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第 1号議案 2021年度活動報告 

 

２０２１年度活動期間 2021年 4月 1日 ～ 2022年 3月 31日 

 

（１） ＮＰＯ法人えじそんくらぶ会員数 670名（2022年 3月 31日現在）              

会員分布：正会員： 214  名 ・ 準会員： 456  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 コロナのため実施無し 

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 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 13回発行(120号から132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 2回 （5/23,6/20）代議員総会（6/20） 

行政との連携 

 

文科省 発達障害に関するネットワーク推進会議（中止）  

 

その他団体等との連携 
1/29 日本臨床心理士会 ２E講座（講師） 

8/7 日本臨床心理士会 実行機能講座（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 増刷（寄付金） 

(4)成人 ADHD啓発 なし 

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  

2回(8/16茨城ハナミズキ、11/15栃木両毛の会) 

(2)地方の会との懇親会の開

催 

1/17茨城ハナミズキ、 

10/17神奈川 eko オンライン講座 

(3)東京夜間講座の開催 

第 15期後半(4/21・5/26・6/23、延べ 193人) 

第 16 期 （7/21・8/18・9/22・10/20・11/17・12/15、延べ 231

人）第 17期前半（1/26・2/19・3/9 延べ 115人）    

支援者養成 

・教材開発・販

売 

(1) ステップアップ講座の 

開催 

オンライン講座 

参加者 52名スタッフ 2名 

1/22「 発達障害と愛着障害 複雑性 PTSDの理解と支援」

講師: 田中 哲先生 (子どもと家族のメンタルクリニック

やまねこ院長） 

田中哲先生＆ 髙山惠子 対談 

(2)教材開発 なし 

(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 

 

実行機能を理解し効果的な支援法を学びましょう（全２

回） ズームによるオンライン講座（平日昼間）  

第１回 8/28 実行機能とは 参加者 13名  

第２回 12/1ゲーム依存の理解と予防 参加者 12名 
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(2)講演会の実施 総会後の講演会 6/12 「発達障害のある社員への社会生

活および 業務遂行上の配慮について」 講師 箕輪優子氏

（横河電機株式会社人財総務本部国内人財統括センター 

人財開発部採用課）参加者 42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 

3回講座) 9/14・9/28・10/12 応援講座指導者養成講座

を実施(さいたま市)オンライン講座YouTube配信 

 

えじそんくらぶ理事会 

第 1回（5月 11日）  第２回（1月 28日） 

 

高山恵子 

日付 活動内容 会場 

5/2 総会後講演会 講師打ち合わせ（箕輪さん） オンライン 

5/21 静岡県富士市オンライン講座 打ち合わせ（指定寄付） オンライン 

5/23 JDDnet 第１回理事会 オンライン 

6/1 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) 

6/3 エムスリー株式会社 発達障害の現状に関する取材 オンライン 

6/11 国立特別支援教育総合研究所 特別支援教育専門研修講師 オンライン 

6/20 JDDnet 第 2回理事会 オンライン 

6/20 JDDnet 代議員総会 オンライン 

6/22 入間市幼年連絡協議会「大人の発達障害講演会」講師 産業文化センター(入間市) 

7/1 静岡県富士市オンライン講座（指定寄付によるもの） オンライン 

8/25 日本社会事業大学 学生インタビュー オンライン 

8/30 武田製薬株式会社 アプリの開発に関する Web面談  オンライン 

8/31 文部科学省 加藤典子先生対談 小学館（千代田区） 

9/1-

10/15 
埼玉県 親支援講座・指導者養成講座 動画配信 埼玉県発達障害総合支援センター 

9/2 落語家 柳家花緑さんインタビュー 小学館（千代田区） 

9/14 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 

9/17 武田製薬株式会社 アプリの開発に関する Web面談  オンライン 

9/27 入間市教育長と面談 入間市役所 

9/28 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 

10/8 日本社会事業大学 発達障害に関する特別講義 オンライン 

10/12 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 

10/14 入間市教育委員会 打ち合わせ 入間市教育センター(入間市) 

10/19 スポーツ庁 障害者のスポーツに関するインタビュー オンライン 

11/5 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) 

11/16 東洋経済新報社 発達障害の現状と課題に関する取材 オンライン 

11/25 埼玉動画 YouTube収録「子育てストレスを減らすコツ」  埼玉県発達障害総合支援センター 

11/29 入間市校長会研修講師 入間市教育センター(入間市) 

11/29 テラコヤプラス ホームページ作成に関する打ち合わせ オンライン 

12/2 テラコヤプラス 取材 オンライン 

12/8 入間市教育委員会管理職研修講師 入間市教育センター(入間市) 
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12/16 武田製薬株式会社 啓発用サイトに関する Web面談  オンライン 

1/14 
慈恵医大 門田行史先生と中央大学 檀一平太先生 研究に

関する会議 
オンライン 

1/31 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) 

2/5 日本 ADHD学会 似鳥昭雄さんと小枝達也先生 鼎談 フクラシア八重洲（中央区） 

2/19 宮口幸治先生対談 オンライン 

3/29 埼玉県 親支援講座・指導者養成講座 打ち合わせ オンライン 

 

 

岡野栄子 

日付 活動内容 会場 

4/9 小学館取材 オンライン 

 

池嶌裕子 

日付 活動内容 会場 

6/20 JDDnet 代議員総会 オンライン 
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