
平成 30 年６月 12 日 

医療・福祉・保育・教育関係機関 様 

特別支援にかかわる機関の所属長 様 

特別支援にかかわる担当・支援者 様 

平成３０年度 上伊那圏域連携サポート会議 開催要項 

                                             

               上伊那圏域特別支援教育連携協議会 

会 長 片桐 俊男伊那養護学校長 

副会長 橋枝 英紀校長会特支担当 

  

１ 趣 旨 

  上伊那圏域における特別な支援が必要な子ども（幼保小中高）に関わる関係者が一同に集まり， 

 本圏域における子どもへの支援の現状と課題，関係者相互の連携のあり方等についての共通理解を深め  

支援体制の構築を探るとともに，具体事例や課題に対しての助言やサポートを行う機会とする。 

 

２ 主 催  上伊那圏域特別支援教育連携協議会（H27 年度より発足） ※通称：かみとくれん 

  共 催  伊那市教育委員会（予定）  上伊那圏域地域自立支援協議会  

       上伊那圏域障がい者総合支援ｾﾝﾀｰ「きらりあ」 

       県立こころの医療センター駒ヶ根・伊那中央病院 

３ 期 日  平成３０年 ７月２１日（土） 

４ 会 場  いなっせ・伊那市生涯学習センター ５～７Ｆ 

５ 参加者   特別な支援を必要とする子どもの保育・教育・医療・福祉・行政 等にかかわる者 

６ 日 程     

   『かみとくれんサマースクール』会場：いなっせ 

  登 校    ９：００～          受 付 

朝の学活   ９：２０～ ９：５０        開会式 

   １時間目  １０：００～１０：５０     各分野研修企画（医療・福祉・教育 等） 

  ２時間目  １１：００～１１：５０      ↓ ※別紙イメージ図参照 

  給 食   １１：５０～１３：００     事業所による昼食販売あり：６Ｆホワイエ 

３時間目  １３：００～１３：５０     各分野研修企画（医療・福祉・教育 等） 

４時間目  １４：００～１４：５０      ↓ ※別紙イメージ図参照 

帰の学活  １４：５０～１５：００     閉会式  

 

７ 参加申し込み 

  ・裏面ＦＡＸ用紙またはメールで，下記担当までお願いします。 〆切７月６日（金） 

 

８ その他 

 ・昼 食：ホワイエで福祉事業所による販売があります。 

    ※ホワイエ・各教室等で食べることが可能です。 

  ・駐車場：いなっせ・図書館・セントラルパーク等の駐車

場を利用し、駐車券を受付へお持ちください。 

          （駐車場料金は無料となります） 

 上伊那圏域特別支援教育連携協議会かみとくれん 

 サポート会議「サマースクール」担当  

・全体：渡辺・福島・塩入（伊那養・伊那北小） 

・教育：加藤・竹松・城倉（西箕輪中・辰野西小・東中） 

・医療：近藤・阿部・小平（中央病院・ここ駒・生協病院） 

・福祉：松田・塚平（きらりあ） 

 連絡先：伊那養護学校 地域連携支援室 

  TEL：72-2895（学校）・72-2899（支援室直通） FAX：76-9095 

 

夏だ！ みんなで 学ぼう つながろう 

かみとくれんサマースクール 

※研修会を，楽しい学校!? 形式で 
企画しています。学んでつながる 
機会としてください !!! 
 



かみとくれんサマースクール【講座内容概要】6/12現在

【時間割表】

科目 時間／会場 ホール 501 502 503 701 702 創作室

登校 9:00 全員着席9:20

朝の学活 9:20- 9:50
・予定確認
・各係から連絡
・先生の話

医療① 福祉① 教育① 親の会① 通級① Ｃａｆｅ

医療の子どもたち
への関わり（小学
校就学前後）
◆病院Dr･OT･ST･PT等

いまさら聴けない基本

福祉サービス・き
らりあって何？
◆相談支援専門員

小学校特別支援
教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
の役割と情報発信
◆小学校特コ

ペアレントメンター
のことを知ろう
＆親の会情報
◆親の会事務局

まなびの教室って
なに？　知ろう！
　　　　体験しよう
◆通級担当職員

Ｃａｆｅで語ろう!
アンサンブル
Tea＆Cookie

演奏ＴＫＢ 医療② 福祉② 教育② 親の会① 通級① Ｃａｆｅ

TKBバンド♪
支援会議から発展したバンド
演奏と「思い」を届けます

医療の子どもたち
への関わり（小中
～その後に向けて）
◆病院Dr･OT･ST･PT等

学校卒業後の就
労支援の見通し
について
◆サポマネ松田佳大

中学校特別支援
教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
の役割と情報発信
◆中学校特コ

ペアレントメンター
のことを知ろう
＆親の会情報
◆親の会事務局

まなびの教室って
なに？　知ろう！
　　　　体験しよう
◆通級担当職員

Ｃａｆｅで語ろう!
アンサンブル
Tea＆Cookie

給食 11:50-13:00
Ｃａｆｅで語ろう!
アンサンブル
Tea＆Cookie

教育③ 医療① 福祉① 保育① Ｃａｆｅ

障がいの理解と支援
～教育の視点から～
◆伊那養専門チーム 矢島　悟

医療の子どもたち
への関わり（小学
校就学前後）
◆病院Dr･OT･ST･PT等

いまさら聴けない基本

福祉サービス・き
らりあって何？
◆相談支援専門員

園の特別支援
こどもたちとの関
わりの様子から
◆保育園職員

Ｃａｆｅで語ろう!
アンサンブル
Tea＆Cookie

連携トーク 医療② 福祉② 療育②

「理解と支援」をつなぐ
医療・福祉・保育・教育・親の会・きら
りあ等の連携支援を自由に語ろう！

医療の子どもたち
への関わり（小中
～その後に向けて）
◆病院Dr･OT･ST･PT等

学校卒業後の就
労支援の見通し
について
◆きらりあ就業･生活員

おはようの会＆
おかえりの会を
　体験しよう！
◆小鳩園職員

帰りの学活 14:50-１5:00

4時間目 14:00-14:50

1時間目 10:00-10:50 バンド準備

3時間目 13:00-13:50

2時間目 11:00-11:50

　　　「食べよう！話そう！知り合おう！」
          福祉事業所の昼食販売があります：６Fホワイエ
　　　　　　　※ホワイエ・各教室・カフェで食べることが可能です（大ホール内のみ飲食ができません）

・各会場毎に帰りの会（生活記録ｱﾝｹｰﾄ記入、諸連絡等）

　※｢申し込み欄｣には，白抜き文字の「コマ名」を記入してください。

各分野が企画した授業（研修企画）を学ぶ形になります。参加者が授業を選び、

研修を組み立てます。１教室３０名程ですので、満席の場合は別講座への参加を

お願いします。同じ内容①②が２回組まれる講座もありますので工夫してください。

どの講座に参加しても「学び・つながる」要素があります！



サポート会議 申込み票 ＦＡＸ：７６－９０９５
（Mail：inayo55@nagano-c.ed.jp）
※メール申込みは下記必要事項をメール文面に箇条書きでも構いません。

伊那養護学校 地域連携支援室 宛 （担当：渡辺・福島）

（参加者所属名） （連絡先電話）

【参加者名簿】 ※各研修コマの概数を把握したいので現時点の希望をご記入下さい当日変更ＯＫ（コマ：医療・福祉・教育・通級・Ｃａｆｅ等）

氏 名 役職・役割等 １時間目 ２時間目 給食 会場購入数把握のため ３時間目 ４時間目 備 考

【例】 上伊那 連 特別支援Co 医療① TKBバンド 持参・会場で購入・外食 Cafe 保育② 今のところの希望です

持参・会場で購入・外食

持参・会場で購入・外食

持参・会場で購入・外食

持参・会場で購入・外食

↑現在の予定に○印を

各分野が企画する授業・研修コマの内容に（含めてほしい）希望があればお願いします

各分野コマ名 こんなことを学びたい！ 授業（研修）に含めてほしい項目・内容

７月６日（金）までにお願いします。


