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２０２１年 ５月発行 

２６号 

 私たちの生活は、昨年度来、緊急事態宣言の発令や外出自粛要請、営業自粛要請を受け、大きな変化

が訪れたと思います。失ったものも多かったかもしれませんが、with コロナだからこそ得られたものも決し

て少なくないのではないでしょうか。昨年度の流行語大賞を上げるとすれば「3 密」「ソーシャルディスタン

ス」「アベノマスク」「鬼滅の刃」（ちなみに今年度は「るろうに剣心」でしょうか。）などだと思います。 

 そんな中だからこそ得られた、気づけたと思う事も多くあったかと思います。直接会えないからこそ、SNS

での友だちとの会話の大切さや、医者や看護師さんのありがたさ、「日常」が当たり前ではない事への気

づき、家族の協力の重要性と人と人との繋がりの重要性等々人との繋がりの大切さや、従来とは全く異な

る価値観を持つことができたのかとも思います。しかし、新型コロナウイルスそして変異型と感染拡大はとど

まることなく拡がりを見せ、暗い話題が多いのも事実ですが、本質的に大切なものを改めて考える良い機

会ともいえるような気がしています。ワクチンの提供が開始された中でも感染防止対策を徹底することを忘

れないようにしましょう。当面続くことが予想されますが、今年度も皆様に新しい形での面談、研修会、会議  

等々を提供しながら、この状況を乗り越えていこうとスタッフ一同気を引き締めていま

す。そして、みなさまにとってウィッシュが心のよりどころとなる事を願っています。 

 

センター長 石橋美恵子 

YUI
ユ イ

 

 望゜～ぽう～ 

ウィッシュでは、幼児期・学童期から思春期のお子様の発達に関する困りごとに対して、医療

との連携や診断前の支援を適切かつ迅速に行うために、別室として「YUI」を設けました。お子

さんの状態や様子についてお話をうかがった上で検査や観察などをさせていただき、その後の

支援や相談先を一緒に考えます。お気軽にご相談ください。 

＊相談されたい場合は、ウィッシュの連絡先にお願いいたします。 

＊連絡・相談の際、診断の有無などの条件はありません。 

 

島根県東部発達障害者支援センター ウィッシュ  相談室 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●日程●● 

《松江会場》 いきいきプラザ 2F 相談室 

松江市東津田町 1741-3 

《安来会場》 安来中央交流センター 相談室 

安来市安来町 896-1 

小児科 石井尚吾医師 13:30 開始（2 件） ６月３０日 精神科 （医師・開催日調整中）年 2回の予定（1回 2件） 

※詳細についてはお問い合わせください 小児科 長谷川有紀医師 13:30 開始（2 件） １０月２９日 

精神科 藤本晶彦医師   

年５回 13:30開始（2 件） 

５月 1８日 《出雲会場》 出雲保健所 相談室 

出雲市塩冶町 223-1 
7月２０日 

9月２１日 

11月１６日 小児科 木村正彦医師 
年２回 水曜日 15:30開始（2件） 

７月１４日 

1月 18日 １２月８日 

《雲南会場》 雲南市役所 2F 相談室 

雲南市木次町里方 521-1 

小児科 渡辺浩医師 

年２回 木曜日 13::30開始（2件） 

９月１６日 

2月３日 

小児科 長谷川有紀医師 13:30 開始（2 件） ６月 4日 小児科 長谷川有紀医師 13:30 開始（2 件） 11月１２日 

小児科 瀬島斉医師 
年 4 回 火曜日 13:30開始（2件） 

７月 13日 

精神科 長濱道治医師 
年４回 水曜日 13:30 開始（２件） 

6月 2日 

１０月５日 9月 1日 

12月 7日 12月 1日 

1月 11日 2月 2日 

精神科 長濱道治医師 
年 2 回 水曜日 13:30 開始（２件） 

8月４日 《隠岐会場》 

島前（場所調整中）・島後（隠岐集合庁舎） 

※詳細についてはお問い合わせください 
１月２６日 

《奥出雲会場》奥出雲町役場仁多庁舎 相談室 

奥出雲町三成 358-1 

小児科 石井尚吾医師  

年３回 時間件数未定 

7月 7日 

9月２日 

小児科 瀬島斉医師 

年 2 回 火曜 13:30 開始（2 件） 

9月 7日 
10月２１日 

精神科 長濱道治医師 

水曜日 14:00開始 年 2 回（２件） 
8月３０日 

2月８日 

★発達障がいに関して医療的なお悩みをもつ、ご本人、ご家族や支援者の方々にご利用いただけます。 

（診断また投薬はできません）。 

★医療にかかっていない方を優先させていただきます。 

★予約制です。相談前に、スタッフとの面談が必要です。 

★時間は１時間程度で、料金は無料です。 

★相談後、発達障がいに関する支援が必要であれば、引き続きウィッシュでお話をうかがいます。 

★コロナで変更等あれば、ホームページ上でお知らせ致します。 

 

 

 

 

ウィッシュ 医師定期相談 ～医師を招いての相談会～ 



 

 

発達障がい基礎講座 

日 時：2021年 5月 30日（日）9：30～16：50 

講 師：①乳幼児期     いしいクリニック院長 石井 尚吾氏 

    ②学齢期     島根県立出雲養護学校校長 福島 美菜子氏 

    ③青年・成人期  島根障害者職業センター所長 岡田 雅人氏 

会 場：島根県民会館 大会議室（松江市殿町 158） 

対 象：発達障がい児・者の支援者、ご本人、ご家族等 

内 容：発達障がいに関する基本的な知識等を学ぶ研修会です。ライフステージごとに講義中心の 

講座を開催します。全講座への参加はもちろん、各講座を選択しての参加も可能です。 

 

 発達障がい児・者支援者研修会 

日 時：2021年 6月 27日（日） 9：30～15：30※予定 

講 師：川崎医療福祉大学准教授 諏訪 利明氏 

会 場：飯南町保健福祉センター（飯南町頓原 2064） 

対 象：発達障がいのある方に関わる支援者の方 等 

内 容：発達障がいのある方への支援方法を学ぶ研修会です。午前中は講義を中心に、午後からは演 

習も実施する予定です。発達障がいの特性理解と発達障がいの特性に合わせた具体的な支援 

方法について学べる内容を予定しています。 

 

ソーシャルスキルトレーニング（SST）の知識と技法を学ぶセミナー 

日 時：2021年 8月 7日（土） 9：30～15：30※予定 

講 師：香川大学教育学部教授 坂井 聡 氏 

会 場：島根県民会館 大会議室（松江市殿町 158） 

対 象：発達障がいのある思春期の方に関わる教職員、福祉・医療機関等で発達障がいのある方へソーシ 

ャルスキルトレーニングを実践されている方、または実践予定の方 等 

内 容：ソーシャルスキルトレーニングの知識や技法とその考え方を引用した支援の方法について 

学ぶ研修会です。コミュニケーションスキルを獲得し、活用するための具体的な実践事例や 

支援ツール等について学べる内容を予定しています。 

 

研修のご案内 



学習障がい（LD）の支援を学ぶセミナー 

日 時：2021年 8月 28日（土） 9：30～16：00※予定 

講 師：広島県廿日市市教育委員会 山田 充 氏 

会 場：出雲市高松コミュニティセンター（出雲市松寄下町 761-1） 

対 象：学習障がい（LD）のある学齢期の方に関わる教職員、福祉・医療関係等で LDのある方の支援を 

支援を実践されている方、または実践予定の方 等 

  内 容：学習障がい（LD）の方への支援の方法を学ぶ研修会です。特性に対応したサポートやツール 

の活用方法等、具体的な実践について学べる内容を予定しています。 

 

早期支援体制づくり研修 

日 時：2021年 10月 8日（金） 13：30～16：00※予定 

講 師：島根県立大学 松江キャンパス教授 園山 繁樹 氏 

会 場：出雲合同庁舎（出雲市大津町 1139） 

対 象：保健師、保育士、幼稚園教諭、早期の支援に関わる方 等 

内 容：乳幼児期のお子さんに対する発達支援を学ぶ研修会です。 

 

発達障がい支援フォーラム 2021  

 日 時：2021年 12月 19日（日）9：30～15：30※予定 

 講 師：独立行政法人特別支援教育総合研究所  

発達障害教育推進センター上席総括研究員（兼）センター長 笹森 洋樹氏 

 会 場：平田文化館 プラタナスホール（出雲市平田町 2112-1） 

 対 象：島根県内にお住まいの方 

 内 容：発達障がいの理解を促進するための啓発フォーラムです。午前は基調講演、午後は当事者の 

方やペアレントメンタ―数名を交えてシンポジウムを開催します。 

    

 

 

●●●  島根県東部発達障害者支援センター ウィッシュ  ●●● 

【松江相談所】いきいきプラザしまね２F    【出雲相談所】出雲合同庁舎１F／出雲保健所１F 

【安来相談室】安来市健康福祉センター（広瀬保健センター）     【雲南相談室】雲南市役所２F 

【隠岐相談室】隠岐の島町加茂 

【本部】社会福祉法人 親和会 さざなみ学園 

  ☎ 050-3387-8699 ／ 📠 050-3730-9745 ／ ✉ wish@sazanami-g.jp 

HPは、こちら 

開催時間、講師、内容、会場等につきましては、感染症対策やその他諸事情により、中止・または変更（Zoom 等

を使ったオンライン）となる場合があります。変更等が生じた場合は、ホームページ等で随時お知らせいたします。 


