
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 0

11・12・1・
2・3月 公開セミナー（◎） 高松市 一般 228

3月 グリーフワーク・デー（◎） 高松市 一般 34

随時 グリーフカウンセリング（＊） 高松市 対象者 233

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 98

毎月 ひまわりミーティング(◎) 高松市 対象者 149

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 127

毎週 自殺予防ホットラインかがわ（＊） 高松市 対象者 349

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 214

随時 相談従事者実務者研修（＊） 高松市 相談従事者 31

１月～2月 グリーフカウンセラーの認定 高松市 申請者 0

5月 講師派遣：傾聴ボランティア養成講座（高松会場） 高松市 受講者 7

6月
講師派遣：傾聴ボランティア養成講座（多度津会
場）

多度津町 受講者 7

7月
講師派遣：香川県ゲートキーパー普及啓発事業（香
川県警察学校初任科生，補修科生）

高松市 受講者 6

9月
講師派遣：傾聴ボランティア養成講座（満濃荘会
場）

まんのう町 受講者 7

2月
講師派遣：公益社団法人かがわ被害者支援活動員継
続研修

高松市 受講者 4

2月
講師派遣：香川県ゲートキーパー普及啓発事業（香
川県薬剤師会）

高松市 受講者 6

3月 講師派遣：生活支援ボランティア養成講座 多度津町 受講者 18

3月 策定委員派遣：三豊市自殺対策計画策定委員会 三豊市 受講者 4

随時 新書籍発行の準備 高松市

2月 四国公衆衛生学会 高松市

注（＊）平成30年度香川県地域自殺対策強化事業、（◎）平成29年度テーマ募金（香川県共同募金）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：被災地のグリーフワークとグリーフケア
　　　～できることから始める私の一歩～
講師：溝渕由理

25

講演：在宅での看取り
講師：瀬尾憲正

31

人材育成事業

2018/12/16

　　　2018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

普及啓発事業

（2018年度は5回実施）

開催日 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

技術援助事業

調査研究事業

2018/11/18

1



講演：大切なものを失った子どものこころ
講師：上野美幸

10

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
12

講演：思ったより近くにある死別と喪失感
講師：夛田敏恭

18

内容 参加者

テーマ：子どもの声が聞こえますか？ 6

参加人数

延べ人数　１０　　　　名

参加人数

延べ人数　３　　名

月日 参加者

1 9月27日（木） 13名

2 10月4日（木） 14名

3 10月11日（木） 13名

4 10月18日（木） 13名

5 10月25日（木） 13名

6 11月1日（木） 13名

7 11月8日（木） 12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14回通常総会  

日　時 会　場 議題及び決定事項 出席者数

2018年4月～2019年3月  137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

2019/3/3

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

38名
（委任状23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

2018年4月～2019年3月

１．社員総会

　6件

会場

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

丸亀町レッツ
カルチャールーム

JR高松駅前

会場

丸亀町レッツカルチャールーム

2019/1/20

期間

丸亀町レッツ
カルチャールーム

期間

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

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

2018年4月～2019年3月

家族の死

身近な人をなくした方のグループミーティングの開催

期間

子どものグリーフワーク

2018年4月～2019年3月 高松市男女共同参画センター

延べ件数

8件

延べ件数

2018年4月～2019年3月

期間

・2017（平成29）年度事業報告及び収支決算報告に関する事項
・監査報告
・2018（平成30）年度事業計画及び収支予算案に関する事項
・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。

会場

6月10日（日）
13：30～14：40

丸亀町レッ
ツ

カルチャー
ルーム

2019/2/17

グリーフワーク・デーの開催

2019/3/10

丸亀町レッツ
カルチャールーム

会場

グリーフカウンセリング（面談による個別相談）

高松市
サンポートホール

51会議室
52会議室
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２．理事会

日　時 会　場

第118回理事会
4月8日(日)

13:30～15:30

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第119回理事会
5月13日（日）
13:30～15:30

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第120回理事会
 6月10日（日）
15:00～16:00

丸亀町レッ
ツ

カルチャー
ルーム

第121回理事会
7月12日（木）
19:00～21:00

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第122回理事会
8月12日（日）
13:30～15:30

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第123回理事会
9月9日（日）
13：30～15:00

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第124回理事会
10月14日（日）
13:45～15:45

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第125回理事会
11月11日（日）
13:40～15:45

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第126回理事会
11月28日（水）
18:30～19:45

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第127回理事会
12月9日（日）
13:40～15:45

高松市男女
共同参画セ

ンター

第128回理事会
12月22日（土）
19:00～20:30

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第129回理事会
1月13日（日）
14:00～17:30

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第130回理事会
2月10日（日）
13:30～15:30

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第131回理事会
3月10日（日）
14:00～16:00

グリーフ
ワークかが
わ相談室

理事9名
会計担当者1名

・2018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
・会計担当との雇用契約に関する事項・新冊子発行に関する事項
・ブロシュールの発送に関する事項
・自殺予防週間に係る活動に関する事項
・2018年度グリーフカウンセラー認定委員会に関する事項
・2018年度公開セミナーに関する事項
・ひまわりミーティングのチラシ（下半期）の印刷に関する事項
・2018高松市男女共同参画市民フェスティバルに関する事項
・会計専用のパソコン購入に関する事項

理事8名
会員1名

７名

8名

・ラジオ放送での発言内容に関する事項
・新書籍の頒布に関する事項

8名

・ラジオ放送での発言内容に関する事項
・技術援助事業（ゲートキーパー普及啓発事業）に関する事項

・2018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
・三豊市自殺対策計画策定委員会委員選出依頼に関する事項
・ブロシュールの発送に関する事項
・自殺予防週間に係る活動に関する事項
・会計担当の引継ぎに関する事項

・2017年度事業報告と収支決算に関する事項
・2018年度事業計画と収支予算案に関する事項
・平成30年度（平成31年度事業）香川県共同募金会テーマ募金に関する
　事項
・冊子の発行に関する事項
・「ゲートキーパー普及啓発事業」への技術援助に関する事項

・2018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
・公益社団法人かがわ被害者支援センターへの技術援助に関する事項
・四国公衆衛生学会への演題応募に関する事項
・三豊市自殺対策計画策定委員会委員選出依頼に関する事項

７名

７名

７名

8名

9名

理事8名
会計担当者2名

・2018年度上半期会計報告に関する事項
・2019年度香川県地域自殺対策強化事業に関する事項
・認定カウンセラーの資格更新に関する事項
・丸亀町カルチャールームの使用料に関する事項
・バリア―フリーの会場確保に関する事項
・新書籍発行に関する事項
・平成30年度香川県共同募金会助成事業テーマ募金に関する事項
・セミナー等での講師育成に関する事項
・NPO法人設立10周年記念行事に関する事項・会計業務に関する事項

・2017年度事業報告と2018年度事業計画案に関する事項
・筑波大学大学院生からの研究協力依頼に関する事項

・ラジオ放送での発言内容に関する事項
・講師派遣依頼（技術援助事業）に関する事項
・NPO法人設立10周年記念行事に関する事項
・会計業務に関する事項

・会計担当との雇用契約に関する事項
・2018年度公開セミナーに関する事項
・2018年度テーマ募金（2019年度事業）に関する事項
・セミナー等での講師育成及び講演内容のメニュー作りに関する事項
・認定カウンセラーとの雇用契約に関する事項

・2018年度上半期事業報告と会計報告に関する事項
・会計担当との委託契約に関する事項
・2018年度公開セミナーに関する事項
・「特定非営利活動法人グリーフワークかがわ出張旅費規程」に関する事項
・「グリーフカウンセラー資格認定規則」「ヘルプライン資格認定規則」に
関する事項
・丸亀町カルチャールームの使用料に関する事項・バリア―フリーの会場確
保に関する事項

・ラジオ放送での発言内容に関する事項
・2018年度末から2019年度総会までのスケジュールに関する事項
・2018年度香川県地域自殺対策強化事業に関する事項
・認定グリーフカウンセラー資格更新制度に関する事項
・NPOマネジメント講座と講師と地元NPO団体との意見交換に関する事項
・平成30年度香川県自殺対策強化月間（3月）自殺予防キャンペーンに関する
事項

・2018年度事業実績と収支決算の見込みに関する事項
・2018年度テーマ募金に関する事項
・ラジオ放送での発言内容に関する議事録の表記に関する事項
・新書籍に関する事項
・事務局作業の分担について

8名

9名

・2018年度事業実績と収支決算の見込みに関する事項
・2019年度事業計画と収支予算案に関する事項
・2019年度通常総会に関する事項
・グリーフワーク・デーに関する事項
・認定カウンセラー拡大会議に関する事項
・実務者事前研修に関する事項

７名

出席者数

（１）開催状況

審議内容
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３．その他

　　　第66回認定カウンセラー会議　　4月15日    会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　　第67回認定カウンセラー会議　　5月20日    会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　　第68回認定カウンセラー会議　　6月17日    会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　　第69回認定カウンセラー会議　　7月15日    会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　　第70回認定カウンセラー会議　　8月19日    会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　　第71回認定カウンセラー会議　　9月16日    会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　　第72回認定カウンセラー会議　  10月21日   会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　  第73回認定カウンセラー会議　　11月18日   会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　　第74回認定カウンセラー会議　　12月16日   会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　　第75回認定カウンセラー会議　　1月20日    会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　　第76回認定カウンセラー会議　　2月17日　　会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　　第77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

　　　（担当者拡大会議）

（３）2018 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１回準備会　　　　　　2月13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

　　認定カウンセラー事前研修第1回　4月26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29日　  　  会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　　スーパービジョン　　　　　　　3月6日　　　　　会場　高松市男女共同参画センター

　　スーパービジョン　　　　　　　3月13日　　 　　会場　高松市男女共同参画センター

（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。

　　　第１回認定委員会    9月13日     会場　グリーフワークかがわ相談室

　　第 21回勉強会 　　 　6月17日　  　   会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　第 22回勉強会 　　 　7月15日　  　   会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　　第３回担当者会議　　　　　 　10月18日　  会場　高松市サンポートホール

　　　第２回担当者会議　           10月4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

　　2019年3月10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　　　　　　 11月1日　 　会場　高松市サンポートホール

　　　第６回担当者会議　　　　　 　11月8日　 　会場　高松市サンポートホール

　　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

　　9月～10月開催の講座のための企画会議と担当者会を開催した。

（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と研修を開催した。

　　　第４回担当者会議　　         10月25日 　 会場　高松市サンポートホール

　　第 19回勉強会 　　 　4月19日　  　   会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　　第１回担当者会議　　5月27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 　 3月23日　　　会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　　第 20回勉強会 　　 　5月20日　  　   会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　　第2回企画会議　　　　　　　　8月19日     会場　高松市男女共同参画センター

　　　第1回企画会議　　　　　　　　6月28日 　  会場　高松市男女共同参画センター

　　　第２回認定委員会    12月13日    会場　グリーフワークかがわ相談室

　　　第３回認定委員会    2月 7日     会場　グリーフワークかがわ相談室

　　　認定面接 　         1月27日     会場　高松市男女共同参画センター

　　　認定面接 　         2月3日      会場　高松市男女共同参画センター

（５）グリーフカウンセラー資格認定に関する会議

　　2018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。

　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１回担当者会議　　         9月27日　 　会場　高松市サンポートホール
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（１１）冊子改訂版担当者会議

第1回 8月4日 会場　グリーフワークかがわ相談室

第2回 12月9日 会場　グリーフワークかがわ相談室

第3回 12月15日 会場　グリーフワークかがわ相談室

第4回 2月22日 会場　高松市男女共同参画センター

（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。

5月9日　　香川県共同募金会　平成30年度テーマ募金実施に向けての意見交換・研修会

7月21日　 第1回2018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1日　  第2回2018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29日　 第3回2018高松市男女共同参画市民フェスティバル実行委員会

11月23日～12月2日　2018高松市男女共同市民フェスティバルにパネル展で参加

2月21日　　高松市自殺対策推進会議

　第12回事務局会議　3月21日　　会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　第13回事務局会議　3月23日　　会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　　第 25回勉強会 　　 　11月18日　  　  会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　第 26回勉強会 　　 　12月16日　  　  会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　第 27回勉強会 　　 　1月20日　  　   会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　第 28回勉強会 　　 　2月17日　  　   会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　第8回事務局会議　2月23日　　 会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　第4回事務局会議　8月29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　10月7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　1月29日　　 会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　第5回事務局会議　9月16日　　 会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　　第 29回勉強会 　　 　3月17日　  　   会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　第 23回勉強会 　　 　8月19日   　    会場　丸亀町レッツカルチャールーム

9月6日　　香川県自殺対策連絡協議会

11月9日　 第2回三豊市自殺対策計画策定委員会

　第9回事務局会議　2月26日　　 会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　　会計担当及び事務局の事業に関する調整を行った。

　　第 24回勉強会 　　 　9月16日　  　   会場　丸亀町レッツカルチャールーム

3月23日　平成30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

　第14回事務局会議　3月29日　　会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　第15回事務局会議　3月30日　　会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　第16回事務局会議　3月31日　　会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　第10回事務局会議　3月2日 　　会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　第11回事務局会議　3月16日　　会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

3月12日　  第4回三豊市自殺対策計画策定委員会

　第2回事務局会議　6月17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　6月9日　　　会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

8月2日　　三豊市自殺対策計画策定委員会

8月20日　 高松市自殺対策推進会議

（8）事務局会議

　第3回事務局会議　7月10日　　 会場　NPOグリーフワークかがわ相談室
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