議案第１号 平成２２年度活動報告
（１）
（２）

平成２２年度活動期間 平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日
ＮＰＯ法人えじそんくらぶ会員数 １，３１０名（平成２３年３月３１日現在）
会員分布：正会員：３８０名 ・ 準会員：９３０名

事業名

北海道大学
ペアトレの共同研究
ADHDに
関する研究

脳科学研究
ADHD等のある子と
その家族支援研究
アンケート協力
会報誌作成
ＨＰ作成

ADHDに
関する情報
収集・提供

講演会・フォーラム

研修・関係団体との連携
ADHDに
関する
啓発事業

実施内容

事業内容

ADHD関係書籍発行・販売

定例会

カウンセリング

テレビ会議システムを利用した市町村発達支援センターへの遠隔支援
（ペアレントサポートプログラム）
日本医科大学・北海道大学との共同研究（継続）
ストレスマネジメント・インストラクター養成・リーフレット作成
厚生労働省 発達障害の懇談会（勉強会）参加
ＪＤＤネット理事勉強会
北海道大学・AERA with KIDS編集部・ＪＤＤネット 他
カラフルライフ６回発行（ＨＰで一部公開）
情報更新・震災時の支援等
4 月 3 日「世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間記念公講演会」ＪＤＤネット埼玉
（埼玉県さいたま市）
4 月 4 日「発達障害を巡る最新動向とこれからの課題」ＪＤＤネット
（東京都港区・ニッショーホール）
5 月 22 日「品川裕香氏、高山恵子の対談」
（東京都豊島区）
12 月 5 日「ＪＤＤネット第６回年次大会」
（兵庫県神戸市・神戸国際会議場）
2 月 13 日「青年期・成人期の ADHD の理解と支援」
（埼玉県入間市）
2 月 19 日「青年期・成人期の ADHD の理解と支援」
（神奈川県川崎市）
2 月 20 日「青年期・成人期の ADHD の理解と支援」
（奈良県北葛城郡）
ＪＤＤネット理事会他参加（別紙）
書籍・リーフレットの販売
・ふれあい囲碁：７回 延べ８３名（埼玉県入間市他）
6 月 19 日・7 月 17 日・9 月 18 日・10 月 16 日・11 月 20 日・1 月 15 日・2 月 12 日
・懇親会：４回 延べ２１名（埼玉県入間市）
4 月 17 日･7 月 17 日･9 月 18 日･2 月 12 日
カウンセリング４５名（面談３４名・電話１１名）

専門家・ボランティアの育成 小冊子等の進呈・玉川大学での授業・社会事業大学研修生受け入れ・その他ボランティア育成

ADHDに関わる
人々の
支援事業
支援者養成
教材開発・販売

ボランティア・就労支援

・タイムタイマー、ちょこっとチャットの販売
・ふれあい囲碁７の開発・販売
・Ｊ＆Ｊ寄付金事業 (平成 21 年度)：発達障害のある子と親の支援講座ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成
4 月 18 日「親子で科学遊び実験」(埼玉県入間市）
・Ｊ＆Ｊ寄付金事業 (平成 22 年度)：発達障害のある子の親と支援者の支援
～ストレスマネジメントを中心に～
｢ストレスマネジメント講座～心が楽になるコミュニケーションのコツ｣ 7 ヶ所
① 9 月 22 日・9 月 29 日・10 月 13 日・10 月 23 日（神奈川県川崎市）
② 10 月 2 日・10 月 30 日 11 月 23 日・12 月 12 日（長野県長野市）
③ 10 月 16 日・11 月 20 日・12 月 18 日・1 月 15 日（埼玉県入間市）
④ 11 月 17 日・12 月 15 日・1 月 12 日・2 月 26 日（北海道札幌市）
⑤ 1 月 26 日・3 月 26 日（沖縄県那覇市）
⑥ 1 月 24 日・2 月 21 日・3 月 7 日（三重県津市他）
⑦ 3 月 2 日・3 月 23 日（東京都豊島区）
・リーフレット「みんなのためのストレスマネジメント３つのヒント」２万部発行
日々輝学園作業トレーニング６回 延べ３３名（5/28・6/1・10/1・11/30・12/1・1/28）
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平成２２年度 会議、取材等
日付

活動内容

2010年4月4日
2010年4月8日
2010年4月16日
2010年4月20日
2010年4月21日
2010年4月24日
2010年5月6日
2010年5月7日
2010年5月13日
2010年5月17日
2010年5月21日
2010年5月25日
2010年5月28日
2010年6月1日
2010年6月4日
2010年6月13日
2010年6月14日
2010年6月15日
2010年6月17日
2010年6月20日
2010年6月22日
2010年6月24日
2010年7月8日
2010年7月13日
2010年7月17日
2010年7月20日
2010年7月22日
2010年7月23日
2010年7月24日
2010年7月31日
2010年8月11日
2010年8月26日
2010年8月31日
2010年9月17日
2010年9月17日
2010年9月23日
2010年10月9日～11日
2010年10月20日
2010年10月21日
2010年10月28日
2010年11月20日～21日
2010年10月27日
2010年11月30日
2010年11月30日
2010年12月3日
2010年12月5日
2010年12月8日
2010年12月16日
2011年1月19日
2011年1月26日
2011年2月2日
2011年2月10日
2011年2月17日

日本ＡＤＨＤ学会（東京大学）
日本社会事業大学研修生 面談
NHK番組審議会
北海道大学こども発達臨床研究センター 会議
札幌市相談室『ぽらりす』 会議
第17回JDDネット理事会
第1回所沢市特別支援教育専門家チーム委員会
平成22年度事業ストレスマネジメント会議
第8回発達障害懇談会（厚生労働省）
北海道大学こども発達臨床研究センター 打ち合わせ
NHK番組審議会
安田泰敏九段 会議
平成22年度第１回発達障害者施策検討会（厚生労働省）
こっこクラブ 取材
学研 打ち合わせ
第18回JDDネット理事会
札幌「いーよ」定例会
北海道高機能広汎性発達障害親の会「ドンマイの会」 打ち合わせ
学研 取材
東京医科大学 会議
ぶどう社 会議
テイジン未来スタジオ 見学
厚生労働省 面談
ふれあい囲碁 会議（中国）
第1回入間市健康福祉センター福祉部門登録団体連絡会会議
札幌「いーよ」会議
全盲連 面談
NHK番組審議会
AERA with kids 取材
明治安田こころの健康財団 懇親会
三重県立小児療育センターあすなろ学園 打ち合わせ
札幌市相談室『ぽらりす』 打ち合わせ
発達障害者関係者会議（日本財団）
厚生労働省 面談
NHK番組審議会
第20回 JDDネット理事会
日本LD学会 第19回大会
ドラッグマガジン取材
JDDネット勉強会
日本財団 会議
JDDネット体験博覧会
奈良ポップコーン10周年記念講演会
世界自閉症啓発デー 第3回実行委員会
入間市教育委員会 会議
所沢市専門家チーム委員会 打ち合わせ
JDDネット第6回年次大会、JDDネット親睦会
発達障害懇談会（厚生労働省）
NHK番組出演 打ち合わせ
発達障害懇談会（厚生労働省）
JDDネット理事会
JDDネット会議
厚生労働省 会議
第１０回所沢市特別支援教育専門家チーム委員会
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2011年3月10日
2011年3月29日

文科省特別支援教育ネットワーク推進委員会(第8回）
障がい者政策ＰＴ･難病対策ＷＴ合同会議
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