議案第１号 平成２４年度活動報告
（１）

平成２３年度活動期間 平成２４年４月１日 ～ 平成２５年３月３１日

（２）

ＮＰＯ法人えじそんくらぶ会員数 １，２４０名（平成２４年３月３１日現在）
会員分布：正会員：３５３名 ・ 準会員：８８７名

事業名
ＡＤＨＤに
関する研究

実施内容

事業内容
ADHD等のある子と
その家族支援研究

・ＪＤＤネット理事会
・ストレスマネジメント・インストラクター養成
・ストレスマネジメント講座効果測定 ・就労支援
・厚生労働省 発達障害の懇談会（勉強会）参加

・カラフルライフ６回発行（ＨＰで一部公開）
・情報更新
ＨＰ作成
・5 月 26 日「BETTER LIFE PROJECT～ｽﾄﾚｽを減らし QOL を高める～」
（埼玉県入間市）
・6 月 14 日 えじそんくらぶ沖縄の会発足記念講演会「ｶﾗﾌﾙﾗｲﾌの作り方」(沖縄県那覇市)
・7 月 22 日 京都ｸﾛｰﾊﾞｰ設立 10 周年記念講演会｢今、私たちにできること｣(京都府京都市)
・8 月 21 日 「えじそんくらぶ高知ＫＯＳＥＩ」発足記念講演会（高知県高知市）
講演会・フォーラム
・10 月 27 日「テクノロジーの発展が変える発達障害のある人たちの生活と教育」
ＪＤＤネット埼玉（埼玉県さいたま市）
・12 月 2 日「ＪＤＤネット第 8 回年次大会」
（福島県福島市・福島大学）
研修・関係団体との連携 ・ＪＤＤネット理事会他参加（別紙）
・書籍、リーフレットの販売
ADHD関係書籍発行・販売 ・小冊子「ちゃんと見えているかな？改訂版３」 5,000 冊発行
・小冊子「イメージが変わると未来が変わる」2,000 部発行
・懇談会：4 回（6/2・7/14・9/1・1/12） 延べ 109 名（埼玉県入間市）
・講演会： 1 月 12 日 28 名「
『発達が気になる子』の支援」
（埼玉県入間市）
・ベター・ライフ・プロジェクト(ＢＬＰ)講座
定例会
第Ⅰ期：③4 月 14 日 17 名（埼玉県入間市）
第Ⅱ期：①6 月 2 日 ②7 月 14 日 ③9 月 1 日 延べ 81 名（埼玉県入間市）
第Ⅲ期：①10 月 13 日 ②12 月 8 日 延べ 64 名（埼玉県入間市）
・カウンセリング８８名（面談７２名・電話１６名）
カウンセリング
会報誌作成

ＡＤＨＤに
関する情報
収集・提供

ADHDに関する
啓発事業

専門家・ボランティアの育成 ・小冊子等の進呈・その他ボランティア育成

・カードゲーム「ちょこっとチャット（ブルー版）」 1,900個作成
・タイムタイマー、ちょこっとチャット、ふれあい囲碁７の販売
埼玉県受託事業：発達障害児・者親支援事業（ストレス解消！楽しい子育て応援講座）
・｢ストレスマネジメント講座｣ 全 16 講座 4 市･4 講座(講座 3 回・ブレインジム 1 回)

ＡＤＨＤに

日本財団助成事業：発達障害のある子とその家族支援に係わる支援者のための
ストレスマネジメント講座の開催
・｢ストレスを減らし信頼関係を深める３つのヒント｣ 5 箇所・15 講座

関わる人々
の支援事業
支援者養成
教材開発・販売

①7 月 21 日･8 月 18 日･12 月 1 日(福島県福島市) ②10 月 24 日･11 月 13 日･11 月 28 日(埼玉県入間市)
③11 月 21 日 2 講座･1 月 8 日（千葉県千葉市） ④12 月 18 日･1 月 15 日･2 月 12 日(北海道札幌市)
⑤1 月 20 日･2 月 10 日･3 月 2 日(沖縄県那覇市）

・小冊子「イメージが変わると未来が変わる」3,000部発行
Ｊ＆Ｊ助成事業 ：親支援プログラムの充実と支援者養成 ｽﾄﾚｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ講座の開催
・｢ストレスを減らし信頼関係を深める３つのヒント｣ 3 箇所・8 講座
①11 月 23 日 2 講座･12 月 22 日（高知県高知市） ② 2 月 23 日･3 月 23 日（岡山県岡山市）
③ 3 月 20 日 2 講座(北海道河東郡)

・ＢＬＰ講座：①2 月 9 日 ②3 月 16 日(埼玉県入間市)
・講演会：
「発達障害のある人の QOL を高める究極のプログラム」1 月 26 日(東京都豊島区)
ボランティア・就労支援 ・日々輝学園作業トレーニング8回 延べ99名(6/1･7/20･9/28･10/12･11/30･12/6･1/30･2/15)
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平成24年度 会議、取材等
日付

活動内容

2012年4月17日

すばる舎 打ち合わせ

2012年4月26日

学研 取材

2012年4月26日

平成24年度 第1回ストレスマネジメント会議

2012年4月28日

JDDネット（日本発達障害ネットワーク）理事会

2012年5月2日

埼玉県福祉部福祉課発達障害担当者 打ち合わせ

2012年5月7日

明石書房 打ち合わせ

2012年5月7日

平成24年度 第2回ストレスマネジメント会議

2012年5月10日

所沢市教委専門家チーム会議（第1回）

2012年5月28日

JDDネット事務局会議

2012年6月4日

世田谷療育センター担当者 打ち合わせ

2012年6月10日

JDDネット理事会

2012年6月21日

武蔵大学講師懇談会

2012年6月27日

AERA取材

2012年7月23日

法務省処遇プログラム検討会分科会（第1回）

2012年8月6日

埼玉県福祉部福祉課発達障害担当者 打ち合わせ

2012年8月16日

厚生労働省 発達障害者の勉強会

2012年8月28日

入間市教育長との面談

2012年9月18日

すばる舎 打ち合わせ

2012年8月21日

集英社 打ち合わせ

2012年10月9日

ＮＬＰラーニング山崎氏 打ち合わせ

2012年10月17日

埼玉県福祉部「発達障害児支援機構」意見交換会

2012年11月5日

法務省処遇プログラム検討会分科会（第2回）

2012年11月13日

入間市教育長との面談

2012年12月4日

学研 会議

2012年12月13日

学研 打ち合わせ

2012年12月25日

リーフレット作成会議

2013年1月8日

朝日新聞 取材

2013年1月9日

学研 打ち合わせ

2013年2月15日

学研 打ち合わせ

2013年2月21日

法務省処遇プログラム検討会分科会（第3回）

2013年2月25日

ラジオ日経 収録

2013年3月1日

厚生労働省報告会

2013年3月6日

ミネルヴァ書房 打ち合わせ

2013年3月14日

文部科学省特別支援教育ネットワーク推進委員会
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平成24年度活動報告(会議、取材等）

ＮＰＯ法人えじそんくらぶ

理事 橋口 亜希子
日付

活動内容

2012年4月14日

ヤンセン依頼 小児学会で講演

2012年6月10日

JDD理事会

2012年6月22日

東大大学院 柘植先生講座にてパネリスト

2012年7月1日

アエラ取材

2012年7月20日

JDD ストマネ講座打合せ

2012年8月25日

ヤンセン依頼 日本小児学会ランチョンセミナー

2012年8月28日

JDD 発達障害を支援する議員連盟に参加

2012年9月15日

JDD理事会

2012年9月25日

イーライリリー記者会見

2012年10月27日

長野 JDDストレスマネジメント講座

2012年11月17日

長野 JDDストレスマネジメント講座

2012年12月1日

福島 JDD年次大会ワークショップ ストレスマネジメント講座

2012年12月8日

長野 JDDストレスマネジメント講座

2012年12月14日

イーライリリー依頼 横浜にて講演

2013年1月19日

東京 JDDストレスマネジメント講座

2013年2月2日

東京 JDDストレスマネジメント講座

2013年2月10日

大阪 JDDストレスマネジメント講座

2013年2月24日

大阪 JDDストレスマネジメント講座

