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第 1 号議案 2018 年度活動報告 

（１） 2018 年度活動期間 2018 年４月１日 ～ 2019 年３月 31 日 

（２） ＮＰＯ法人えじそんくらぶ会員数 849   名（2019 年３月 31 日現在）              

会員分布：正会員： 277  名 ・ 準会員： 572  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 4/27 1名 2/28 ２名 3/11 ２名 3/22 2名 

カウンセリン

グ 
カウンセリングの実施 

９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 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 18回発行(68号から85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 （5/13,9/23,3/17） 

代議員総会 

行政との連携 

7/27 東京都教育庁 地域教育支援部生涯学習課  

会議参加及びプレゼン 

1/21文科省 平成30年度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 

3/8 埼玉県親支援・指導者養成講座会議 

その他団体等との連携 

1/12 S.E.N.S の会埼玉支部 講演会（講師）・懇親会 

全国 LD 親の会「発達障害がある人の読み書きに関する調

査」協力（検討会出席 2/23 大阪） 

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 4/18 あーささん出版記念講演会 

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(8/22 高知 KOSEI、10/4 埼玉にじいろのタネ、10/31 静

岡 Twinkle、11/17 茨城ハナミズキ、3/15 栃木こだわりっ

こ、3/25 鹿児島あうとりーち) 

(2)地方の会との懇親会の開

催 

6 回(8/22 高知 KOSEI、10/4 埼玉にじいろのタネ、10/31 静

岡 Twinkle、11/17 茨城ハナミズキ、3/15 栃木こだわりっ

こ、3/25 鹿児島あうとりーち) 

(3)東京夜間講座の開催 

12 回、延べ 333 人参加 池袋芸術劇場（東京都豊島区） 

第 10 期後半(4/17・5/15・6/12、延べ 79 人) 

第 11 期 （7/18・8/8・9/18・10/16・11/13・12/11、延べ 157 人）

第 12 期前半（1/22・2/7・3/12、延べ 97 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 53 名スタッフ６名 

10 月 7 日(日) 講座 1 「社会での自立に向けた学生支援

のあり方」講師:末吉彩香先生 (株)Kaien ガクプロ担当）

講座 2 「“性”の視点から考える発達障害がある子の支援」

講師:川上ちひろ先生(岐阜大学医学部 医学教育開発研究

センター助教) 

10 月 8 日(月祝) 講座 3 「 感覚過敏の理解と支援(青年

期編)」講師:高橋智先生 (東京学芸大学教授) 

講座 4  「大学での発達障害のある学生の支援」 

講師:秋元孝城先生 (明星大学発達支援研究センター 研

究員) 

(2)教材開発 ちょこっとチャット 小学校低学年版 

(3)教材販売 ちょこっとチャット、ふれあい囲碁７ 
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学習会等の 

実施 

(1)成人 ADHD 等の学習会 

 

2 回開催 

第一回「TRPG を通した余暇活動・コミュニケーション支

援」加藤浩平先生(東京学芸大学研究員、博士(教育学)) 8

月 19 日(東京都文京区)  参加 24 名 

第二回「女性特有のメンタルヘルスの理解と支援」 

小野陽子先生（NPO 法人女性医療ネットワーク理事・東邦

大学医療センター大森病院 心療内科） 

2 月 26 日（東京都豊島区）   参加者 46 名 

(2)講演会の実施 総会後の講演会「脳科学から学ぶ ADHD ～子育てや支援へ

の効果的活用法」門田行史先生（国際医療福祉大学病院 小

児科・自治医科大学 小児科学・中央大学研究機構）・（東

京都文京区）参加者 78 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2か所で実施(日高

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 19 日）  第２回（5 月 27 日） 第３回（7 月 31 日）   第４回（1 月 30 日）  

 

高山恵子 

日付 活動内容 会場 

4/18 あーささん出版記念講演会 講師 東京芸術劇場（豊島区） 

5/1 NHK バリバラ「アンガーマネジメント」取材・会議 NHK 本社（渋谷区） 

5/3 NHK バリバラ「アンガーマネジメント」取材・会議 NHK 本社（渋谷区） 

5/9 Ohtot(厚生労働省研究会) 厚生労働省(千代田区) 

5/13 JDDnet 理事会 JDDnet 事務所(港区) 

5/26 ＮＨＫバリバラ「２人の怒れる男」収録 ＮＨＫ大阪(大阪市中央区) 

6/4 塩野義製薬 新薬申請に関する会議出席 塩野義製薬東京支店(渋谷区) 

6/7 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) 

6/13 シャイアージャパン 新薬申請に関する会議出席 シャイアー本社（中央区） 

6/18 
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) 

6/29 入間市保幼小中連携接続研修会 講師 入間市産業文化センター(入間市) 

7/27 
東京都教育庁 地域教育支援部生涯学習課会議及びﾌﾟﾚｾﾞ

ﾝ 
東京ｳｨﾒﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ（渋谷区） 

8/22 高知 KOSEI 「発達障害と愛着障害」講演会・懇親会 高知県立ふくし交流プラザ(高知市) 

9/20 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) 

9/23 JDDnet 理事会 JDDnet 事務所(港区) 

10/4 埼玉にじいろのタネ「ストマネ」 講師 入間市産業文化センター(入間市) 

10/20 ＮＰＯ法人全国ＬＤ親の会 第 1 回検討委員会 大阪ドーンセンター(大阪市中央区) 

10/22 えじそんくらぶ 埼玉親支援講座打ち合わせ えじそんくらぶ事務所(入間市) 

10/31 静岡 Twinkle 「発達障害と愛着障害」勉強会、懇親会 掛川美感ホール(掛川市) 

11/6 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) 

11/17 
茨城ハナミズキ 「発達障害と愛着障害」講演会・懇親

会 
県南生涯学習センター(土浦市) 

11/21 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) 

11/22 日々輝事例検討会 日々輝学園東京校 (入間市) 

11/23 日本ＬＤ学会自主シンポ「学童期前の支援」指定討論者 新潟コンベンションセンター(新潟市) 
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12/5 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) 

12/20 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) 

1/12 S.E.N.S の会埼玉支部「発達障害と愛着障害」講演会講師 入間市健康福祉センター(入間市) 

1/17 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) 

1/19 
寄付金による無料講演会「気になる子の特徴理解と育て

方の工夫～アンガーマネジメントを中心に～」 
静岡医療福祉センター(静岡市駿河区) 

1/21 
文科省 平成３０年度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 
霞が関ナレッジスクエア（千代田区） 

1/22 取材「Wedge」 東京芸術劇場（豊島区） 

2/5 入間市 特別支援教育部会 講師 入間市健康福祉センター(入間市) 

2/23 ＮＰＯ法人全国ＬＤ親の会 第 2 回検討委員会 大阪ドーンセンター(大阪市中央区) 

3/8 埼玉県 親支援講座打ち合わせ えじそんくらぶ事務所(入間市)  

3/15 
栃木こだわりっこ 「子どもの能力を伸ばすには！～不注

意・かんしゃく等の対応～ 」講演会・懇親会 
佐野文化会館小ホール(佐野市) 

3/17 JDDnet 理事会 JDDnet 事務所(港区) 

3/24 鹿児島あうとりーち「発達障害と愛着障害」講演会＆懇親会 
県障害者自立交流センターハートピアか

ごしま(鹿児島市) 

 

土橋秀子 

日付 活動内容 会場 

6/30 JDDnet 代議員総会 文京シビックセンター会議室 (文京区) 

10/22 えじそんくらぶ 埼玉親支援講座打ち合わせ えじそんくらぶ事務所（入間市） 

10/30 埼玉県子育て応援講座 講師 日高市子育て総合支援センター(日高市) 

11/13 埼玉県子育て応援講座 講師 日高市子育て総合支援センター(日高市) 

11/27 埼玉県子育て応援講座 講師 日高市子育て総合支援センター(日高市) 

 

長谷川万由美 

日付 活動内容 会場 

11/18 えじそんくらぶの会宇都宮準備会主催講演会出席「脳科学か

ら学ぶ ADHD ～子育てや支援への効果的活用法」門田行史先

生（国際医療福祉大学病院 小児科・自治医科大学 小児科学・

中央大学研究機構）」 

宇都宮大学(宇都宮市) 

 

岡野栄子 

日付 活動内容 会場 

10/10 「発達が気になる子を持つ保護者支援」講演会 いわき市総合保健福祉センター(いわき市) 

11/6 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) 

12/5 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) 

12/20 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 

11/6 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) 

11/21 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) 

12/5 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) 

 


