
 

第 1 号議案 平成 29 年度活動報告 

（１） 平成 29 年度活動期間 平成 29 年４月１日 ～ 平成 30 年３月 31 日 

（２） ＮＰＯ法人えじそんくらぶ会員数 917 名（平成 30 年３月 31 日現在）              

会員分布：正会員：298 名 ・ 準会員：619 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 

10回 延べ72名(5/17, 6/22, 7/11, 9/14, 10/12, 

11/2, 12/7, 2/15, 3/8, 3/30) 

カウンセリン

グ 
カウンセリングの実施 

24名 

 

ＡＤＨ

Ｄ等に

関する

情報収

集 

提供 

 

会報発行・発行 カラフルライフ発行 5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19回発行(50号から67号、臨時2

回)（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  理事会出席２回  

行政との連携 
延べ 5回(6/30 東京都、5/16,10/25,2/20 入間市、2/27

文部科学省) 

その他団体等との連携 

4/2～4/8 自閉症啓発デーポスター展示（埼玉県・所沢市） 

イーライリリー・DDAC（発達障害をもつ大人の会）と

協働で大人の ADHD 啓発アート展 「見方を変えると見

えるもの」を丸ノ内オアゾで開催 

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  2 件 

(3)書籍・小冊子等の作成 
なし(在庫で対応) 

(4)成人 ADHD 啓発 
東京、大阪にて啓発シンポ参加(イーライリリーと DDAC と

共催) 

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  

6 回(7/6/栃木こだわりっこ、7/22 高知 KOSEI、7/24

奈良ポップコーン、8/9 茨城はなみずき、1/21 鹿児島

あうとりーち、2/3 仙台森杜) 

(2)地方の会との懇親会の

開催 

6 回(7/6/栃木こだわりっこ、7/22 高知 KOSEI、7/24

奈良ポップコーン、8/9 茨城はなみずき、1/21 鹿児島

あうとりーち、2/3 仙台森杜) 

(3)東京夜間講座の開催 

12 回、延べ 307 人参加 池袋芸術劇場（東京都豊島区） 

第 8 期後半(4/18・5/17・6/21、延べ 62 人)第 9 期 

（7/26・8/9・9/6・10/18・11/5・12/13、延べ 156 人）

第 10 期前半（1/23・2/15・3/13、延べ 89 人） 

(4)熊本地震復興支援(大和

財団助成) 

3 回 5/23「心の利き手を知るためのセミナー」参加

者 15 名(熊本市身障者福祉センター) 

7/21「フォローアップセミナー」参加者 11 名(熊本よ

か隊ネット事務所) 

7/22「心の利き手を知るためのセミナー」参加者 14

名(熊本市身障者福祉センター) 

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(会場：早稲田奉仕園)参加者 52 名 

1 月 27 日(土)講座 1 「子どもから大人に向かう時

期の発達障害」講師: 高橋智先生(東京学芸大学教育

学部教授) 講座 2「着実に力をつけるために ～日々

の学習をどう支えるか」講師: 阿部利彦先生(星槎大

学大学院 教育実践研究科准教授)  

1 月 28 日(日)講座 3 「若者の依存とどう向き合う

か」講師: 高澤和彦先生(浦和まはろ相談室代表 精

神保健福祉士) 講座 4「不登校・ひきこもり状態の学

生たち の支援について」講師: 小林真理子先生(山梨

英和大学人間文化学部教授) 



(2)教材開発 ちょこっとチャット小学校低学年版の作成 

(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 

大学生・ボランテ

ィア・就労支援 

研修生の受け入れ 実習生 1名(日本社会事業大学) 

就労実習生のべ 72 名(日々輝学園実習生)再掲 

学習会等の 

実施 

(1)成人 ADHD 等の勉強会 

 

3 回 「二次的障害の理解～うつと双極性障害への対

応」 横井英樹さん・小峰洋子さん（昭和大学発達障

害医療研究所臨床心理士） 9 月 14 日(東京都豊島区)  

参加者 44 名 

「ADHD に送る当事者研究の勧め～当事者による回復

支援をめざして」 熊谷晋一郎さん（東京大学先端科

学技術研究センター准教授）10 月 21 日(東京都文京

区)   参加者 53 名 

「発達障害をもつ人の身体感覚について」伊藤裕子さ

ん（首都大学東京健康福祉学部作業療法学科准教授） 

11 月 30 日(東京都豊島区) 参加者 41 名 

(2)講演会の実施 総会後の講演会「カサンドラ症候群(高橋 先生・東

京都文京区)参加者 70 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3か所で実施

(横瀬町・鴻巣市・さいたま市 各1回講演会＋3回講座) 

応援講座指導者養成講座を1か所で実施(さいたま市) 

 

えじそんくらぶ理事会 

第 1 回（4 月 12 日）  第 2 回（6 月 10 日）   第 3 回（1 月 16 日） 第 4 回（1 月 16 日） 第 5 回（3 月 7 日）  

 

日付 活動内容 会場 

5/14 JDDnet 理事会 JDDnet 事務所(港区) 

5/23 
海外産業人材育成協会とベトナムにおける ADHD 支援に関し

て意見交換 
事務所（豊岡） 

5/25 
大人のＡＤＨＤキャンペーン 事前ミーティング(イーライ

リリー、DDAC) 
ホテルモントレ大阪(大阪市) 

5/28 大人のＡＤＨＤキャンペーンにて講演 ＡＰ東京八重洲通り(千代田区) 

6/11 ＴＢＳ電話取材(発達障害について) 事務所（豊岡） 

6/21 ＮＨＫあさいちディレクター ミーティング 事務所（豊岡） 

6/25 大人のＡＤＨＤキャンペーンにて講演 ＡＵＣ－Ａ(札幌市) 

6/30 
「発達障害者への情報保障について」障害者差別解消奨励制

定に向けての検討部会東京都福祉保健局障害者施策推進部 
新宿住友ビル(新宿区) 

7/6 栃木こだわりっこ 「アンガーマネジメント」講演会・懇親会 佐野文化会館小ホール(佐野市) 

7/22 高知 KOSEI 「アンガーマネジメント」講演会・懇親会 県立ふくし交流プラザ(高知市) 

7/24 奈良ポップコーン 「アンガーマネジメント」勉強会・懇親会 リーベル王子(奈良市) 

8/9 はなみずき 「アンガーマネジメント」講演会・懇親会 県南生涯学習センター(土浦市) 

9/29 
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) 

10/8 ＬＤ学会参加 自主シンポ「学童期前の支援」指定討論者 
栃木県総合文化センター(宇都宮

市) 

10/18 慶応大学インターネット新聞取材 東京芸術劇場(豊島区) 

10/18 塩野義製薬 意見交換 塩野義製薬渋谷ビル(渋谷区) 

10/25 入間市保健福祉推進協会 子育て講演会講師「気になる子の 入間市健康福祉センター(入間


