
認定特定非営利活動法人グリーフワークかがわ

住　　　 所：高松市東ハゼ町16番地1

電 話 番 号：０９０－６２８８－１０１１

１　事業の成果

２　事業の実施に関する事項 （千円）

実施時期 事　業　内　容 実施場所 受益者 支出金額

毎月
・ニュースレターの発行
・ホームページの運営

高松市 一般 0

随時
・冊子頒布
・ブロシュール作成

高松市 一般 21

11・12・1・
2・3月 公開セミナー（◎） 高松市 一般 389

3月 グリーフワーク・デー（◎） 高松市 一般 75

随時 グリーフカウンセリング（＊） 高松市 対象者 226

毎月
身近な人をなくした方のグループミーティングの開
催（◎）

高松市 対象者 96

11・12・1・
2・3月 ひまわりミーティング(◎) 高松市 対象者 171

随時
ヘルプラインかがわ電話カウンセリングの実施
（＊）

高松市 対象者 111

毎週 自殺予防ホットラインかがわ（＊） 高松市 対象者 286

9月～11月 グリーフカウンセラー養成講座・基礎コースの開催 高松市 受講者 231

随時 相談従事者実務者研修（＊） 高松市 相談従事者 18

１月 グリーフカウンセラーの認定 高松市 申請者 0

8月
講師派遣：高齢者生き生き案内所人材バンク登録者
交流会「きらりんぐ」全体会

県内 受講者 10

9月
香川県ゲートキーパー啓発事業担当会議

高松市 受講者 0

10月
講師派遣：香川県ゲートキーパー普及啓発事業（善
通寺市職員）

県内 受講者 0

1月
講師派遣：香川県ゲートキーパー普及啓発事業（綾
歌町民生委員・児童委員）

県内 受講者 0

2月
講師派遣：香川県ゲートキーパー普及啓発事業（香
川県学校薬剤師）

県内 受講者 0

注　（＊）平成29年度香川県地域自殺対策強化事業、　（◎）平成28年度（29年度事業）共同募金助成による補助事業

３　事業詳細

公開セミナー

内容 参加者

講演：「生き方が逝き方」
　　　上手に生き、上手に逝く　スマートエイジングの

勧め

講師：瀬尾憲正

35名

講演：それぞれのグリーフワーク
講師：西山忠明

19名

講演：『小さな命を想うとき』
　　　～ペリネイタルロスのグリーフを通して～

講師：中里陽子・ローマ真由子
22名

講演：大切なものを失った子どものこころ
講師：上野美幸

22名

講演：葬儀からみるグリーフ
講師：夛田敏恭

20名

技術援助事業

2018/1/14

開催日

2017/11/19

丸亀町レッツ
カルチャールーム

会場

丸亀町レッツ
カルチャールーム

丸亀町レッツ
カルチャールーム

丸亀町レッツ
カルチャールーム

丸亀町レッツ
カルチャールーム

　　　2017年度事業報告書

　2009年のＮＰＯ法人設立後，「地域でグリーフワークを」という目標に向かい各事業に取り組んできた。2015年度
には認定NPO法人を取得した。普及啓発事業，相談事業，技術援助，人材育成，教育研修事業については継続的に展
開してきた。

事　業　名

相談事業

2018/2/18

普及啓発事業

（2017年度は5回実施）

2018/3/18

人材育成事業

2017/12/10
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内容 参加者

テーマ：子どもの声が聞こえますか？ 9名

参加人数

延べ人数　53名

月日 参加者

1 9月14日（木） 9名

2 9月21日（木） 9名

3 9月28日（木） 9名

4 10月5日（木） 9名

5 10月12日（木） 9名

6 10月19日（木） 9名

7 11月2日（木） 7名

月日 参加者

11月5日 0名

12月10日 1名

1月7日 0名

2月4日 1名

3月4日 0名

テーマ募金活動

期間 寄附金合計

2018年1月1日～
3月31日

380,940

４　社員総会及び理事会その他の役員会，担当者会の開催状況

（１）第13回通常総会

日　時 会　場

・2016（平成28）年度事業報告及び収支決算報告に関する事項
・監査報告
・2017（平成29）年度事業計画及び収支予算案に関する事項
・役員選出に関する事項
・定款変更
議決内容：原案に一部加筆と修正を加えることとし，可決された。

身近な人をなくした方のグループミーティングの開催

4件

延べ件数

2017年4月～2018年3月

期間

期間

会場

JR高松駅前広場

会場

丸亀町レッツカルチャールーム

期間 述べ件数

自殺予防土曜ホットラインかがわ実施状況

6月1日（木）
19：00～20：45

高松市総合
福祉会館

グリーフワーク・デーの開催

期間

2018/3/11

期間

自殺・自殺者遺族のケア

末期がん患者の看取りと喪失

2017年4月～2018年3月

子どものグリーフワーク

議題及び決定事項 出席者数

2017年4月～2018年3月 77件

グリーフカウンセラー養成講座・基礎コース

テーマ

喪失体験 悲哀と悲嘆

グリーフワークかがわの事業説明

グリーフカウンセリングの終結・カウンセラー自身の悲哀

35名
（委任状21名を含む）

ヘルプラインかがわ電話カウンセリング実施状況

グリーフカウンセリング（面談による個別相談）

2017年4月～2018年3月

１．社員総会

1件

家族の死

モデル事業「喪失を経験した子どもの親・保護者グループ」ひまわりミーティング

会場

高松市男女共同
参画センター

テーマ

大切な人をなくした子どもの悲しみを支援するための
プロジェクト

会場

高松市
サンポートホール

51会議室

延べ件数

開催

第1回ひまわりミーティング

第2回ひまわりミーティング

第3回ひまわりミーティング

第4回ひまわりミーティング

第5回ひまわりミーティング
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２．理事会

日　時 会　場

第105回理事会
4月9日(日)

13:40～16：30

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第106回理事会
5月14日（日）
13:30～15:50

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第107回理事会
 6月1日（木）
20:50～20:55

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第108回理事会
6月11日（日）
13:30～15:50

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第109回理事会
7月13日（木）
19:00～21:45

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第110回理事会
8月13日（日）
14：00～16:20

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第111回理事会
9月10日（日）
13:30～15:30

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第112回理事会
10月8日（日）
14:00～17:00

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第113回理事会
11月12日（日）
13:30～15:30

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第114回理事会
12月10日（日）
15:00～17:00

丸亀町レッ
ツカル

チャールー
ム

第115回理事会
1月14日（日）
15:00～17:00

丸亀町レッ
ツカル

チャールー
ム

８名

8名

８名

７名

７名

８名

出席者数

（１）開催状況

審議内容

・2017年度役員の役割分担に関する事項
・2017年度グリーフカウンセラー養成講座・基礎コースに関する事項
・モデル事業『喪失を経験した子どもの親・保護者グループ』に関する事項
・グリーフカウンセラー認定委員に関する事項
・認定カウンセラー資格継続に関する事項
・社員の名刺作成に関する事項

・2017年度収支予算案に関する事項
・2017年度通常総会（第13回社員総会）の準備に関する事項
・香川県共同募金テーマ募金に関する事項
・個人情報保護に関する事項
・香川県精神保健福祉センターから依頼の技術援助に関する事項
・冊子改訂に関する事項
・相談室の安全管理に関する事項
・2017年度グリーフカウンセラー養成講座・基礎コースに関する事項

・理事長並びに副理事長選出に関する事項

６名

・認定カウンセラー資格継続に関する事項
・平成29年度共同募金（平成30年度助成事業）テーマ募金に関する事項
・2017年度グリーフワーク・デーに関する事項
・ゲートキーパー啓発事業に関する事項

・2017年度グリーフカウンセラー養成講座・基礎コースに関する事項
・高松市男女共同参画センター登録団体の継続に関する事項
・公開セミナーに関する事項
・モデル事業『喪失を経験した子どもの親・保護者グループ』に関する事項
・事業報告，活動計算書，貸借対照表等のHP掲載に関する事項

・認定カウンセラー資格継続に関する事項
・2017年度グリーフカウンセラー養成講座・基礎コースに関する事項
・高松市男女共同参画センター登録団体の継続に関する事項
・公開セミナーに関する事項
・モデル事業『喪失を経験した子どもの親・保護者グループ』に関する事項
・技術援助事業の執筆依頼に関する事項
・平成29年度共同募金（平成30年度助成事業）テーマ募金に関する事項
・冊子改訂に関する事項
・自殺予防週間に関する事項

・認定カウンセラー資格継続に関する事項
・平成29年度共同募金（平成30年度助成事業）テーマ募金に関する事項
・モデル事業「喪失を経験した子どもの親・保護者グループ」ひまわりミー
ティング第に関する事項
・インターネット管理依頼先に関する事項
・会費未納者への対応に関する事項
・丸亀町カルチャールームを会場とする行事の鍵管理に関する事項
・認定カウンセラーの名刺に関する事項

７名

・認定カウンセラー資格継続に関する事項
・2017年度実務者研修に関する事項
・2017年度グリーフカウンセラー養成講座・基礎コースに関する事項
・公開セミナーに関する事項
・モデル事業『喪失を経験した子どもの親・保護者グループ』に関する事項
・技術援助「香川県ゲートキーパー啓発事業」の講師派遣に関する事項
・冊子改訂に関する事項
・グリーフカウンセラー資格認定委員会に関する事項

７名

７名

・認定カウンセラー資格継続に関する事項
・平成29年度共同募金（平成30年度助成金）テーマ募金に関する事項
・2017年度事業上半期の実施に関する事項
・会費未納者への対応に関する事項

・2017年度収支予算案に関する事項
・2017年度通常総会の準備に関する事項
・事務局体制に関する事項
・2017年度グリーフカウンセラー養成講座・基礎コースに関する事項

・認定カウンセラー資格更新に関する事項
・2017年度グリーフワーク・デーに関する事項
・事務局員確保に関する事項
・冊子「グリーフワークのすすめ」の改訂に関する事項
・2017年度事業報告と2018年度事業計画案に関する事項
・モデル事業「喪失を経験した子どもの親・保護者グループ」ひまわりミー
ティングに関する事項
・認定カウンセラー拡大会議に関する事項

９名
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第116回理事会
2月11日（日）
13:30～16:00

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第117回理事会
3月11日（日）
14:00～16:00

グリーフ
ワークかが
わ相談室

３．その他

　　　（担当者拡大会議）

　　　第１回準備会　　　　　　3月 1日   会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

（６）相談事業実務者研修

　　　第64回認定カウンセラー会議　　2月18日    会場　丸亀町レッツカルチャールーム

・2017年度事業報告と2018年度事業計画案に関する事項
・事務局員確保に関する事項
・2018年度のAIYAシステムへの契約に関する事項
・モデル事業「喪失を経験した子どもの親・保護者グループ」ひまわりミー
ティングに関する事項
・2017年度グリーフカウンセラー拡大会議に関する事項

8名

　　　第55回認定カウンセラー会議　　4月16日    会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　　第56回認定カウンセラー会議　　5月21日    会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　　第57回認定カウンセラー会議　　6月18日    会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　　第58回認定カウンセラー会議　　7月23日    会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　　第59回認定カウンセラー会議　　8月20日    会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　　第60回認定カウンセラー会議　　10月15日   会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　　第61回認定カウンセラー会議　  11月19日   会場　丸亀町レッツカルチャールーム

・2017年度グリーフワーク・デーに関する事項
・事務局員確保に関する事項
・2017年度事業報告と2018年度事業計画案に関する事項
・モデル事業「喪失を経験した子どもの親・保護者グループ」ひまわりミー
ティングに関する事項
・冊子改訂に関する事項
・公開セミナーの広報に関する事項
・「自殺予防土曜ホットラインかがわ」に関する事項

　　相談事業の実施状況を把握し，相談事業の質的向上のために必要な研修を企画するために会議を
　　開催した。

（２）相談担当者会議

　　  第62回認定カウンセラー会議　　12月17日   会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　　第1回講師会　　　　　　　　　6月8日 　  会場　高松市総合福祉会館

　　　第２回認定委員会    12月14日    会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　　　第３回認定委員会    2月 1日     会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　　　認定面接 　         1月19日     会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　　　認定面接 　         1月21日     会場　高松市総合福祉会館

　　　認定面接 　         1月28日     会場　高松市総合福祉会館

（５）グリーフカウンセラー資格認定に関する会議

　　2017年度グリーフカウンセラー養成講座・基礎コース修了者他，グリーフワークかがわ認定
    グリーフカウンセラー資格取得申請者の認定作業を行った。

　　　第１回担当者会議　　         9月 14日　 会場　高松市サンポートホール

　　　第３回担当者会議　　　　　 　9月 28日　 会場　高松市サンポートホール

　　　第４回担当者会議　　         10月 5日 　会場　高松市サンポートホール

　　9月～10月開催の講座のための講師会と担当者会を開催した。

　　　第63回認定カウンセラー会議　　1月21日    会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　　第65回認定カウンセラー会議　　3月18日    会場　丸亀町レッツカルチャールーム

8名

（１）グループミーティング担当者会議

　　ファシリテーターの役割の確認や事例検討を行うために会議を開催した。

　　　第４回担当者会議 　 1月28日　　　会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　　　第５回担当者会議 　 3月25日　　　会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　　　第２回担当者会議　           9月 21日 　会場　高松市サンポートホール

（４）グリーフワークデー開催のための準備会

　　平成29年3月11日開催グリーフワークデーに関する準備を行った。

　　　第５回担当者会議　　　　　　 10月12日　 会場　高松市サンポートホール

　　　第６回担当者会議　　　　　 　10月19日　 会場　高松市サンポートホール

　　　第１回担当者会議　　5月28日  　  会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　　　第２回担当者会議 　 7月23日　　　会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　　　第３回担当者会議 　 9月24日　　　会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　　　第１回認定委員会    8月24日     会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

（３）2016年度グリーフカウンセラー養成講座・基礎コース講師会，担当者会議

　　　第2回講師会　　　　　　　　　8月10日    会場　高松市総合福祉会館

　　　第3回講師会　　　　　　　　　10月26日　 会場　高松市男女共同参画センター
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（７）認定カウンセラー勉強会

　認定カウンセラーを対象に勉強会を開催した。

（８）モデル事業のための企画会議

（１１）冊子改訂版担当者会議

第1回 8月15日 会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

第2回 3月25日 会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

第3回 3月31日 会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

（１０）関係団体の主催する研修への出席

　理事長、副理事長又は理事が出席した。

4月14日　　香川県共同募金会「平成28年度（29年度事業）共同募金助成決定通知書交付式」

5月17日　　香川県共同募金会　平成29年度テーマ募金実施に向けての意見交換・研修会

11月15日 　香川県共同募金会　平成29年度テーマ募金連絡会

9月2日　 　第2回2017高松市男女共同参画市民フェスティバル実行委員会

9月30日　  第3回2017高松市男女共同参画市民フェスティバル実行委員会

10月28日　 第4回2017高松市男女共同参画市民フェスティバル実行委員会

2月24日　　平成29年度高松市男女共同参画センター利用者懇談会・登録団体交流会

2月15日　　香川県自殺対策連絡協議会

2月15日　　精神保健福祉ネットワーク会議

　第2回事務局会議　6月8日　 　　会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　第1回事務局会議　4月20日　　　会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

（９）事務局会議

　　会計担当及び事務局の事業に関する調整を行った。

　　第4回企画会議　　　 6月22日　　  　 会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　　第5回企画会議　　　 7月 6日　　  　 会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　　第6回企画会議　　　 7月27日　　  　 会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　　第7回企画会議　　　 9月 7日　　  　 会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　　第8回企画会議　　　 10月6日　　  　 会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　　第9回企画会議　　　 11月16日 　  　 会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　相談事業に従事するカウンセラーのための実務研修を行った。

　　第 17回勉強会 　　 　1月21日　  　   会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　第 18回勉強会 　　 　2月18日　  　   会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　第5回事務局会議　3月17日　　　会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

「喪失を経験した子どもの親・保護者のためのグループ」に関する企画会議を行った。

　第4回事務局会議　2月8日　　 　会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　　第10回企画会議　　  2月22日 　  　  会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　第6回事務局会議　3月22日　　　会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　第7回事務局会議　3月24日　　　会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　第8回事務局会議　3月24日　　　会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　第3回事務局会議　2月8日　　 　会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　　認定カウンセラー事前研修第1回　4月20日　　  　会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　　認定カウンセラー事前研修第2回　4月30日　  　  会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　　第 12回勉強会 　　 　5月21日　  　   会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　第 13回勉強会 　　 　6月18日　  　   会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　第 14回勉強会 　　 　7月16日　  　   会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　第 15回勉強会 　　 　8月20日　  　   会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　第 16回勉強会 　　 　11月19日   　   会場　丸亀町レッツカルチャールーム
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