
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

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

2月 新書籍発行 高松市 一般 293

1月，2月 公開セミナー（◎） 高松市 一般 98

随時 ＮＰＯ法人取得10周年記念事業（◎） 高松市 一般 9

3月
グリーフワーク週間とグリーフワーク・デー街頭
キャンペーン（◎）

高松市 一般 46

随時 グリーフカウンセリング（＊） 高松市 一般 234

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 一般 115

毎月 ひまわりミーティング(◎) 高松市 一般 123

随時 ヘルプラインかがわ電話カウンセリング（＊） 高松市 一般 101

毎週 自殺予防土曜ホットラインかがわ（＊） 高松市 一般 371

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 一般 235

随時 相談従事者実務者研修（＊） 高松市 相談従事者 35

１月～2月 グリーフカウンセラー資格更新 高松市 相談従事者

１月～2月 グリーフカウンセラーの認定 高松市 一般

5月 講師派遣：傾聴ボランティア養成講座（西会場） 三豊市 一般 11

8月
講師派遣：令和元年度自殺予防担当窓口担当者研修
会

高松市 一般 20

9月 講師派遣：傾聴ボランティア養成講座（東会場） さぬき市 一般 10

9月
講師派遣：香川県ゲートキーパー養成研修会（西讃
保健福祉事務所）

観音寺市 一般 10

9月 講師派遣：傾聴ボランティア養成講座（高松会場） 高松市 一般 10

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）

善通寺市 一般 5

10月 講師派遣：介護予防ボランティア養成講座 三豊市 一般 8

1月 講師派遣：宇多津町自殺予防講演会 宇多津町 一般 20

随時 新書籍発行の準備 高松市 一般 0

注（＊）令和元年度香川県地域自殺対策強化事業,（◎）平成30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

人材育成事業

　　　2019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,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
開している。

事　業　名

相談事業

普及啓発事業

技術援助事業

調査研究事業

84
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内容 参加者

もしものときのための「人生会議」 18名

仏教的グリーフワーク～心が私を作り出す～ 18名

内容 参加者

3月11日～3月16日の子どものグリーフワーク週間の
一環として街頭キャンペーンを実施

5名

参加人数

　延べ人数　　　　59　名

参加人数

　延べ人数　　　3　名

月日 参加者

1 9月26日（木） 11名

2 10月3日（木） 10名

3 10月10日（木） 10名

4 10月17日（木） 8名

5 10月24日（木） 9名

6 10月31日（木） 9名

7 11月7日（木） 3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15回通常総会  

日　時 会　場 議題及び決定事項 出席者数

2019年4月～2020年3月  　　　99　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

正会員総数66名中，
出席者16名，委任状

提出者28名

ヘルプラインかがわ電話カウンセリング実施状況

2019年4月～2020年3月

１．社員総会

2020年2月16日（日）

　　0　件

会場

自殺予防

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

開催日 会場

丸亀町カルチャールーム

丸亀町カルチャールーム

JR高松駅前

会場

丸亀町レッツカルチャールーム

期間

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

2019年4月～2020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

2019年4月～2020年3月 高松市男女共同参画センター

延べ件数

末期がん患者の看取りと喪失

高松市
サンポートホール

51会議室

2020年1月19日（日）

　　　10　件

延べ件数

2019年4月～2020年3月

期間

・2018（平成30）年度事業報告及び収支決算報告に関する事項
・監査報告
・2019（平成31）年度事業計画及び収支予算案に関する事項
・役員改選

会場

6月10日（日）
13：30～14：40

高松市男女
共同参画セ

ンター

グリーフワーク・デー街頭キャンペーン

2020年3月15日（日）

会場

グリーフカウンセリング（面談による個別相談）
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２．理事会

日　時 会　場

第132回理事会
4月14日(日)
13:30～15:30

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第133回理事会
5月12日（日）
13:30～16:00

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第134回理事会
 6月9日（日）
14:45～16:30

高松市男女
共同参画セ

ンター

第135回理事会
7月18日（木）
19:00～21:30

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第136回理事会
8月17日（土）
19:00～21:00

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第137回理事会
9月8日（日）
13：30～15:00

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第138回理事会
10月21日（日）
19：00～21:00

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第139回理事会
11月10日（日）
13：30～15:30

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第140回理事会
12月8日（日）
13：30～15:30

グリーフ
ワークかが
わ相談室

・香川県子ども若者孤立化防止支援事業に関する事項
・認定NPO法人更新申請に関する事項
・香川県共同募金会令和元年度テーマ募金（令和2年度事業）に関する事項
・図書購入に関する事項

・会計担当事務局員に関する事項
・2019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
・技術援助事業としての高松市窓口担当職員自殺予防対策研修会（仮称）へ
の
　講師派遣依頼に関する事項
・技術援助事業に関する事項
・NPO法人取得10周年記念事業に関する事項
・2019年度実務者研修に関する事項
・自殺予防土曜ホットラインかがわの事例検討に関する事項
・2019年度高松市男女共同参画フェスティバルに関する事項

・2018年度事業報告と収支決算に関する事項
・2019年度事業計画案に関する事項
・2019年度収支予算案に関する事項
・2019年度会計担当者に関する事項

正会員総数66名中，
出席者16名，委任状

提出者28名

・理事長及び副理事長選出に関する事項
・2019年度役員の役割分担に関する事項
・2019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
・AIYAシステムの再委託に関する事項
・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
・香川県自殺対策相談窓口担当者研修会に関する事項
・「アドバンスコース（仮）」の新設に関する事項

理事７名

理事７名

理事７名

理事8名

理事9名
会計担当1名

・GWK相談室の周知に関する事項
・香川県共同募金会令和元年度テーマ募金（令和2年度事業）に関する事項
・ひまわりミーティング2020年4月の会場に関する事項
・「あゆみ」と「GWKブロシュール」の発足に経緯を明記することに関する事
項
・役員研修の実施に関する事項

・2018年度事業実績と収支決算に関する事項
・2018年度香川県共同募金会テーマ募金の事業報告について
・2019年度収支予算案に関する事項
・2019年度香川県共同募金会テーマ募金に関する事項
・2019年度認定カウンセラー認定委員の選出について
・認定カウンセラー資格更新手続要項に関する事項
・2019年度グリーフカウンセラー養成講座に関する事項

・2019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
・香川県共同募金会令和元年度テーマ募金（令和2年度事業）に関する事項
・NPO法人取得10周年記念事業に関する事項
・2019年度グリーフカウンセラー資格認定に関する事項

・2019年度上半期事業報告と会計報告に関する事項
・会計担当者との契約に関する事項
・一旦講師派遣中止を行った高松市保健センターへの技術援助に関する事項
・NPO法人取得10周年記念事業に関する事項
・2019年度公開セミナーに関する事項
・香川県共同募金会令和元年度テーマ募金（令和2年度事業）に関する事項
・ブロシュール印刷に関する事項
・グリーフワークかがわ相談事業のホームページ掲載事項変更に関する事項

理事8名

・「アドバンスコース（仮称）」に関する事項
・2019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
・技術援助事業に関する事項
・新書籍発行に関する事項
・2019年度香川県共同募金会テーマ募金の事業報告について

理事9名

理事8名
会計担当1名

理事9名

・2018（平成30）年度事業報告及び収支決算報告に関する事項
・監査報告
・2019（平成31）年度事業計画及び収支予算案に関する事項
・役員改選

出席者数

6月10日（日）
13：30～14：40

高松市男女
共同参画セ

ンター

（１）開催状況

審議内容
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第141回理事会
1月12日（日）
13：30～16：00

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第142回理事会
2月9日（日）

13：30～16：00

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第143回理事会
3月8日（日）

13：30～17：00

グリーフ
ワークかが
わ相談室

３．その他

　　　第78回認定カウンセラー会議　　4月21日    会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　　第79回認定カウンセラー会議　　5月19日    会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　　第80回認定カウンセラー会議　　6月16日    会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　　第81回認定カウンセラー会議　　7月21日    会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　　第82回認定カウンセラー会議　　8月25日    会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　　第83回認定カウンセラー会議　　9月15日    会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　　第84回認定カウンセラー会議　　10月20日   会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　　第85回認定カウンセラー会議　　11月17日   会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　　第86回認定カウンセラー会議　　12月15日   会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　　第87回認定カウンセラー会議　　1月19日    会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　　第88回認定カウンセラー会議　　2月16日    会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　　第89回認定カウンセラー会議　　3月15日    会場　丸亀町レッツカルチャールーム

（２）2019 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７回講師会　　　      　 　10月17日　  会場　高松市サンポートホール

　　　第８回講師会　　　      　 　10月24日　  会場　高松市サンポートホール

　　　第９回講師会　　　      　 　10月31日　  会場　高松市サンポートホール

　　　第 １回準備会　　　　　　    3月5日   会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

理事７名

　　　第３回講師会　　　　　　 　　9月13日　   会場 高松市男女共同参画センター

　　　第２回講師会　　           　8月8日 　　 会場　高松市男女共同参画センター

・2020年度通常総会に関する事項
・新書籍発行に関する事項
・退会希望者への対応に関する事項
・情報管理に関する事項
・技術援助事業「社会福祉法人香川県社会福祉協議会主催傾聴ボランティア
養成講座」に関する事項
・2020年度香川県地域自殺対策強化交付金に関する事項
・香川県令和元年度自殺対策強化月間（3月）自殺予防啓発キャンペーンに関
する事項
・会員の活動参加促進について
・GWK認定カウンセラー資格更新申請に関する事項

・2020年度会計担当に関する事項
・2019年度グリーフワーク・デーに関する事項
・認定NPO法人更新手続きに関する事項
・会員の活動参加促進に関する事項
・役員研修に関する事項
・香川県社会福祉協議会主催2020年度傾聴ボランティア養成講座の講師派遣
に関する事項
・NPO法人取得10周年記念事業に関する事項
・2020年度実務者研修に関する事項
・会員への連絡方法に関する事項

　　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。

（１）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。

　　　第４回講師会　　　　         9月26日 　  会場　高松市サンポートホール

理事8名

　　　第５回講師会　　　　　　　　 10月3日　 　会場　高松市サンポートホール

　　　第６回講師会　　　      　 　10月10日　  会場　高松市サンポートホール

　　　第１回講師会　　  　　       7月11日　 　会場　高松市男女共同参画センター

（３）グリーフワークデー開催のための準備会

理事8名

・2019年度末までの事業執行に関する事項
・2019年度グリーフワーク・デー街頭キャンペーンに関する事項
・2020年度補助金申請に関する事項
・香川県障害福祉課自殺予防キャンペーンに関する事項
・香川県共同募金会令和元年度テーマ募金に関する事項

　　2020年3月15日開催グリーフワークデーに関する準備を行った。

　　　第２回認定委員会    8月22日     会場　高松市男女共同参画センター

　　　第2回企画会議　　　　　　　　6月6日      会場　高松市男女共同参画センター

（４）グリーフカウンセラー等資格認定委員会

　　2019年度グリーフカウンセラー等資格更新に関することと，2019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    5月23日     会場　高松市男女共同参画センター

　　　第1回企画会議　　　　　　　　5月16日 　  会場　高松市男女共同参画センター
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      第５回認定委員会    12月20日    会場　グリーフワークかがわ相談室

　　　第６回認定委員会　　1月26日　　 会場  高松市男女共同参画センター   

　　　第７回認定委員会　　2月29日　　 会場　グリーフワークかがわ相談室  

　　　第８回認定委員会　　3月17日　　 会場　グリーフワークかがわ相談室

      第９回認定委員会　　3月28日     会場　グリーフワークかがわ相談室

（５）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　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　グリーフワークかがわ相談室

　　認定カウンセラー実務者研修（第1回）　10月12日　　　会場　グリーフワークかがわ相談室

    認定カウンセラー実務者研修（第2回）　11月10日　　　会場　グリーフワークかがわ相談室

　　認定カウンセラー実務者研修（第3回）　1月8日　　　　会場　高松市男女共同参画センター

（６）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）認定NPO法人認定有効期間更新申請準備

香川県男女参画・県民活動課との協議　11月22日　場所　香川県男女参画・県民活動課

香川県男女参画・県民活動課との協議　3月13日　場所　香川県男女参画・県民活動課

事務作業 1月31日

事務作業 2月8日

事務作業 2月9日

事務作業 2月21日

事務作業 3月1日

事務作業 3月8日

事務作業 3月13日

（９）新書籍発行準備担当者会議

第1回 8月16日 会場　高松市男女共同参画センター

第2回 11月8日 会場　高松市男女共同参画センター

第3回 12月20日 会場　高松市男女共同参画センター

　第11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12回事務局会議 3月28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　4月9日　 　 会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　　第 34回勉強会　　　　3月15日　 　　　会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　第 30回勉強会 　　 　6月16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　8月10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　4月8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　4月21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　5月4日　 　 会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

　　第 32回勉強会 　　 　8月21日　  　   会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　第 33回勉強会 　　 　10月20日　  　  会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　第9回事務局会議　10月19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 11月22日　  会場　NPOグリーフワークかがわ相談室

（７）事務局会議

　第3回事務局会議　4月7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３回認定委員会    9月20日     会場　高松市男女共同参画センター

　　第 31回勉強会 　　 　7月21日　  　   会場　丸亀町レッツカルチャールーム

　　　2019年度グリーフカウンセラー資格認定面接  1月26日  会場　高松市男女共同参画センター

　　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2回事務局会議　4月6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4日　　　会場　NPOグリーフワークかがわ相談室
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（10）NPO法人取得10周年記念事業実行委員会

第1回実行委員会　　8月29日　会場　高松市男女共同参画センター　

第2回実行委員会　　9月19日　会場　高松市男女共同参画センター　

第3回実行委員会　　10月4日　会場　高松市男女共同参画センター　

第4回実行委員会　　10月25日　会場　高松市男女共同参画センター　

第5回実行委員会　　11月21日　会場　高松市男女共同参画センター

第6回実行委員会　　12月16日　会場　高松市男女共同参画センター

第7回実行委員会　　1月16日　　会場　高松市男女共同参画センター

第8回実行委員会　　2月20日　　会場　高松市男女共同参画センター

第9回実行委員会　　3月12日　　会場　高松市男女共同参画センター

（11）関係団体の主催する研修への出席

5月16日　　香川県共同募金会　平成31年度テーマ募金実施に向けての意見交換・研修会

8月31日　　第2回2019高松市男女共同参画市民フェスティバル実行委員会に理事が参加

11月9日　　第4回2019高松市男女共同参画市民フェスティバル実行委員会に理事が参加

11月21日　香川県共同募金会令和元年度テーマ募金参加団体連絡会に理事1名出席

11月27日 令和元年度自殺予防のための対応力向上研修会に理事2名、認定カウンセラー2名出席

12月25日 令和元年度思春期精神保健研修会に理事1名、認定カウンセラー1名出席

（12）技術援助等担当者会議

6月17日　 香川県障害福祉課「令和元年度自殺対策相談窓口担当者研修会」打ち合わせ会に

　　　　　理事1名出席（会場：香川県庁健康福祉部会議室）

8月2日　香川県障害福祉課主催「令和元年度自殺対策相談窓口担当者研修会」講師担当者会議

　　　　　理事3名、認定カウンセラー1名出席　（会場：グリーフワークかがわ相談室）

9月10日　高松市保健センター主催　自殺予防相談従事者（保健師等）技術援助担当者会議（１）

　　　　　理事2名出席（会場：グリーフワークかがわ相談室）

9月13日　高松市保健センター主催　自殺予防相談従事者（保健師等）技術援助担当者会議（２）

　　　　　理事2名出席（会場：グリーフワークかがわ相談室）

11月18日　令和元年度高松市自殺対策推進会議に理事1名出席（会場：高松市防災センター）

12月6日　宇多津町自殺予防講演会担当者会議に理事2名出席　会場　高松市男女共同参画センター

11月23日～12月8日　2019高松市男女共同市民フェスティバルにパネル展で参加

6月23日～6月29日　高松市「男女共同参画週間」にパネル展で参加

6月25日　 （公社）かがわ被害者支援センター主催「被害者支援講演会」に理事が参加

6


