議案第１号 平成２５年度活動報告
（１）

平成２５年度活動期間 平成２５年４月１日 ～ 平成２６年３月３１日

（２）

ＮＰＯ法人えじそんくらぶ会員数 １，２０５名（平成２６年３月３１日現在）
会員分布：正会員：３４９名 ・ 準会員：８５６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
会報誌作成
ＨＰ作成

・ＪＤＤネット理事会、勉強会
・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
・5 月 25 日 講演会「エンジョイ★ＡＤＨＤ」
～発達特性を持つ人が、自分らしく社会人として生きるコツ～（東京都豊島区）

ＡＤＨＤに
関する情報
収集・提供

講演会

・10 月 18 日 えじそんくらぶの会 新潟「きらら」(新潟県新潟市)
講演会「イメージが変わると未来がかわる」～ベターライフプロジェクトのすすめ～
・12 月 21 日 えじそんくらぶ両毛の会(栃木県佐野市)
講演会「思春期の問題行動（不登校、学力不振、非行、暴力、いじめ、心身症・・・）
の背景にひそむ発達障がい」～気になるお子さんの行動を理解し社会自立を！～
・12 月 1 日「ＪＤＤネット第 9 回年次大会」
（東京都文京区・東洋大学）

・自閉症啓発デーポスター展示（埼玉県・所沢市）
研修・関係団体との連携 ・ＪＤＤネット理事会他参加（別紙参照）
ADHDに関する
啓発事業

ADHD関係書籍発行・販売

定例会・講座

カウンセリング

・書籍、リーフレットの販売
・懇談会：2 回 ①1 月 18 日 ②2 月 1 日（埼玉県入間市）
・ＢＬＰ (ベター・ライフ・プロジェクト)講座：東京夜間コース（東京都豊島区）
第Ⅰ期（全 6 回）
：7/25・8/21・9/18・10/16・11/20・12/18 延べ 101 名
第Ⅱ期（全 6 回）
：1/22・2/19・3/19（前半 3 回） 延べ 39 名
・カウンセリング１００名（面談６６名・電話３３名・スカイプ１名）

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

・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｣ 4 市(川越・草加・春日部・上尾) 各 4 回講座

ＡＤＨＤに
関わる人々
の支援事業

支援者養成
教材開発・販売

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｣ 6 ヶ所・11 講座
①8 月 26 日･9 月 10(東京都品川区) ②9 月 7 日･10 月 27 日(北海道帯広市)
③10 月 12 日･10 月 26 日（奈良県奈良市） ④11 月 23 日･12 月 13 日(茨城県牛久市)
⑤1 月 18 日･2 月 1 日（鳥取県鳥取市） ⑥3 月 9 日(東京都文京区)
・リーフレット「Better Life Project」3色 10,000部発行
Ｊ＆Ｊ助成事業 ：子育て支援事業(E ﾗｰﾆﾝｸﾞを活用した親支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの充実と支援者養成)
・｢ストレスを減らし信頼関係を深める３つのヒント｣ 2 ヶ所・4 講座
①1 月 11 日･2 月 8 日（沖縄県沖縄市） ② 1 月 12 日･2 月 9 日（沖縄県石垣市）
・講演会：2 月 23 日（沖縄県那覇市）
・ﾌﾞﾚｲﾝｼﾞﾑ＆発達障害ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ：3/22～24
・ＢＬＰ講座
（沖縄県那覇市）
第Ⅰ期（全 3 回）
：6 月 15 日・7 月 13 日・9 月 7 日(埼玉県入間市)
第Ⅱ期（全 3 回）
：1 月 18 日・2 月 1 日・3 月 1 日(埼玉県入間市)
ベター･ライフ･オーガナイズ･セミナー 3 月 1 日(埼玉県入間市)

ボランティア・就労支援

・日々輝学園作業ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ8回 延べ51名(4/2･6/14･9/20･9/30･11/22･12/18･1/30･3/14)
・日本社会事業大学 研修生受け入れ ・日本社会事業大学 研修担当者打ち合わせ
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別紙

平成25年度 会議、取材等 （高山恵子）
日付

活動内容

2013年4月2日

自閉症啓発デー ＪＤＤネットメンバー懇親会

2013年4月13日

学研 編集会議

2013年4月17日

埼玉県福祉部福祉課発達障害担当者 打ち合わせ

2013年6月7日

日本財団 監査

2013年7月3日

厚生労働省 会議

2013年7月21日

学研 打ち合わせ

2013年9月23日

ＪＤＤネット（日本発達障害ネットワーク） 親支援講座会議

2013年10月12日

児童青年精神医学会シンポジウム

2013年10月13日

ＬＤ学会 子育て支援自主シンポジウム 指定討論

2013年10月14日

ストレスマネジメント講座 打ち合わせ

2013年10月20日

平成帝京大学伊藤教授他 打ち合わせ

2013年11月3日

ブレインジム代表者とミーティング

2013年11月22日

向井さんと打ち合わせ

2013年11月30日

ＪＤＤネット 体験博覧会ワークショップ ふれあい囲碁７展示

2013年11月30日

ＪＤＤネット ストレスマネジメント講座

2013年12月3日

日本財団 ヒアリング

2013年12月26日

イーライリリー ビデオ収録

2014年2月22日

沖縄県医師会 勉強会・懇親会

2014年2月24日

アソシア 就労支援・会議

2014年2月27日

日本経済新聞 取材

2014年2月28日

文部科学省 ストレスマネジメントの実践報告・懇親会

2014年3月14日

日々輝学園 作業トレーニングプログラム打ち合わせ

2014年3月15日

ＪＤＤ北海道 ペアレントメンターフォローアップ講座講師

2014年3月17日

厚生労働省 会議

平成25年度 会議、取材等 （橋口亜希子）
日付

活動内容

2013年4月14日

JDD理事会

2013年6月8日

JDD理事会

2013年9月23日

JDD理事会

2013年11月15日

川崎市教育委員会打ち合わせ

2013年11月30日

JDD年次大会 ストレスマネジメント講座

2013年12月1日

JDD年次大会

2014年1月10日

JDD理事会

2014年2月10日

川崎市発達支援センターストレスマネジメント講座

2014年2月10日

JDD正副理事長会議

2014年2月17日

川崎市発達支援センター ストレスマネジメント講座

2014年2月24日

川崎市発達支援センター ストレスマネジメント講座

2014年3月11日
2014年3月23日

JDD意見交換会
JDD理事会
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