第１号議案 平成２７年度活動報告
（１）

平成２７年度活動期間 平成２７年４月１日 ～ 平成２８年３月３１日

（２）

ＮＰＯ法人えじそんくらぶ会員数 １，０６７名（平成２８年３月３１日現在）
会員分布：正会員：３２０名 ・ 準会員：７４７名

事業名
ＡＤＨＤ等
に関する

就労支援（日々輝学園等）

研究
会報発行・発行

ＡＤＨＤ等
に関する
情報収集・
提供

実施内容

事業内容

ＨＰ作成
メルマガ配信

研修・関係団体との連携

・日々輝学園作業トレーニング8回 延べ91名(4/1･5/18･6/26･7/13･8/1･11/9･12/2･2/8)
職業体験4日間 東急百貨店（5/30～6/1・7名参加）、入間市健康福祉センター（3/13・5名参加）
・帝京大学「整理整頓お片付け講座」講座内容協力
・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 ・えじそんくらぶ通信２０回発行（号外を含む全てをHPにて公開）
・ＪＤＤネット理事会他参加（別紙参照）
・11 月 29 日「ＪＤＤネット第 10 回年次大会」
（東京都渋谷区・ウイメンズプラザ）
・「発達障害者支援法」に関する要望書提出（5/15）
・総務省・発達障害者支援調査への協力（11/19）

ＡＤＨＤ等
に関する
啓発事業

ADHD関係書籍、
小冊子作成・販売

地方の会支援・定例会
ネット配信

ＡＤＨＤ等
に関わる
人々の支援

・書籍、リーフレットの販売 ・ＤＶＤのレンタル
・
「子育てストレスを減らす 3 つのヒント」増刷（フィランソロピーバンク寄付金）
・自閉症啓発デーポスター展示（埼玉県・所沢市）
・
・
・
・
・
・
・

4 月 25 日 宮城『森杜』(宮城県仙台市)
ストレスマネジメント講座開催
5 月 18 日 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
8 月 28 日 静岡「Twinkle」
（静岡県袋井市）ストレスマネジメント講座開催
11 月 1 日 鹿児島「あうとりーち」
（鹿児島県霧島市） 発会記念講演会
11 月 27 日 栃木・群馬･両毛の会（栃木県佐野市） 就労支援に関する講演会
12 月 12 日 埼玉『にじいろのタネ』
（埼玉県入間市） 発会記念講演会
12 月 17 日 栃木・群馬･両毛の会（栃木県佐野市）
「発達障害者の就労を考えるシンポジウム」
1 月 31 日 高知ＫＯＳＥＩ（高知県高知市）発達障害児支援に関する講演会
・ 定例会 5/27・6/24（埼玉県入間市）参加者延べ 16 人
・ 東京夜間講座：成人 ADHD の理解と対応講座（東京都豊島区） 第 4 期（後半 3 回 4/15・5/20 6/17）
延べ 48 人、第 5 期(全６回)（7/15・8/19・9/16・10/22・11/18・12/16）延べ 107 人、
6 期（前半 3 回 1/20・2/17・3/16） 延べ 51 人、参加者合計 206 人

事業
支援者養成・教材開発・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の販売
大学生・ボランティア・
就労支援

・
・
・

小冊子等の進呈
日々輝学園作業トレーニング研修生・ボランティア育成（4/1・5/31・6/1・11/9）
玉川大学大学院生受け入れ（東京夜間講座）

えじそんくらぶ主催事業
・5 月 21 日「ＡＤＨＤを中心とした発達障がいの理解と対応」講師：宮島祐先生（埼玉県狭山市）
・9 月 12・13 日 10 月 3･4 日「ブレインジム 101 講座」講師：今道久恵先生（埼玉県入間市）
・ 11 月 15 日「子どもたちの困難さを理解するための脳のプロファイル講座」
ペアレントプログラム
講演会
（親支援・支援者支援）

講師：たむらゆうこ先生（埼玉県入間市）
・11月21日22日23日「ブレインジムO.B.O講座」講師：たむらゆうこ先生（埼玉県入間市）
埼玉県委託事業 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｣
4か所で実施(横瀬町・久喜市・川口市・上尾市 各1回講演会＋3回講座)
フィランソロピーバンク寄付金「大切な人の発達障害に悩むあなたにカサンドラ症候群の理解と支援」
講師：高山恵子 8 月 24 日（東京都豊島区）
Ｊ＆Ｊ助成事業 ｢支援者ためのストレスマネジメント講座｣ 4/18 午前・4/18 午後 (埼玉県入間市)
・カウンセリング 20 名

その他、
上記に関連
する一切の
事業
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別紙

平成27
平成27年度
会議、取材等 （高山恵子
（高山恵子）
27年度 会議、
高山恵子）
日付

活動内容

会場

2015年4月1日

「発達障害の支援を考える議員連盟」 会議

衆議院議員会館

2015年4月9日

入間市教育委員会 打ち合わせ

入間市市役所

2015年4月12日

JDDnet 第１回理事会

日本財団

2015年4月16日

「発達障害の支援を考える議員連盟」 第３回検討会

衆議院議員会館

2015年4月22日

埼玉県福祉政策課 委託事業打ち合わせ

えじそんくらぶ事務局

2015年4月30日

東京家政大学 宮島祐先生との打ち合わせ

東京家政大学狭山キャンパス

2015年5月15日

「発達障害の支援を考える議員連盟」 第４回検討会（ヒアリング有り）

衆議院議員会館

2015年6月2日

「発達障害の支援を考える議員連盟」 会議

衆議院議員会館

2015年6月7日

JDDnet 第２回理事会および第５回代議員総会出席

日本財団

2015年6月24日

「発達障害の支援を考える議員連盟」 第６回検討会

衆議院議員会館

2015年7月16日

「発達障害の支援を考える議員連盟」 第７回検討会

衆議院議員会館

2015年8月7日

日本財団 監査

えじそんくらぶ事務局

2015年9月1日

厚生労働省勉強会

厚生労働省

2015年9月27日

JDDnet 第2回理事会

日本財団

2015年11月19日 総務省行政評価局 ヒアリング

えじそんくらぶ事務局

2015年11月29日 JDDnet 第3回理事会、年次大会、

東京ウィメンズプラザ

2015年12月16日

「発達障害の可能性のある児童生徒等に対する支援体制支援ガイドライ
文部科学省
ン」 第二回検討会

2016年1月26日

「発達障害の支援を考える議員連盟」役員会 （JDDnet理事として参加）

衆議院議員会館

2016年2月4日

特別支援教室ネットワーク推進会議

文部科学省

2016年2月25日

「発達障害の支援を考える議員連盟」 総会

衆議院議員会館

2015年3月15日

埼玉県福祉政策課 委託事業打ち合わせ

えじそんくらぶ事務局

平成27
平成27年度
27年度 会議、
会議、取材等 （長谷川万由美
（長谷川万由美）
長谷川万由美）
2015年7月4日

厚生労働省勉強会

厚生労働省

2015年9月1日

厚生労働省勉強会

厚生労働省

平成27
平成27年度
27年度 会議、
会議、取材等 （土橋秀子
（土橋秀子）
土橋秀子）
日付

活動内容

会場

2015年4月22日

埼玉県福祉政策課 委託事業打ち合わせ

えじそんくらぶ事務局

2015年6月7日

JDDnet 第５回 代議員総会出席

日本財団

2015年7月4日

入間市健康福祉センター 福祉部門登録団体連絡会会議

入間市健康福祉センター

2015年7月11日

ブレインジムフォーラム出席

戸塚区役所総合庁舎

2016年3月6日

ＪＤＤネットセミナーinさいたま出席

さいたま市文化センター

2015年3月15日

埼玉県福祉政策課 委託事業打ち合わせ

えじそんくらぶ事務局

えじそんくらぶ 第1回（4月17日） 第2回（6月6日）
理事会

第3回（12月25 日）
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