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法人の目的

n発達に課題のある子どもの自立*と社会参加

n保護者・支援者の交流・情報交換・ノウハウ

n社会の受け入れの促進
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*「自立」とは、「他の援助を受けずに自分の力で身を立てること」の意味であるが、福祉分野では、人権意識の高まりやノー
マライゼーションの思想の普及を背景として、「自己決定に基づいて主体的な生活を営むこと」、「障害を持っていてもその
能力を活用して社会活動に参加すること」の意味としても用いられている。（厚生労働省）

NPO法人5-CHAの定款（目的）より
第３条 この法人は、発達障害などコミュニケーションに課題を抱える児童を含む18歳以下の児童に対して、スポーツや文化
活動などを共に行う機会を提供することで、安城市および近隣地域における地域福祉の一層の充実とソーシャル・インクルー
ジョンの醸成に寄与することを目的とする。
また障害児・者を扶養する保護者や家族、支援者と、各種イベントや交流会を通じて交流を行い、障害児・者に対しての理
解の貢献に寄与することを目的とする。
またコミュニケーションに課題を抱えているために社会参加が難しい児・者および受け入れ側の会社・団体に対して、両者
の課題解決をする活動を行い、助け合う社会の醸成と地域活力の増進に寄与することを目的とする。
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設立の経緯

n発達・コミュニケーションに課題がある子
→親：習い事で特性把握、才能発掘、興味促進
→受け入れ先がない（入会を断られるetc.）

nフットサル：2、3人から（2015年9月～）
→15人以上、子どもたち：良い成長・発達
l特長

• 専門家（作業療法士）・経験者（発達障害児の親）
• 「受容」「楽しむ」「仲良く」が基本スタンス
• インクルーシブな環境（健常児＋発達障害児）

nさまざまな講座へ拡張 → NPO法人化
2
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課題と解決策
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課題
(1)軽度発達障害の人たちの抱える問題
u 周りとなじみにくいため、余暇を過ごす場所
が少ない

u 小・中・高と特別支援教育で、いきなり社会
に出る→自信や意欲の欠如、挫折

u 学生時代に通常学級に在籍→他人と違う、生
き辛さ

(2)保護者の問題
u 保護者がいろいろな情報を知らない→当事者
本位の環境が未整備、進路の選択肢の偏り
（教育を任せてしまう→他責的）

u 保護者の固定的価値観による種々の問題

(3)社会の壁の問題
u 障害の人たちへの抵抗→障害に対する理解と
対応（コミュニケーション、環境づくり、機
会の提供）

u 障害者の就労に対する問題

解決
(1)児童に対して
ü 軽度発達障害者でも気軽に安心して参加できる活
動の場を提供することで、余暇・習い事を楽しむ
ことができる

ü 活動を通して成功体験や失敗を克服する体験を積
み重ねることで、自己肯定感・自己効力感を増や
し自信や意欲につなげる

ü 安心した場所で健常者と軽度発達障害者を交えて
活動することで、互いに尊重し合う意識を醸成す
る

(2)保護者に対して
ü 講演会や勉強会を開催し、子供に適した関わり方
や環境づくりをおこなう（親の力を育てる）

ü 保護者同士の交流を通し、教育を見直す
ü 母親だけでなく父親も教育・療育に参加

(3)社会に対して
ü 活動の場を広く提供することで、多くの人たちに
障害児・者と触れ合う機会を通じて、理解を深め
てもらう

ü 労働機会の提供の支援および企業など受け入れる
側の障害への理解を深める活動を通じて、障害の
人たちの社会参加を促す
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事業内容
nスポーツ・文化活動

l 定期：フットサル、ダンス、美術、音楽、
エクササイズ、プログラミング（各講座 月2回）

l 不定期：キャンプ、餅つき、旅行等

n交流活動
l 保護者交流、進路・生活の相談・情報交換、勉強会

n啓発活動
l イベント出展等、地域の人々への啓発企画・実行

n不登校・引きこもり対応
l 地域の諸機関と連携して、児童期の当事者・家庭を支援

n社会参加支援活動
l 職業体験フェスタ「ゴッチャニア」（特別支援級）
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対象 小学生・中学生
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活動の期待効果とモデル
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1. 発達障害児のエンパワーメント（湧活）
・「友だちと仲良くできた」等の経験

→進学・就労時、自己効力感の一助
・習い事を通した技術の習得

→さらに習熟したい場合は、

地域スクールへステップアップ

2. 児童への啓発
・発達障害児・健常児、互いの理解

3. 講師への障害理解の啓発
・発達障害児等の支援を経験

→地域スクールで発達障害児の入会可能

期待効果

モデル
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フットサル

nねらい
足でボールを蹴ってゴールに入れるという
単純なルールで行えるフットサル（少人数
制サッカー）を通じて、ルールの学習や他
の参加者とのコミュニケーションを学ぶ。
ルールを守ることで楽しく参加できること
を体験しプレイ中以外でも指導を受け入れ
られるようになることを期待する。
n内容
ドリブル・パス・シュート練習、ミニゲー
ム、振り返り
n講師
今和博（JOANスポーツクラブ）
n開催日時
木曜日（月2回） 19時～21時
n場所
池浦西公園またはJOANフットサルコネク
ト安城西尾
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ダンス

nねらい
模倣できる時間を経験する。
楽しみながら見本に合わせることを学び、
より高い集中力を発揮することで見本に
近づけたり、上達することで満足が得られ、
普段から集中することが出来るようになる
ことを期待する。
n内容
ウォーミングアップ、ダンス（ステップ練
習、歩行・スキップ・静止、お尻歩き等）、
クールダウン、振り返り
n講師
渥美響子
n開催日時
土曜日（月2回）17時30分～18時30分
n場所
安城市民会館 2F リハーサル室
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美術

nねらい
集中できる時間を経験する。
自分の気持ちや好きなものを投射する機会
を経験し、表現の幅を広げられるようにな
ることを期待する。
n内容
三原色絵の具を用いた図画工作（色画用紙
作り、マーブリング等）、ダンボール工作、
ビッグアート、粘土細工、紙コップアート、
フェルトボール作り等
n講師
内田哲也（彩蓮）
n開催日時
水曜日（月2回） 19時～20時30分
n場所
安城市総合福祉センター 創作軽作業室
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音楽

nねらい
演奏では、他の楽器の音に合わせることを
学び一緒に同じ曲を完成させることの楽し
さを経験する。合唱では、伴奏や他者の歌
に合わせることを学び一緒に同じ歌を完成
させることの楽しさを経験する。
これらにより周りの音や声をよく聞くこと
が必要であると学習できることを期待する。
n内容
課題曲を聴く、楽器（ギター、ベース、ド
ラム、キーボード、打楽器等）を使い課題
曲の演奏、空き箱で楽器作り、替え歌合唱
n講師
及川高志
n開催日時
月曜日（月2回） 19時～20時30分
n場所
コミュニティスペース菜縁
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エクササイズ
nねらい
マットの上で身体を動かしたり、時には
ボールや器具を使ったりしながら、姿勢や
歩き方を改善します。継続して行うことで、
基本的な身体の動かし方を習得・習慣化し、
心身の発達を促します。
・正しい姿勢、歩き方等の習得
・さまざまな運動の土台となる身体作り
・体幹を鍛えることによる体力増強
n内容
ストレッチ、股関節や肩甲骨等の動きづく
り、姿勢・歩行改善、体幹トレーニング、
ダッシュ、目的を持った遊び等
n講師
高木雄規（SUZUKI HEALTH PLANNING）
n開催日時
火曜日（月2回）
・基礎運動クラス 19時～19時50分
・体力向上クラス 20時～20時50分
n場所
安城市総合福祉センター 多目的ホール

10平成30年度安城市市民協働補助金交付対象事業
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プログラミング

nねらい
ブロックを組み合わせていろんな形のロボットを組み
立てて、プログラムで動かします。ロボット同士で競
争したり連携ミッションに挑戦したりして楽しみます。
・ロボットの組み立て：想像力、空間認知能力の向上
・プログラミング：論理的思考力、ITスキルの向上
・活動全般：コミュニケーション力等の向上
n内容
ブロック組み立て、プログラミング、動作確認、応用
プログラム、ロボット同士の競争、複数ロボットでの
連携ミッション等
n講師
伊與田一成（伊與田塾）
n開催日時
日曜日（月2回） 14時～15時30分
n場所
伊與田塾

11平成30年度安城市市民協働補助金交付対象事業
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法人名 5-CHA（ごっちゃ）

n 5つのCHA
lCHALLENGE（挑戦）：課題に立ち向かう
lCHANCE（機会） ：様々な機会を提供
lCHANGE（変化） ：挑戦することで変化
lCHARACTER（特性）：得意を見つける
lCHARITY（思いやり）：多様性の受容

nGotcha!（= I got you !）
わかった！やった！

nごっちゃ：ごちゃまぜ（インクルーシブ・特性・etc…）
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会員募集・寄付のお願い

n賛助会員
l 入会金 なし
l 年会費 一口 5,000円（一口以上）

nスポーツ・文化活動
l 初期費用 5,000円
l 保険 1,000円/年
l 利用料 2,000円/1回

n寄付・寄贈
l 活動資金 及び 活動・事務に必要な機材等

nお問い合わせ
l NPO法人5-CHA 理事長 須場 康貴（すば やすたか）
住所：安城市緑町2-6-10
電話：090-4236-6808
メール：contact@5-cha.org
Web：https://5-cha.org
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nボランティア募集
l 活動サポート
l 活動の写真・動画撮影
l Web更新
l 広報宣伝物作成
l イベント等スタッフ
l 一般事務
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寄付・賛助会員について
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当法人は、安城市の条例指定NPO法人です。

個人が条例指定を受けたNPO法人に寄附をした場合、寄附金額に
応じて個人住民税（市民税）の6％が税額控除されます。

なお賛助会員の年会費も寄付金として受領いたします。
継続的にご支援くださる方は、賛助会員へのご加入をお勧めいたし
ます。

n 対象： 当法人へ寄附された方または当法人賛助会員で、安城市民の方（個人）
n 控除額算出方法：

寄附金から2,000円を引いた額から6%分が控除されます。
(例)10,000円を寄附した場合、市民税から480円控除されます。

10,000円-2,000円×6％＝480円
寄附された方に所得がない(市民税が発生しない)場合や市民税均等割のみの課税の場合は、適用
されません。

n 寄附金税額控除の申告方法：
寄附をした翌年の2月16日から3月15日までに市民税寄附金税額控除申告書に当法人から発行さ
れる寄附金受領証明書を添えて、安城市市民税課へ提出してください。

詳細は安城市のWebサイトをご確認ください。
https://www.city.anjo.aichi.jp/shisei/siminsankatokyodo/siminsanka/kihukinnkoujyo.html
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送迎サービス

nスポーツ・文化活動の各講座では、
送迎サービスを実施中

l 対象：スポーツ・文化活動利用者
l 人数：各講座 3名まで
l 地域：おもに安城市内
l 料金：無料
l 送迎が可能かどうか
まずはお問い合わせください。
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送迎車
寄贈：(公社)愛知県看護協会殿


