝公園

首都高速

NPO EDGE&個別支援室

ご寄付、ありがとうございました。
古屋 文男さん
「カレンダー」の印刷に使わせていただきます。アポーグループはNPO法人エッジを支援しています。

フィランソロピー協会
「ホームページ」の改訂に使わせていただきます。

寄　付

御　礼

引っ越しました。NPO�EDGE＆個別支援室


