
                          

議案第 1 号 平成 13 年度活動報告 

 

（1）認証報告  平成１４年 1月４日認証 

（2）平成１３年度活動期間 平成１４年１月４日～平成１４年３月３１日 

（3）ＮＰＯ法人えじそんくらぶ会員数  ６１１名（2002 年 3 月 31 日） 

会員分布 正会員:２２０名    準会員:３９１名 

（4）定例会 

開催日 開催場所 内容 

１月１９日（土） 下藤沢オフィス 新年会 

２月２３日（土） 東長崎オフィス 交流分析 

３月 ９日（土） 下藤沢オフィス 米ソーシャルワーカー講演 

 

（5）セミナー等 

開催日 開催場所 内容 

１月２５日（金）                北海道釧路市 講演会 

１月２６日（土） 北海道札幌市 小泉雅彦先生との対談 

２月 ９日（土） 奈良県 ＭＢＴＩカウンセリング講座 

２月２３日（土） 山口県 セミナー・懇談会 

 

（6）ＡＤＨＤ指導者養成講座・ソーシャルスキル・トレーニング・クラス 

    ＳＳＴクラス：１月２７日（日）・２月２４日（日）・３月１７日（日）＜於 下藤沢オフィス＞ 

    ＡＤＨＤ指導者養成講座：３月３０・３１日（土・日）＜於 下藤沢オフィス＞ 

 

（7）取材・外部会議等 

１月 ７日（月） 勝山学園勤務 

９日（水） 新潮社取材 

        １７日（木） 文部科学省作業部会出席 

        ２４日（木） 臨床心理士例会出席 

２月１６日（土） 勝山学園勤務 

        １７日（日） ペアレントトレーニング打ち合わせ 

        １８日（月） 文部科学省作業部会出席 

        ２５日（月） ＮＨＫラジオ取材 

        ２６日（火） ＮＰＯ運営セミナー出席 

        ２７日（水） ＮＰＯ運営セミナー出席 

３月  ４日（月）  文部科学省作業部会出席・ＴＢＳラジオ取材 

        １８日（月）  文部科学省作業部会出席 

        ２０日（水）  国立特殊教育総合研究所会議出席 

           NPO 法人 EDGE 研修会・理事会出席 

 

(8)会報誌『カラフルライフ』発行 

2002 年１月号発行  



                          

議案第 2 号 会員種類の変更の件 

  賛助会員を設定する。 

  賛助会員とは：当法人の活動・趣旨に賛同し、支援する、議決権を持たない個人または団体 

  賛助会員会費 

   年会費 １口 ￥５，０００ （個人：１口以上  団体：５口以上） 

   入会費 なし 

    

議案第 3 号 平成 14 年度活動計画案 

活動方針：ＮＰＯ団体として組織の拡充を図る。各事業内容の充実を図り、研究活動を通してＮＰＯとして

の本来の目的を遂行する。引き続き社会に周知し、連携体制構築のため活動をおこなう。 

 

特定非営利活動に係る事業（２００２年４月１日～２００３年３月３１日） 
                                           

事業名 
事 業 内 容 

実施 
予定 

日時 

実施 
予定 

場所 

従事者 
の予定 

人数 

受益対象者の範囲 
及び予定人数 

支出見 
込み額 

(千円) 

 
ADHDに 

関する研究 
 

児童養護施設との 
共同研究 

 
月１回 

 
千葉県 10人 

児童養護施設にいるADHD児とそ

の療育に関わる職員 120 

養護学校との共同研究 年４回 千葉県 5人 
養護学校にいるADHD児とその療

育に関わる職員 
80 

ADHD児支援研究 月４回 埼玉県 ６人 ADHD児とその家族・教師 640 

文部科学省委嘱研究 随時 
埼玉県 

福岡県他 
10人 ADHD児とその家族・教師 3,000 

 
 
 

ADHDに 
関する情報 
収集・提供 

 
 
 

会報誌発行 ６回 埼玉県 10人 会員とその家族 1800人 2,000 

ＨＰ・MＬ作成 随時 埼玉県他 10人 ＡＤＨＤに関心のある人々 1,000 

指導者養成講座 ６回 埼玉県他 10人 ADHDに関心のある人々 240人 1,500 

ADHDに 
関する 

啓蒙事業 

ADHD関係書籍 

作成・販売 
随時 埼玉県他 10人 ADHDに関心のある人々 4,050 

小セミナー 12回 埼玉県他 5人 ADHDに関心のある人々 240人 600 

ADHDに関

わる人々の

支援事業 

定例会 12回 埼玉県他 5人 
会員及びADHDに関心のある人々

  240人 
300 

コンサルティング 随時 埼玉県他 ３人 
会員及びADHDに関して悩みを 

持っている人々 
400 

専門家・ボランティアの育成 随時 埼玉県他 5人 
会員及びADHDに関して悩みを 

持っている人々 
1,000 

 

 



                          

各行事スケジュール詳細 

開催日 開催場所 内容 備考 

４月１３日（土） 東長崎オフィス 定例会「ペアレント・トレーニング」 開催済 

４月 13･14 日（土・日） 高知県 ＡＤＨＤ指導者養成講座 開催済 

４月 20･21 日（土・日） 北海道札幌市 ＡＤＨＤ指導者養成講座 開催済 

４月２７日（土） 下藤沢オフィス ＳＳＴクラス 開催済 

５月１１日（土） 下藤沢オフィス 第１回ペアレント・トレーニング開始 毎土曜開催（全９回） 

２回以降東長崎 

５月１１日（土） 下藤沢オフィス セミナー「ＡＤＨＤへの対応」  

５月１９日（日） 名古屋市 セミナー「ＡＤＨＤの理解と支援」  

６月１６日（日） 北海道札幌市 ＮＨＫ障害福祉フォーラム ＮＨＫ厚生文化事業団との共催  

６月２２日（土） 未定 対談会「よきサポーターになろう！」  

６月３０日（日） 宮城県仙台市 セミナー「ＡＤＨＤの理解と対応」  

７月 ７日（日） 東京文京区 合同講演会・鼎談（ＥＤＧＥとの共催）  

８月 3･4 日（土・日） 福島県 ＡＤＨＤ指導者養成講座  

９月～（詳細後日決定） 東長崎オフィス（予定） 第２回ペアレント・トレーニング開始 （全９回） 

１１月１６日（土） 奈良県 ＭＢＴＩカウンセリング講座  

その他： 

☆会報誌発行・・・２ヶ月に１回（平成 14 年度は 4（発行済）・６・８・１０・１２・2003 年２月に発行） 

☆定例会・勉強会  奇数月 第１土曜日・・・於：東長崎オフィス または公的機関を利用 

偶数月 第１金曜日午前・・・於：入間オフィス 

☆ＳＳＴクラス・・・２００２年９月～ 毎週土曜日午前中を予定（於：入間オフィス） 

 

 


