第一号議案

平成 28 年度活動報告

（１）

平成 28 年度活動期間

（２）

ＮＰＯ法人えじそんくらぶ会員数 ９９６名（平成 29 年３月 31 日現在）
会員分布：正会員：３１４名 ・ 準会員：６８２名

事業名
ＡＤＨＤ
等に関す
る研究

事業内容
就労支援
カウンセリング
会報発行・発行

平成 28 年４月１日 ～ 平成 29 年３月 31 日

カウンセリングの実施

10回 延べ95名(4/4
12/27 3/10 3/31)
24名

カラフルライフ発行

６回（ＨＰで一部公開）

日々輝学園作業トレーニング

HP情報更新
ＨＰ作成
ＡＤＨＤ
メルマガ配信
メールマガジン発行
等に関す
る「情報
ＪＤＤネットとの連携
収集
研修・関係団体との
提供
行政との連携

連携

その他行政、団体等との連携
ＡＤＨＤ
等に
関する
啓発事業

ADHD関係書籍、
小冊子作成・販売

ＡＤＨＤ
等に関わ
る人々の
支援事業

6/3

6/11

7/7

8/2

10/3

12/7

適宜更新
MM「えじそんくらぶ通信」18回
理事会出席 2 回、12/4 第 12 回年次大会(東京都文京区・東
洋大学)参加
延べ 4 回(6/14・6/21・7/26 入間市教育委員会、11/24 文部
科学省特別支援教育ネットワーク推進委員会)
4/2～4/9 自閉症啓発デーポスター展示（埼玉県・所沢市）他

(1)書籍、リーフレットの販売 発達障害関係書籍、えじそんくらぶリーフレットその他
4件
(2)ＤＶＤのレンタル
(3)書籍・小冊子等の作成
(4)成人 ADHD 啓発

地方の会支援
・定例会

回数および参加人数等

内容

小冊子の増刷(「みんなのためのストレスマネジメント 3 つ
のヒント」、「子育てストレスを減らす 3 つのヒント」)
Know yourself Know ADHD キャンペーンに参加(他 2 団体と共催)

3 回(5/27 京都『クローバー』(京都府京都市) ストレスマ
ネジメント講座開催、6/18 栃木・群馬･両毛の会(栃木県佐
(1)地方の会との連携による講
野市)発達障害にかかわる方のストレスマネジメント講座、
座などの開催
7/9 茨城「はなみずき」
（茨城県牛久市）
『ユニークな子ども
たちの理解と支援』)
3 回(5/27 京都クローバー、5/28 奈良ポップコーン、11/1
(2)地方の会との懇親会の開催
鹿児島あうとりーち)
12 回、延べ 272 人参加 池袋芸術劇場（東京都豊島区）
第 6 期後半(4/20・5/16・6/22、延べ 63 人)第 7 期 （7/27・
(3)東京夜間講座の開催
8/17・9/28・10/19・11/16、延べ 113 人・12/14）第 8 期前
半（1/24・2/8・3/15、延べ 96 人）

全 2 回 参加者 33 名 11 月 5 日（埼玉県入間市）「子ども
の特性に応じた教育支援」講師：月森久江先生／「運動嫌
い」や「不器用」で苦しむ子ども達の理解と支援」澤江幸
(1)ADHD 支援者養成講座の開催 則先生
支援者養成
12 月 3 日（埼玉県所沢市）「子どもの立ち直り力の育み方」
・教材開発・販売
講師：日戸由刈先生「自立を目指すサポートのあり方」品
川裕香先生
ちょこっとチャット小学生高学年版の作成
(2)教材開発
(3)教材販売
タイムタイマー、ちょこっとチャット、ふれあい囲碁７
実習生 3 名(日本社会事業大学)
大学生・ボランティ 研修生の受け入れ
ア・就労支援
就労実習生のべ 95 名(日々輝学園実習生)再掲
(1)成人 ADHD 等の勉強会
3 回 7/12「お片付け講座」(かわさき真知先生・東京都豊
島区)参加者 21 名 11/9「リラックス脳の講座」(嵯峨慈子
先生・埼玉県所沢市)参加者 17 名 3/28「発達障害と依存」
(岩波明先生・東京都豊島区)参加者 99 名
(2)講演会の実施
(1)総会後の講演会「大学生の (高橋智音先生・東京都文
京区)参加者 71 名
学習会等の実施
(2) 「ADHD を中心とした成人期の発達障害の理解と支援」
講師：本田秀夫先生 12 月 3 日（埼玉県狭山市）138 名参
加 (NTT フィランソロピーバンク助成)
(3)ペアレントプログラム開催(埼 (｢ストレス解消！楽しい子育て応援講座｣)を4か所で実施(秩父
市・久喜市・本庄・センター 各1回講演会＋3回講座)
玉県委託事業)
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別紙

平成27年度 会議、取材等 （高山恵子）
日付
2016年4月1日
2016年4月7日
2016年4月26日
2016年5月7日
2016年5月9日
2016年5月9日
2016年5月16日
2016年6月2日
2016年6月18日
2016年6月18日
2016年6月19日
2016年7月9日
2016年7月22日
2016年7月26日
2016年8月3日
2016年8月5日
2016年9月25日
2016年10月22日
2016年10月24日
2016年10月25日
2016年5月27日
2016年10月29日
2016年10月30日
2016年11月20日
2016年12月4日
2016年12月20日
2017年1月5日
2017年1月10日
2017年1月25日
2017年2月17日
2017年2月27日
2017年3月7日
2017年3月22日
2017年3月26日

活動内容
鹿児島｢えじそんくらぶ・あうとりーち｣懇親会
マッキンゼー ADHDの日本での現状ヒアリング
三重県高田高校放送部 電話インタビュー
国分寺 「みんなの学校」上映会＆講演会&懇親会
埼玉ＬＤ親の会「麦」 講演会&打ち合わせ
昭和大学烏山病院神経科医局プレゼン「ＡＤＨＤと人生の質～当事者の
立場で」
Ohtot(発達障害者支援)勉強会
日本精神神経学会 「青年期の発達障害」当事者としてプレゼン
栃木県自閉症協会 「発達障害のある子の子育てストレスと上手に付き
合う方法」
栃木・群馬･両毛の会「発達障害にかかわる方のストレスマネジメント講
座」
JDDnet 第２回理事会&懇親会
茨城「はなみずき」『ユニークな子どもたちの理解と支援』
～子どもの可能性を引き出すために大人にできること～
旭川教育大学 片桐先生とADHD研究報告
入間市教育長と面談
東京都精神保健福祉協議会講演会「発達障害の理解と対応～主に思春
期から成人期について～」
成人ADHDキャンペーン記者発表
JDDnet 第６回理事会&懇親会
京都クローバー講演会「青年期の発達障害の理解と支援」・懇親会
成人ADHDキャンペーン打ち合わせ
成人ADHDキャンペーン大人のADHDセミナー講師
京都クローバー講演会「青年期の発達障害の理解と支援」・懇親会
成人ADHDキャンペーン勝間塾特別セミナー講師
埼玉「にじいろのタネ」『気になる子どものたちの理解と支援』対談
ＬＤ学会大会自主シンポジウム「気になる子もクラスのみんなと育ち合う
保育デザイン」指定討論者
ＪＤＤ年次大会&懇親会
成人ADHDキャンペーン打ち合わせ
日本経済新聞取材
ＮＨＫ取材
月間薬事ニュース 電話取材
清水市医師会主催 「発達障害 母親へのストレスマネジメント」
朝日新聞取材
日本テレビ取材
埼玉県福祉政策課 委託事業打ち合わせ
医薬経済社取材

会場
鹿児島県霧島市内
池袋メトロポリタンホテル
事務所
国分寺市立いずみホール
浦和コミュニティセンター
昭和大学(世田谷区)
厚生労働省
幕張メッセ
宇都宮大学
佐野中央公民館
東京国際フォーラム
県南生涯学習センター
旭川教育大学
入間市役所
町田市民フォーラム
東京ガーデンテラス紀尾井町
浜松町トラストスペース
京都市中京センター
豊島区池袋
TKP東京駅八重洲カンファランスセンター

京都府
ベルサール神保町アネックス
東京家政大学狭山キャンパス
パシフィコ横浜
東洋大学
事務所
事務所
事務所
事務所
清水市医師会
事務所
事務所
事務所
事務所

平成27年度 会議、取材等 （長谷川万由美）
2016年4月11日
2016年5月16日
2017年10月24日
2016年10月25日
2016年11月14日
2017年3月7日

Ohtot(発達障害者支援)勉強会
Ohtot(発達障害者支援)勉強会
成人ADHDキャンペーン打ち合わせ
成人ADHDキャンペーン大人のADHDセミナー
千代田区立麹町中学校特別支援教育講演会
Ohtot(発達障害者支援)勉強会

厚生労働省
厚生労働省
豊島区池袋
TKP東京駅八重洲カンファランスセンター
千代田区立麹町中学校

厚生労働省

平成27年度 会議、取材等 （土橋秀子）
日付
2016年6月1日
2016年6月19日
2016年6月14日
2016年6月21日
2016年12月20日
2017年3月22日
えじそんくらぶ
理事会

活動内容
入間市教育長との打ち合わせ
JDDnet 第6回 代議員総会出席
入間市教育長との打ち合わせ
入間市教育長との打ち合わせ
成人ADHDキャンペーン打ち合わせ
埼玉県福祉政策課 委託事業打ち合わせ
第1回（4月29日） 第2回（9月19日）

会場
入間市役所
東京国際フォーラム
入間市役所
入間市役所
事務所
事務所

第3回（12月28 日） 第4回（3月3日）
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