
 

第 1 号議案 2019 年度活動報告 

２０１９年度活動期間 2019 年４月１日 ～ 2020 年３月 31 日 

（１） ＮＰＯ法人えじそんくらぶ会員数 727 名（2020 年３月 31 日現在）              

会員分布：正会員： 259  名 ・ 準会員： 468  名 

事業名 事業内容 内容 回数および参加人数等 

ＡＤＨ

Ｄ等に

関する

研究 

就労支援 日々輝学園作業トレーニング 12/9 12/29 1/24 2/14（事務所）延べ 16 名 

カウンセリング カウンセリングの実施 
14名 

 

ＡＤＨ

Ｄ等に

関する

情報収

集 

提供 

 

会報発行 カラフルライフ発行 4回発行 

ＨＰ作成 

メルマガ配信 

HP情報更新  適宜更新 

メールマガジン発行 
・えじそんくらぶ通信 18回発行(86号から103号)（HPに

て会員向け公開） 

研修・関係団体

との連携 

ＪＤＤネットとの連携  理事会 ３回 （5/12,6/23,9/22）代議員総会 

行政との連携 

1/14文科省 平成31年度発達障害に関するネットワーク

推進会議 指導者養成講座、親支援講座に関するプレゼン 

3/24 埼玉県親支援・指導者養成講座会議(中止) 

その他団体等との連携 

8/4 日本公認心理士協会 親支援講座（講師） 

9/2 小児総合医療センタースタッフ研修（講師） 

ＡＤＨ

Ｄ等に

関する 

啓発事

業 

ADHD関係書籍、

小冊子作成・販

売 

(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 

(2)ＤＶＤのレンタル  なし 

(3)書籍・小冊子等の作成 
なし（在庫で対応） 

(4)成人 ADHD 啓発  

ＡＤＨ

Ｄ等に

関わる

人々の

支援事

業 

地方の会支援 

・定例会 

(1)地方の会との連携による

講座などの開催  

3 回 5/10・11/15 栃木両毛の会、8/16 茨城ハナミズキ 

(2)地方の会との懇親会の開

催 

3 回 8/16 茨城ハナミズキ、2/18 仙台森杜、 

3/25 鹿児島あうとりーち 

(3)東京夜間講座の開催 

11 回、延べ 322 人参加 池袋芸術劇場（東京都豊島区） 

        文京シビックセンター（東京都文京区） 

第 12 期後半(4/16・5/22・6/11、延べ 64 人) 

第 13 期 （7/2・8/13・9/3・10/10・11/13・12/10、延べ 189 人）

第 14 期前半（1/28・2/17 延べ 69 人）    

支援者養成 

・教材開発・販

売 

(1)ADHD 支援者養成講座の開

催 

全 4 講座と各日振り返りワークショップを実施 

(会場：国立オリンピック記念青少年総合センター) 

参加者 33 名スタッフ６名 

10/5 日 講座 1 「アタッチメントの理解と支援」講師:遠

藤利彦先生 (東京大学大学院教育研究科・教授 ） 

講座 2 「発達障害と感覚統合」講師:石井孝弘先生(帝京

科学大学医療科学部 教授) 

10/6 講座 3 「発達障害のある子どもの見立てと支援」講

師:小枝達也先生 (国立成育医療研究センター副院長 ) 

講座 4  「感覚過敏と睡眠に困難を抱える子どもの支援」

講師:高橋智先生 (東京学芸大学教授) 

(2)教材開発  

(3)教材販売 ちょこっとチャット、ふれあい囲碁７ 

学習会等の 

実施 

(1)ADHD 等の学習会 

 

第一回「発達障害の理解と支援 ～ヨガを活用してＱＯＬ

を高めましょう」佐分利美佳先生(元宝塚歌劇団ブレイン

ジムインストラクター、) 8/5(東京都文京区) 参加 21 名 

(2)講演会の実施 総会後の講演会 「発達障害のある人のライフステージに

あった支援で大切なこと」内山登紀夫先生（よこはま発達

クリニック院長）・（東京都文京区）参加者 59 名 

(3)ペアレントプログラム開催

(埼玉県委託事業)  

｢ストレス解消！楽しい子育て応援講座｣を実施(さいたま市 

1回講演会＋3回講座) 応援講座指導者養成講座を実施

(さいたま市) 

 



 

えじそんくらぶ理事会 

第 1 回（4月 26 日）  第２回（11 月 18 日）   

 

高山恵子 

日付 活動内容 会場 

4/22 入間市教育委員会 親支援講座打ち合わせ えじそんくらぶ事務所(入間市) 

5/12 JDDnet 第１回理事会 JDDnet 事務所(港区) 

6/3 入間市教育委員会「親支援講座」講師 入間市教育センター(入間市) 

6/23 

JDDnet 厚生労働省事業会議①「発達障害支援における家

族支援プラグラムの地域普及に向けたプログラム実施基

準策定及び実施ガイドブックの作成会議」 

ルームス 錦糸町北口駅前店 第 1 会議室 

(墨田区)                               

6/23 JDDnet 第２回理事会 錦糸町小ホール５階 (墨田区) 

7/27 日本成人期発達障害臨床医学会 シンポジスト 昭和大学上條記念館（品川区） 

9/7 埼玉県 親支援講座・指導者養成講座 講師 
埼玉県発達障害総合支援センター(さいた

ま市) 

9/22 JDDnet 厚労事業会議② JDDnet 事務所(港区) 

9/22 JDDnet 第３回理事会 JDDnet 事務所(港区) 

9/26 埼玉県 親支援講座・指導者養成講座 講師 
埼玉県発達障害総合支援センター(さいた

ま市) 

10/24 埼玉県 親支援講座・指導者養成講座 講師 
埼玉県発達障害総合支援センター(さいた

ま市) 

10/28 入間市教育委員会「親支援講座」講師 入間市教育センター(入間市) 

11/7 埼玉県 親支援講座・指導者養成講座 講師 
埼玉県発達障害総合支援センター(さいた

ま市) 

11/25 入間市教育委員会「子育て講演会」講師 健康福祉センター(入間市) 

1/11 JDDnet 厚労事業会議③ TKP 品川カンファレンスセンター（港区） 

1/14 
文部科学省 発達障害に関するネットワーク推進会議参

加及び親支援講座に関するプレゼン 
文部科学省（千代田区） 

2/6 
国立特別支援教育総合研究所 特別支援教育専門研修の

講師 
国立特別支援教育総合研究所(横須賀市) 

2/6 JDDnet 厚労事業会議④ TKP 品川カンファレンスセンター（港区） 

2/7 入間市教育委員会「親支援講座」講師 入間市教育センター(入間市) 

2/16 

えじそんくらぶの会｢ウルトラの母の会｣設立準備講演会

「インターネット依存～不登校の背景の理解と支援の視

点から～」 講師 

島根県立浜田養護学校（浜田市） 

3/31 
東京都教育委員会 人権啓発学習資料「みんなの幸せを

もとめて」寄稿 
 

 

土橋秀子 

日付 活動内容 会場 

9/26 埼玉県親支援講座  埼玉県発達総合支援センター(さいたま市) 

 

池嶌裕子 

日付 活動内容 会場 

11/7 埼玉県親支援講座 埼玉県発達総合支援センター(さいたま市) 

 

 

 

 

 

 


