
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

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 139,040

随時
・冊子頒布
・ブロシュール作成

高松市 一般 99,892

9・10・11・
12・2・3月 公開セミナー（◎） 高松市 一般 424,106

3月 グリーフワークディ（◎） 高松市 一般 111,291

随時 グリーフカウンセリング（＊） 高松市 対象者 203,137

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 106,300

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 97,702

毎週 自殺予防ホットラインかがわ（＊） 高松市 対象者 291,130

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 212,255

随時 相談従事者実務者研修（＊） 高松市 相談従事者 58,253

１月 グリーフカウンセラーの認定 高松市 申請者 3,911

12月 特別養護老人ホーム白山山荘職員研修に講師派遣 三木町 受講者

注　（＊）平成28年度香川県地域自殺対策強化事業、　（◎）平成27年度（28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：グリーフケア　～苦しみをめぐる事柄から～
講師：松浦　信行

17名

講演：子どものグリーフケア
講師：上野　美幸

13名

講演：グリーフケア　～苦しみをめぐる事柄から～
講師：松浦　信行

16名

講演：グリーフとは・・・
講師：夛田敏恭

9名

講演：苦しみ　～舞台にみるハンセン病～
講師：中越　恵美

18名

講演：グリーフワーク
      ～訪問看護師の私が学び、支援者になる時～
講師：林　英里果

14名

講演：子どもたちのたいせつな未来のために
講師：杉山　洋子

11名

普及啓発事業

（2016年度は7回実施）

2016/10/10

技術援助事業

2016/10/23

開催日

2016/9/25

高松市生涯学習センター
まなびCAN

高松市生涯学習センター
まなびCAN

丸亀町商店街
カルチャールーム

会場

高松市男女共同
参画センター

丸亀町商店街
カルチャールーム

　　　2016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

2016/11/6

人材育成事業

2016/12/4

2017/2/25

2017/3/5

丸亀町商店街
カルチャールーム

丸亀町商店街
カルチャールーム
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内容 参加者

テーマ：子どもの声が聞こえますか？ 13名

参加人数

延べ人数　21名

月日 参加者

1 10月6日（木） 13名

2 10月13日（木） 14名

3 10月20日（木） 14名

4 11月10日（木） 14名

5 11月17日（木） 14名

6 11月24日（木） 14名

7 12月1日（木） 8名

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11回通常総会

日　時 会　場

（２）臨時総会

日　時 会　場

４件

延べ件数

身近な人をなくした方のグループミーティングの開催

９件

延べ件数

2016年4月～2017年3月

期間

期間

・監事の選出に関する事項
・役員報酬に関する事項
議決内容：満場一致で、可決された。

32名
（委任状24名を含む）

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

グリーフワークディの開催

期間

2017/3/11

期間

・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
・2015（平成27）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
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。

議題及び決定事項 出席者数

2016年4月～2017年3月 ８１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

議題及び決定事項 出席者数

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

2016年4月～2017年3月

家族の死

子どものグリーフワーク

１．社員総会

5月29日（日）
13：30～15：00

高松市男女
共同参画
センター

9月8日（木）
19：00～19：45

高松市男女
共同参画
センター

会場

丸亀町壱番街前
ドーム広場

会場

高松市男女共同参画センター・
丸亀町商店街カルチャールーム

会場

高松市
サンポートホール

51会議室

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）

2016年4月～2017年3月

自殺・自殺者遺族のケア

末期がん患者の看取りと喪失

32名
（委任状22名を含む）
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２．理事会

日　時 会　場

７名

７名

８名

第93回理事会
4月10日(日)

13:30～16：00

高松市男女
共同参画
センター

（１）開催状況

審議内容

高松市男女
共同参画
センター

高松市男女
共同参画
センター

・グループミーティング会場確保に関する事項
・普及啓発事業「公開セミナー」に関する事項
・新規事業「グリーフワークディ（仮称）」に関する事項
・監事に関する事項

高松市男女
共同参画
センター

・2015年度事業報告、収支決算と監査に関する事項
・2016年事業計画に関する事項
・2016年度収支予算案に関する事項
・香川県共同募金会平成28年度テーマ募金に関する事項
・グループミーティング2016年度計画に関する事項
・ブロシュールの取り扱いに関する事項
・2016年度公開セミナーに関する事項
・2016年度事務局長に関する事項

・2016年度事業計画に関する事項
・2015年度事業報告と収支予算案に関する事項
・第11回総会に関する事項
・香川県共同募金会平成29年度事業助成申請に関する事項
・平成28年度地域自殺対策強化事業費補助金申請に関する事項
・認定カウンセラー研修に関する事項
・香川県共同募金会平成28年度テーマ募金に関する事項

グリーフ
ワークかが
わ相談室

・2017年度香川県自殺対策事業の実施予定に関する事項
・新規事業「グリーフワークディ（仮称）」に関する事項
・ブロシュール増刷に関する事項
・2017年度相談事業コーディネーターに関する事項

第99回理事会
10月9日（日）
13:30～15:30

第97回理事会
8月14日（日）
13:30～15:20

第101回理事会
12月11日（日）
13:30～15:30

第100回理事会
11月13日（日）
13:30～15:30

６名
高松市男女
共同参画
センター

・監事に関する事項
・臨時総会に関する事項
・役員報酬規程に関する事項
・「公開セミナー」に関する事項
・グループミーティング会場に関する事項
・新規事業「グリーフワークディ（仮称）」に関する事項
・冊子増刷に関する事項
・2016男女共同参画市民フェスティバルに関する事項

グリーフ
ワークかが
わ相談室

高松市男女
共同参画
センター

・「公開セミナー」に関する事項
・新規事業「グリーフワークディ（仮称）」に関する事項
・11月以降の活動場所に関する事項
・SNSを活用して情報発信に関すること
・技術援助依頼に関すること

高松市男女
共同参画
センター

・2016年度上半期事業報告並びに収支に関する事項
・新規事業「グリーフワークディ（仮称）」に関する事項
・寄付プロジェクトに関する事項

７名

６名

８名

出席者数

・グループミーティング会場確保に関する事項
・寄付金プロジェクトに関する事項
・2016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
・グリーフカウンセラー認定委員に関する事項
・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
・個別面談のときの対策に関する事項
・認定カウンセラー会議の開催回数に関する事項

第96回理事会
7月14日（木）
19:00～21:00

７名

グリーフ
ワークかが
わ相談室

グリーフ
ワークかが
わ相談室

・2017年度事業計画に関する事項
・2017年度収支予算案に関する事項
・モデル事業「喪失を経験した子どもの親・保護者グループ」に関する事項
・冊子「喪失の危機を克服するためのハンドブック」の改訂に関する事項
・定款変更に関する事項
・事務局体制に関する事項

第94回理事会
5月8日（日）
13:30～17:00

第95回理事会
 6月12日（日）
13:30～15:30

第102回理事会
1月12日（木）
17:00～21:30

・2017年度香川県自殺対策事業の実施予定に関する事項
・2016年度香川県自殺対策事業の上半期の実施状況に関する事項
・新規事業「グリーフワークディ（仮称）」に関する事項
・グリーフカウンセラー認定に関する事項
・公開セミナーに関する事項

6名
第104回理事会
3月12日（日）
13:30～15:30

６名

・2017年度香川県自殺対策事業の実施予定に関する事項
・会員の研修に関する規定に関する事項
・新規事業「グリーフワークディ（仮称）」に関する事項
・事務局体制に関する事項
・共同募金事業に関する事項
・冊子「喪失の危機を克服するためのハンドブック」の改訂に関する事項

７名

・新規事業「グリーフワークディ」に関する事項
・2016年度香川県自殺対策事業の実績見込みに関する事項
・事務局体制に関する事項
・冊子「喪失の危機を克服するためのハンドブック」の改訂に関する事項
・グリーフカウンセラー拡大会議と研修に関する事項
・2017年度定期総会の開催に関する事項
・高松市男女参画センター登録団体に関する事項

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第98回理事会
9月11日（日）
13：30～16:20

６名

第103回理事会
2月12日（日）
13:30～17:00
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３．その他

　　　第２回担当者会議 　 7月24日　　　会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　　　第４３回認定カウンセラー会議　　4月17日    会場　高松市男女共同参画センター

　　　第４４回認定カウンセラー会議　　5月15日    会場　高松市男女共同参画センター

　　　第４５回認定カウンセラー会議　　6月19日    会場　高松市男女共同参画センター

　　　第４６回認定カウンセラー会議　　7月17日    会場　高松市男女共同参画センター

　　　第４７回認定カウンセラー会議　　8月21日    会場　高松市男女共同参画センター

　　　第４８回認定カウンセラー会議　　9月18日    会場　高松市男女共同参画センター

　　　第４９回認定カウンセラー会議　　10月17日   会場　高松市男女共同参画センター

　　　第１回準備会　　　　　　1月 8日   会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　　　第２回準備会　 　　 　　1月26日   会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　　　第３回準備会　 　　 　　2月16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５０回認定カウンセラー会議　　11月20日   会場　丸亀町カルチャールーム

　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。

　　　認定面接 　         1月22日     会場　NPOグリーフワーク相談室

　　　第５２回認定カウンセラー会議　　1月15日    会場　丸亀町カルチャールーム

　　　第１回企画運営（担当者）会議　6月19日   会場　高松市男女共同参画センター

　　9月～11月開催の講座のための講師会と担当者会を開催した。

　　　第５１回認定カウンセラー会議　　12月18日   会場　丸亀町カルチャールーム

      第５３回認定カウンセラー会議　　2月19日    会場　丸亀町カルチャールーム　　　　　　　　　　    

      第５４回認定カウンセラー会議　　3月19日    会場　丸亀町カルチャールーム　　　　　　　　　　    

      第２回企画運営（担当者）会議　7月 7日   会場　高松市男女共同参画センター

　　　（担当者拡大会議）

　　　第２回講師会　　　　　 　    12月 8日　 会場　高松市サンポートホール

　　　第１回講師会　　　　　　　　　8月25日　 会場　高松市男女共同参画センター

　　　第１回担当者会議　　         10月 6日　 会場　高松市サンポートホール

　　　第３回担当者会議　　　　　 　10月20日　 会場　高松市サンポートホール

　　　第４回担当者会議　　         11月10日 　会場　高松市サンポートホール

　　　第３回認定委員会   12月22日     会場　NPOグリーフワーク相談室

　　　認定面接 　         1月15日     会場　NPOグリーフワーク相談室

（５）グリーフカウンセラー資格認定に関する会議

　　　第４回認定委員会    1月26日     会場　NPOグリーフワーク相談室

　　2016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回認定委員会    7月 2日     会場　高松市男女共同参画センター

　　　第２回認定委員会    7月10日     会場　高松市男女共同参画センター

　　　認定面接 　         7月10日     会場　高松市男女共同参画センター

　　　第５回担当者会議 　 1月22日　　　会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　　認定カウンセラー研修第1回　4月24日　　  　会場　NPOグリーフワーク相談室

　　認定カウンセラー研修第2回　4月28日　  　  会場　NPOグリーフワーク相談室

　　認定カウンセラー研修第1回　5月28日　　  　会場　NPOグリーフワーク相談室

　　認定カウンセラー研修第2回　9月29日　  　  会場　NPOグリーフワーク相談室

（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１回担当者会議　　5月22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　           10月13日 　会場　高松市サンポートホール

(４）グリーフワークディ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ィに関する準備を行った。

　　　第５回担当者会議　　　　　　 11月17日　 会場　高松市サンポートホール

　　　第６回担当者会議　　　　　 　11月24日　 会場　高松市サンポートホール

（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

　　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３回企画運営（担当者）会議　7月28日   会場　高松市男女共同参画センター

　　　第３回担当者会議 　 9月25日　　　会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　　　第４回担当者会議 　11月27日　　　会場　NPOグリーフワークかがわ相談室
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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

（９）寄付プロジェクト会議

（１１）関係団体の主催する研修への出席

　副理事長又は理事が出席した。

　　3月10日　　自殺予防に向けたメンタルヘルス向上に関する研究プロジェクト（メンプロ）交流集会　

　　3月25日　　香川県NPO研修

　　第3回企画会議　　　 9月 1日　　  　 会場　高松市男女共同参画センター

　寄付に関するプロジェクト会議を開催した。

（１０）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。

　　3月30日　　　会場　NPOグリーフワーク相談室

　　第1回プロジェクト会議 　　6月30日　   会場　高松市男女共同参画センター

　　第2回プロジェクト会議 　　8月18日　   会場　高松市男女共同参画センター

　　第3回プロジェクト会議 　　9月 8日　   会場　高松市男女共同参画センター

　　第 4回勉強会 　　 　4月17日　  　   会場　高松市男女共同参画センター

　　第 5回勉強会 　　 　5月15日　  　   会場　高松市男女共同参画センター

　　第 6回勉強会 　　 　6月19日　  　   会場　高松市男女共同参画センター

　　第 7回勉強会 　　 　7月17日　  　   会場　高松市男女共同参画センター

　　第 8回勉強会 　　 　9月18日　  　   会場　高松市男女共同参画センター

　　第 9回勉強会 　　  10月17日　  　   会場　高松市男女共同参画センター

　　第10回勉強会 　　  12月18日　  　   会場　丸亀町カルチャールーム

「喪失を経験した子どもの親・保護者グループ(仮称)」に関する企画会議を行った。

　　2月15日　　　会場　NPOグリーフワーク相談室

　　6月18日　　　会場　NPOグリーフワーク相談室

　　第1回企画会議　　　 6月23日　　  　 会場　夛田会館

　　第2回企画会議　　　 7月21日　　  　 会場　高松市男女共同参画センター
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