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                                                                     222000111888 年年年春春春号号号   
                                                                  神奈川県横浜市中区南仲通 3-30 

                                          特定非営利活動法人 

                                         コーポレートガバナンス協会 
 難病や障がいを持つ子どもや親を支援する 

第第第 111999 回回回北北北川川川奨奨奨励励励賞賞賞   
・平成 30 年 3 月に贈呈式・活動発表会を開催 

・24 都道府県・49 団体の応募から 7 団体が受賞 

  

第 19 回北川奨励賞受賞団体の皆様です。左から 

ライラックの会 長谷川尚見様、日本アラジール症候群の会 吉田幸司様、ハイリハキッズ 中村千

穂様、じゃじゃじゃロケット 宮﨑眞様、コーポレートガバナンス協会 北川淳治理事長、ハッピー・

ハーモニー 篠田秀樹様、京築ダウン症サークル RusH 山下亜希子様、ケセラセラ 水澤幸子様 

 

 

 

 

「第 19 回北川奨励賞贈呈式・活動発表会」について、3 月 28 日(水)14時から東京都千代田区

永田町のアイオス永田町会議室（東京都千代田区永田町 2-17-17）において開催されました。 

 当日は当協会の理事・監事をはじめとしご招待者を含め 19 名が参加しました。 

 また、各受賞団体の活動発表の後、出席者全員で懇談会を開催し、交流を行いました。 
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今年度の北川奨励賞は、平成 29 年 12 月 1 日より当協会のホームページに掲載するととも

に、「全国の都道府県社会福祉協議会や政令指定都市の社会福祉協議会」をはじめ「日本難

病･疾病団体協議会や地域の難病連および各県にある県難病相談支援センター」、さらに日本

財団の CANPANを通じて応募を呼びかけました。今回、北は北海道から南は佐賀県まで全国 24

都道府県から 49団体の応募がありました。 

選考委員会の先生方のご尽力によりその中から 7団体の受賞を決定しました。 

贈呈式時には受賞団体と当協会の理事・監事をはじめこうした活動にご理解のある方をご

招待し各受賞団体からの活動報告の後、参加者全員で懇談会を行い意見の交換を行いました。

さまざまな角度から支援活動に対するご意見など頂き勉強させて頂くとともに大変有意義

な時間を共有することができました。参加されました関係者各位皆様にはご多忙な中、貴

重な御話を頂きまして改めましてお礼を申し上げます。 

また、北川奨励賞の公募告知にご協力頂きました各都道府県や政令都市の社会福祉協議会

や市民活動センターさらに日本難病･疾病団体協議会や地域の難病連および各県にある県難

病相談支援センターなど関係の皆様に、あらためまして感謝申し上げます。 

今回の贈呈団体 7 団体を加え、これまでに北川奨励賞を受賞した団体は延べ 128 団体とな

りました。 

また、今回の受賞にはいたりませんでしたが、二次選考に残った 25団体について、当協会

として他の皆様に対し団体の活動を紹介するとともにご支援を呼び掛けることといたしまし

た。つきましては最後に謹んで掲載させて頂きます。ぜひとも、皆様のご支援・ご援助をお

願い申し上げます。 

 

 

第第 1199 回回北北川川奨奨励励賞賞・・受受賞賞団団体体はは次次のの団団体体でですす。。  

北北海海道道タターーナナーー症症候候群群家家族族会会ラライイララッッククのの会会            ((北北海海道道))  

特特定定非非営営利利活活動動法法人人  自自閉閉症症ススペペククトトララムム個個別別早早期期療療育育室室  

                    じじゃゃじじゃゃじじゃゃロロケケッットト              ((岩岩手手県県))  

高高次次脳脳機機能能障障ががいいのの子子どどももをを持持つつ家家族族のの会会  

ハハイイリリハハキキッッズズ                      ((東東京京都都))      

ケケセセララセセララ                                                                        （（長長野野県県））  

ハハッッピピーー・・ハハーーモモニニ                                                  （（岐岐阜阜県県））  

日日本本アアララジジーールル症症候候群群のの会会                            ((大大阪阪府府))  

京京築築ダダウウンン症症ササーーククルル RRuussHH                                （（福福岡岡県県））  
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■■  受受賞賞団団体体活活動動発発表表会会  
 各受賞団体の皆様より、活動報告が行われました。各団体の紹介とパワーポイントによる報告の一部を掲

載させて頂きます。 

  

                               

 

性性染色体異常で起こる女性だけに見られる病気。2000 人に 1人。特徴は低成長(138 ㎝程度)と二次性

徴がほとんどない。3 歳ごろから低身長がめだつようになり成長ホルモンの自己注射また 12 歳頃から

女性ホルモンの服用開始。北海道に住んでいる本人、親ごさんが交流できる会として活動。茶和会など

の懇親活動、勉強会、広報活動等活動している｡ 

            

  

北海道ターナー症候群家族
ライラックの会

所在地：札幌市
設立： ２０１１年/６月
代表者：間
発表者：長谷川

2018/3/28 1

  

北海道ターナー症候群家族
ライラックの会について

• 代表者 間 千恵

• 発足とその歩み
２０１１年６月 発足

２０１５年１２月 顧問と代表が２代目となり

現在に至る

• 所在地 札幌市

• 会員数 １３家族４３名（2018年現在）

• Webサイト http:/lilac-kai.work
2018/3/28 3

  

ターナー症候群とは
Ｘ染色体の異常により、背の伸びが悪いこと、

女性らしい体つきになりにくいことを特徴とした女
性特有の病気です。治療をしない場合の平均身
長は１３８㎝程度で、卵巣機能が悪いため多くの
場合は子供を産むことは難しいです。また女性ホ
ルモンが少ない為、将来骨粗鬆症や糖尿病にな
るリスクが高いと言われています。主な治療法と
してホルモン注射を投与し身長を伸ばします。思
春期からは、二次性徴を起こし女性らしい体つき
になるよう、徐々に女性ホルモンを補います。

2018/3/28 4   

ライラックの会の活動内容

• 保護者の茶話会

• クリスマス会などの親子交流会

• 会報発行（ｗｅｂ公開）

• 専門医師を招いての勉強会
ターナー症候群はあまり知られていません。成長ホルモン治療は早期発見に

効果がありますし、大人になると女性ホルモン治療や合併症の治療も必要です。
背が小さいことでいじめや対人関係で苦労するケースもあり家族のサポートが
必要です。周知活動、情報収集や定期健診での早期発見を行ってほしいと
思っていますが、なかなか医療看護の分野の皆さんに周知される機会が少な
い状況です。また一組でも多くの患者家族をサポートできればと思っています
が、家族会の周知活動も資金が少ないのでなかなか行えておりません。

2018/3/28 5

 

北海道ターナー症候群家族会 ライラックの会 副代表 長谷川尚見様 
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自閉症スペクトラム児とその保護者に対して訓練プログラムを実施し、療育相談・助言などを行う。この子

どもに対し、就学前児童のコミニュケーション・集団参加等基礎的な能力を育てる療育･相談･研修事業を行

う。 

         

 

       
 

   

特定非営利活動法人自閉症スペクトラム個別早期療育室 

じゃじゃじゃロケット   理事長  宮﨑 眞 様 
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子どもの高次脳機能障害の家族会。9 月の連休に全国の高次脳機能障害を持つ家族が集まりキッズネットワ

ークとして宿泊イベント(家族のほか行政・教育者などが講演に参加)を開催している。 

          

 

   

  
 

  高高次次脳脳機機能能障障害害のの子子どどももをを持持つつ家家族族のの会会  

ハハイイリリハハキキッッズズ              代代表表  中中村村千千穂穂  様様 
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発達障がい児の保護者会。運動の機会が少ないので 2016/11-2017/6 までに 3 回インストラク

ター読んでダンス教室と保護者ランチ会を実施。2017/10から月に 1から 2回「アサカツ」(朝

9時から 10時まで)としてストレッチや楽しく体を動かすレクを開始した。 

     

 

長野県千曲市

姨捨の棚田

あんずの里

    

ケセラセラについて

• 代表者 水澤 幸子

• 発足とその歩み
２０１６年１１月 発足
２０１７年１０月 「アサカツ」開始

• 所在地 長野県千曲市

• 会員数 ３家族 ６名（2017年現在）

• Webサイト https：//hothotnet.jimdo.com

 

 

ケセラセラの活動

活動を続けるうえでの悩み

・・・仲間を増やしていくための工夫

ダンス交流会

アサカツ

会報の発行

   

ケセラセラのこれからの活動～提言

・ 子供たちとその家族を応援するための企画作り

・ 子供たちの将来の選択肢を増やしていく こと 。

～ぷれジョ ブの開始を目指す。

・ 子供や若者の居場所作り

これらの活動が地域の活性化につながり 、 それが

子供たちの未来につながると信じています。

 

 

 

 

    ケケセセララセセララ                                                    代代表表    水水澤澤  幸幸子子  様様  
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障がい児者に配慮された音楽会や絵本のろうどく会を通じて成長や他の家族とのつながり社

会とつながることを目的とする。２０１７年１２月までに２回の音楽会、３回の絵本の朗読会

を開催。 

          

 

ハッピー・ハーモニー

私たちハッピー・ハーモニーは、障がいのある方とその家族が、

気兼ねなく参加できるような『配慮ある余暇』の企画をしています。

そこで大事にしたいのは、『本物・生』という事。

ＣＤでは味わえない、生の演奏を聴く楽しさと喜びを、

是非みんなに体感して欲しいと思います。

当事者、親、教師、支援施設員など、

障がいに関わりのある者が、各々の思いを胸に集まりました。

Happy Harmony 和気あいあいと、一緒になりましょう！

   

配慮ある余暇① 障がい児のための音楽会『キッズ・ジャズ』

2015年12月より４回開催。100名近い参加者が集まって、

歌をうたい、楽器を試し、本物の音と音楽を楽しんでいます。

実力派ジャズミュージシャンによる、配慮あるコンサート

 
配慮ある余暇② 絵本の会 『みんな de えほん』

2017年4月より5回開催。ひとりひとりのお子さんと向き合い

絵本を読み、絵本で遊び、絵本の登場人物を演じています。

プロのアナウンサーによる、絵本の読み合わせ

   

ゆびさきだけで、音楽を楽しむ

中にはストレッチャーで横になったまま参加したお子さんも

そして、ゆびさきだけで音楽を楽しんでいました。

 
 

    ハハッッピピーー･･ハハーーモモニニーー                代代表表      篠篠田田  秀秀樹樹  様 
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 この会は、同じ悩みを持つ患者・家族・支援者と交流・情報交換を行い悩みを軽減し合うこ

とを目的としている。この病気は遺伝性肝内胆汁うっ滞症である。全国で 114 名いる。1/3

の方に肝移植が必要。乳児期から始まる黄疸が主要症状。また、先天性心疾患や腎障害など

が起こる。さらに発幾・発達不全、性腺機能不全、消化管の異常を伴う場合がある。 

        

 

アラジール症候群とは

【 主要症状】
・ 慢性胆汁う っ滞
・ 特異顔貌
・ 心血管系の異常（ 末梢性肺動脈狭窄）
・ 椎骨の異常（ 前方弓癒合不全）
・ 眼科的異常（ 後部胎生環）

その他下記の様な症状を伴う 場合があり ます。
・ 腎障害（ 低形成腎、 腎動脈の異常など）
・ 高コレステロール血症
・ 精神運動発達遅滞
・ 骨の異常

肝内胆管の減少に特徴的な肝外症状を伴う 先天性疾患です。

主要症状 以下の3 つ以上が当てはまれば診断されます。

肝臓移植や腎臓移植、 心肺移植を必要とする場合もあり ます。

    

日本アラジール症候群の会の目的

1 0 万人に1 人の希少難病。
医師にさえまだあまり 知られていない病気、

「 アラジール症候群」

診断が遅れたり 、 類似疾患と間違われて治療を受ける患者様もおられます。

日本アラジール症候群の会では、
医師・ 患者様をはじめ多く の人への周知が必要だと考えています。

患者・ 家族会の周知により 、 患者同士のコミ ュニティ の構築、
患者・ 家族の不安や悩みの払拭、 医師との情報共有による治療法の確立や
福祉制度の確立を目的とし 、 活動をしており ます。

 

2007年 10月 日本アラジール症候群の会設立
11月 当会のチラシを病院に設置開始
12月 当会のチラシを役所に設置開始

2008年 3月 アステラス製薬株式会社より
スターライトパートナー（患者会支援）活動の
支援を頂く事になりました

3月 患者・吉田真翔くんが (関西ローカル放送)

テレビで取り上げられました
10月 第1号 会報発行

2009年 2月 全国の小児科病院へチラシ発送
5月 第2号 会報発行

2010年 3月 北川奨励賞受賞
3月 第3号 会報発行

2011年 2月 リーフレット作製
2012年 2月 全国の小児科病院へリーフレット発送

5月 第4号 会報発行

2017年 7月 第34回日本小児肝臓研究会へ参加
日本アラジール症候群の会のブース設置

12月 朝日新聞に当会の活動を掲載頂きました。

【沿革】

   

提言
1 0 万に1 人の希少難病

患者数が少ない為、 会員数が少なく

マンパワーが足り ず運営資金もないのが課題。

医師にもまだまだ知られておらず、 ちょ っと した

風邪などでも地域の病院では診てもらえない。

不安や悩みは多く あり ます。

しかし 、 難病の辛く 大変な話だけを伝えても

重く 苦し く なってしまう 。

それでは想いは拡がらない！

だから、 子供達に気付かされた多く の幸せを、

楽し く 明るく 伝えていきたい！

難病と向き合う 事は大変だけど、

決して不幸ではないという 事を伝えていきたい！

アラジール Tシャツ

 

 

  日日本本アアララジジーールル症症候候群群のの会会              副副代代表表  吉吉田田  幸幸司司  様様  
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障がいを持つ親の会。動作法という機能訓練について発信しコミニュケーションを図っていく。療育               

キャンプ、講演会、宿泊訓練などを行っている。ダウン症の告知を受けた家族のフォローやお勉強会や

交流会を開催している。 

       

京築ダウン
症サ－クル

RusH
所在地：福岡県行橋市

設立： 2016年11月

代表者：山下 亜希子様

発表者：山下 亜希子様

•Webサイト
•http：//https://ameblo.jp/rush-keichiku-
down-mama/

  

団体の目的

• 福岡県行橋市（京築地区）でﾀﾞｳﾝ症サ－クル
を立ち上げました。

• 京築地区で、ﾀﾞｳﾝ症児(家族)が集まれる場
所を作りたいという思いで活動しています。

• 安心して子供を産み育てられる世の中を目
指して

• 我が子を知り楽しく子育てをしていきたい。

～goin`own ways ☆change tha future～

 
 

団体の活動内容

• 勉強会やワ－クショップやピクニックなど計画してい
ます。

• 産後、告知後間もないご家族へのフォロ－

• 一人ではない事、仲間をいることで子育てに

不安なママさんをフォロ－したい。

・他団体との交流会も計画しています。

   

昨年の２０１６年に初めて開催されたよかウォークは、ダウン症のことをもっ
と多くの人に知ってもらいたい思いで、 ダウン症を持つ子供の親１３家族に
よってスタートしました。実行委員の一人として参加しています。

よかウォ-ク ｗｉｔｈ バディウォ－ク�

 

各団体の代表の皆様、発表ありがとうございました。 

京京築築ダダウウンン症症ササーーククルル RRuussHH    代代表表  山山下下  亜亜希希子子  様様  
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■■北北川川奨奨励励賞賞贈贈呈呈式式のの受受賞賞団団体体・・参参加加者者ととのの懇懇談談会会((おお茶茶会会))のの様様子子  
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■■北北川川奨奨励励賞賞贈贈呈呈式式ににおおいいてて選選考考委委員員会会をを代代表表ししてて挨挨拶拶をを行行っったた大大貫貫選選考考委委員員 

        

■■北北川川奨奨励励賞賞贈贈呈呈式式ににおおいいてて閉閉会会のの挨挨拶拶をを行行っったた西西脇脇選選考考委委員員 
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   ■■当当協協会会ととししてて、、ごご支支援援頂頂ききたたいい団団体体をを下下記記のの通通りり掲掲載載いいたたししまますす。。  
※各団体の連絡先等は当協会にお問合わせ頂ければ、個別にご相談の上応対いたします。 
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■■北北川川奨奨励励賞賞受受賞賞団団体体とと選選考考委委員員のの皆皆様様。。 

  
 

 

■北川奨励賞にご後援頂きました企業・個人は次の皆様です。ありがとうございました。 

 (企業・団体/敬称省略) 

JFEコムサービス株式会社、株式会社京葉、株式会社インフォマージュ、 

ソフトウェアクリエィション株式会社、堤税理士事務所 

(個人/敬称省略) 

小島 裕司・永藤 光雄・朽名 俊彦 

                特定非営利活動法人コーポレートガバナンス協会 
〒231-0006 神奈川県横浜市中区南仲通 3-30 
電話：045-263-6965 fax 045-263-6966 
URL：http//www.teamcg.or.jp  
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