
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
支出額

（千円）

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

随時
・冊子頒布
・ブロシュール作成

高松市 一般 1

1月～2月 公開セミナー（◎）（2回） 高松市 一般 91

随時 ＮＰＯ法人取得10周年記念事業（◎）（未実施） 高松市 一般 8

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 42

随時 グリーフカウンセリング（＊） 高松市 一般 200

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 65

毎月 ひまわりミーティング(◎) 高松市 一般 45

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 107

毎週 自殺予防土曜ホットラインかがわ（＊） 高松市 一般 300

9月～10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 203

随時 相談従事者実務者研修（＊） 高松市 相談従事者 53

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～10月
講師派遣：香川県社会福祉協議会主催　傾聴ボラ
ンティア養成講座　5回

県内 一般 56

10月 高松市自殺対策推進会議　書面会議 高松市 一般 3

11月
講師派遣： 高松第2保育所 地域子育て支援セン
ター金子みすゞさんの会

高松市 一般 3

3月
高松市主催　精神保健福祉ネットワーク事業～自
殺未遂者支援関係機関ネットワーク会議～への出
席

高松市 一般 0

3月 講師派遣：愛媛県臨床心理士会 愛媛県 一般 77

会員アンケート調査（調整中）

83

2020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2020年度に有効期間の更新を行い,普及啓発事業，相談事業，技術援助，人材育成，教育研修事
業について継続的に活動している。

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

人材育成事業

注（＊）令和2年度香川県地域自殺対策強化事業,
　（◎）令和元年度テーマ募金（令和2年度事業）（香川県共同募金）による補助事業
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３　事業詳細

公開セミナー

内容 参加者

コロナ禍における様々な喪失
講師
　　認定NPO法人マインドファースト理事長
　　　　　　　　　　　　　　　　島津昌代
　　認定NPO法人グリーフワークかがわ理事長
　　　　　　　　　　　　　　　　杉山洋子

12名

子どもと喪失―絵本を使って―
講師　認定NPO法人グリーフワークかがわ
　　　グリーフカウンセラー　上野美幸
　　　　　　　　　　　　　　ローマ真由子

12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

会員7名非会員
4名

相談事業

参加人数

　延べ人数　　33 　名

参加人数

　延べ人数　　5　　名

人材育成事業

月日 講師 参加者

1 9月24日（木）
上野美幸

ローマ真由子
11名

2 10月1日（木） ローマ真由子 11名

3 10月8日（木） 上野美幸 8名

4 10月15日（木） 池島邦夫 ９名

5 10月22日（木） 夛田敏恭 11名

6 10月29日（木） 池島邦夫 11名

7 11月5日（木）

夛田敏恭
上野美幸

村上美智子
池島邦夫

5名

期間

2020年4月～2021年3月

延べ件数

普及啓発事業

2月21日（日）
14：00～15：30

3　件

会場

1月31日（日）
14：00～15：30

1  件

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

開催日時 会場

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

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

グリーフワーク・デー街頭キャンペーン

3月14日（日）
11：00～13：00

コロナ禍における心の健康に関する特集プログラム～正しい情報で安心した生活を取り戻す～

看取りと喪失

グリーフカウンセラー養成講座・基礎コース

2020年4月～2021年3月 132　件

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

ヘルプラインかがわ電話カウンセリング実施状況

2020年4月～2021年3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

期間

子どものグリーフワーク

2020年4月～2021年3月
高松市男女共同参画センター，GWK相談
室

延べ件数

2020年4月～2021年3月

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

自殺予防

家族の死

会場：高松市サンポートホール　51会議室，63会議室

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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主催 内容 担当者 会場 受講者数

5月25日
講師派遣：傾聴ボランティア養成講座
（高松会場前期）

2名
香川県社会
福祉総合セ

ンター

2名（ビデオ講
習のみ）

6月8日
講師派遣：傾聴ボランティア養成講座
（さぬき市会場）

1名
さぬき市寒

川庁舎
5名

6月30日
講師派遣：傾聴ボランティア養成講座（琴平会
場）

2名 琴平町 5名

10月5日
講師派遣：傾聴ボランティア養成講座
（高松会場　後期）

2名
香川県社会
福祉総合セ

ンター
18名

9月14日
講師派遣：傾聴ボランティア養成講座（三豊会
場）

2名
三豊市役所
豊中庁舎

9名

高松第2保育所 11月9日
講師派遣： 高松第2保育所 地域子育て支援セン
ター金子みすゞさんの会

2名
第2あなぶ
きビル（高

松市）
6名

10月29日
12月14日

提出

高松市自殺対策推進会議　書面会議への回答提出
（高保健第226号令和2年10月8日付への回答）

1名
（書面会

議）
―

高松市
精神保健福祉ネットワーク事業～自殺未遂者支援
関係機関ネットワーク会議～への出席

2名
高松市保健
センター

18名

愛媛県臨床心理
士会

3月7日 講師派遣：愛媛県臨床心理士会研修会 3名
愛媛県愛媛
県生涯学習
センター

48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16回通常総会  

日　時 会　場

２．理事会

日　時 会　場

第144回理事会
4月4日(土)

19:00～20:30

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第145回理事会
4月12日(日)
13:30～15:30

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第146回理事会
5月10日(日)
13:30～15:30

グリーフ
ワークかが
わ相談室

技術援助事業

香川県社会福祉
協議会

議題及び決定事項 出席者数

・2020年度収支予算案に関する事項
・2020年度会計担当に関する事項
・認定NPO法人認定有効期間更新申請の手続きに関する事項
・2020年度（2021年度事業）テーマ募金の申請に関する事項
・2020年度認定カウンセラー資格認定委員の選出に関する事項
・2019年度資格更新者と資格失効者への対応に関する事項
・高松市自殺対策推進会議委員の推薦に関する事項
・NPO法人取得10周年記念シンポジウム第10回実行委員会に関する事項

正会員総数60名中
出席者15名

委任状提出者23名

・2019年度事業報告と収支決算に関する事項
・2020年度収支予算案に関する事項
・2020年度事業計画に関する事項
・2020年度会計担当の求人に関する事項
・第16回社員総会に関する事項
・2019年度共同募金（2020年度事業）テーマ募金助成事業変更申請に関する
　事項
・2020年度共同募金（2021年度事業）テーマ募金助成事業申請に関する事項

理事７名

１．社員総会

理事8名

・2019年度事業報告及び収支決算報告に関する事項
・監査報告
・2020年度事業計画及び収支予算案に関する事項

出席者数
（書面評決者を含む）

6月14日（日）
13：30～14：20

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

理事8名

・2020年度収支予算案に関する事項
・2020年度会計担当に関する事項
・2019年度香川県地域自殺対策強化事業費補助金実績報告に関する事項
・2020年度実務者研修に関する事項
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日　時 会　場

第147回理事会
6月14日(日)
15:30～16:30

高松市男女
共同参画セ

ンター

第148回理事会
7月12日(日)
13:30～15:00

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第149回理事会
8月9日(日)

13:30～16:00

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第150回理事会
9月13日(日)
13:30～16:45

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第151回理事会
10月11日(日)
13:30～16:30

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第152回理事会
11月8日(日)
13:30～15:45

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第153回理事会
11月12日(木)
19:00～21:00

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第154回理事会
12月13日(日)
13:30～16:00

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第155回理事会
1月10日(日)
13:30～15:30

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第156回理事会
2月14日(日)
13:30～15:30

グリーフ
ワークかが
わ相談室

第157回理事会
3月14日(日)
14:00～16:30

グリーフ
ワークかが
わ相談室

理事7名

・会計手続きに関する事項
・2020年度テーマ募金に関する事項
・2020年度公開セミナーに関する事項
・認定カウンセラー認定委員会運営マニュアルの策定に関する事項
・社員アンケート調査に関する事項
・高松市自殺対策推進会議書面会議に関する事項

理事8名
会計担当1名

・2020年度グリーフカウンセラー・基礎コースに関する事項
・ひまわりミーティングの会場に関する事項
・会議の形に関する事項
・NPO法人取得10周年記念事業に関する事項
・新型コロナウイルス感染拡大防止周知に関する事項
・令和２年度香川県自殺対策強化事業交付要綱及び交付申請に関する事項

審議内容
出席者数

（書面評決者を含む）

理事7名
会計担当1名

・2020年度会計担当の業務委託に関する事項
・認定NPO法人有効期間更新に係る現地調査に関する事項
・NPO法人取得10周年記念シンポジウムに関する事項
・2020年度グリーフカウンセラー・基礎コースに関する事項
・第149回理事会開催日程に関する事項

理事7名

理事7名
会計担当1名

理事9名

・理事研修による法人運営の見直しに関する事項
・事務局の住所に関する事項
・認定カウンセラー認定委員会運営マニュアルの策定に関する事項
・NPO法人取得10周年記念事業に関する事項
・2020年度グリーフワーク・デー街頭キャンペーンに関する事項
・ゲートキーパー養成研修に係る技術援助に関する事項

理事8名

・2020年度グリーフカウンセラー・基礎コースに関する事項
・賛助会員会費に関する事項
・会員への報償費に関する事項
・寄付金領収証の様式に関する事項
・新型コロナウイルス感染予防対策に関する事項
・認定カウンセラー登録に関する事項
・会員への情報配信に関する事項
・技術援助事業「愛媛県臨床心理士会からの講師派遣依頼」に関する事項
・自殺予防土曜ホットラインの電話機の不具合に関する事項
・認定更新における指摘事項への回答に関する事項
・ひまわりミーティングに関する事項

・認定NPO法人有効期間更新に係る指摘事項（以下「指摘事項」とする）に
関する事項
・会員への報償費に関する事項
・寄付金領収証の様式に関する事項
・会費納入依頼に関する事項
・管理費のコンサルフィー（顧問料）の計上に関する事項
・新型コロナウイルス感染予防対策に関する事項
・2020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「高松市第2保育所　地域子育て支援センター講師派遣」に
関する事項
・2020年度テーマ募金に関する事項

・2020年度上半期事業報告と会計報告に関する事項
・2020年度認定カウンセラー認定委員会に関する事項
・2020年度公開セミナーに関する事項
・NPO法人取得10周年記念事業に関する事項
・理事研修に関する事項
・2020年度テーマ募金に関する事項
・愛媛県臨床心理士研修会への講師派遣に関する事項
・2021年度香川県地域自殺対策強化事業に関する事項
・高松市自殺対策推進会議の意見聴取に関する事項
・ブロシュール印刷・発送に関する事項

理事8名
会計担当1名

・2020年度公開セミナーに関する事項
・認定カウンセラー認定委員会運営マニュアルの策定に関する事項
・愛媛県臨床心理士会からの講師派遣依頼に関する事項
・2020年度テーマ募金に関する事項
・理事研修に関する事項
・ブロシュール印刷と発送に関する事項
・事業実績の記録に関する事項
・実務者研修の実施に関する事項
・社員アンケート調査に関する事項

理事9名

・会計手続きに関する事項
・認定カウンセラー認定委員会運営マニュアルの策定に関する事項
・社員アンケート調査に関する事項
・2020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

理事8名

・副理事長の交代に関する事項
・2020年度公開セミナーに関する事項
・社員アンケート調査に関する事項
・事業実績の記録に関する事項
・愛媛県臨床心理士会からの講師派遣依頼に関する事項

理事8名
会計担当1名

・2021年度通常総会に関する事項
・2020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
・2021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
・2021年度実務者研修計画に関する事項
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３．その他

相談事業の報告以外の主たる議題 出席者

　　　第90回　   5月17日 講師派遣依頼，カウンセラー研修について 5名

　　　第91回    6月21日 講師派遣依頼，グリーフカウンセラー養成講座 6名

　　　第92回　    7月19日 コロナ感染予防対策 6名

　　　第93回　　  8月16日 自殺予防土曜ホットライン電話相談 5名

　　　第94回　　   9月20日 グリーフカウンセラー資格更新 3名

　　　第95回　    10月18日 相談事業の報告の方法について 4名

　　　第96回　    11月22日
身近な人をなくした方のグループミーフィング
（参加者対応）

4名

　　　第97回　   12月20日
身近な人をなくした方のグループミーフィング
（ファシリテーターの心理教育的関り）

3名

　　　第98回 　   1月17日
ホットラインとヘルプラインとの電話相談に連携
について

4名

　　　第99回 2月21日 グリーフワーク・デー 4名

　　　第100回 3月21日 新任認定カウンセラー紹介，会議運営について 11名

（２）2020年度グリーフカウンセラー養成講座・基礎コース企画会議，講師会

会場

第1回～第2回企画会議：高松市男女共同参画セン
ター
第1回～第3回講師会：高松市男女共同参画セン
ター

開催月日 出席者数

　　　第1回企画会議　　　　　　 6月25日 7名

　　　第2回企画会議　　　　　　　　 7月9日 5名

　　　第１回講師会　　  　　     8月20日 6名

　　　第２回講師会　　          9月3日 6名

　　　第３回講師会　　　　　　 　 9月17日 9名

　　　第４回講師会　　　　  9月24日 8名

　　　第５回講師会　　 10月1日 6名

　　　第６回講師会　　　      　 10月8日 7名

　　　第７回講師会　　　      　 10月15日 7名

　　　第８回講師会　　　      10月22日 6名

　　　第９回講師会　　　      　 10月29日 7名

　　　第 １回準備会　　　　　　     2月26日   会場　NPOグリーフワークかがわ相談室　参加6名

会場
グリーフワークかがわ相談室
第5回のみ　高松市男女共同参画センター

出席者数

7名

7名

6名

2名

6名

5名

　　　2020年度グリーフカウンセラー資格認定面接 1月31日  会場：高松市男女共同参画センター

　　会場:丸亀町レッツカルチャールーム

　　　第３回　12月4日 

　　　2020年度グリーフカウンセラー資格認定面接 2月7日  会場：高松市男女共同参画センター

　　　第４回　12月20日  

　　　第５回　2月7日  　

　　　第６回　2月27日  　 

　　　第２回　10月17日     

（３）グリーフワークデー開催のための準備会

（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。

　　2021年3月14日開催グリーフワークデーに関する準備を行った。

　　相談事業の実施状況の報告を行い，現場での課題について話し合うことと，
　　相談事業の質的向上のために必要な研修を行った。

（１）認定カウンセラー会議

　　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１回　9月26日 
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（５）認定カウンセラー研修

　事前研修 会場 グリーフワークかがわ相談室

講師 村上美智子，西山忠明，池島邦夫，杉山洋子

内容 参加人数

第1回　5月21日 2名

第2回　5月24日 1名

　認定カウンセラー研修

会場 高松市男女共同参画センター

内容（講師） 参加人数

　第1回　6月26日　 自殺予防電話相談　（夛田敏恭） 7名

  第2回　7月24日　　 傾聴研修（青井恵子） 6名

　第3回　8月24日　
グループミーティングの意味と ファシリテーター
の役割（池島邦夫）

7名

　第4回　9月25日　　 自殺予防電話相談　（夛田敏恭） 6名

　第5回　10月26日　　　 グリーフとファシリテイトについて（池島邦夫） 6名

　第6回　11月23日　　
傾聴を基本としたカウンセリングの実技研修（青
井恵子）

5名

　第7回　12月18日　
グリーフワーク，自殺予防の講義と電話相談の
ロールプレイ（夛田敏恭）

5名

　第8回　1月25日　　 ファシリテーター研修（池島邦夫） 6名

　第9回　2月23日　　　
傾聴を基本としたカウンセリングの実技研修（青
井恵子）

6名

グループミーティング担当者研修会 8名

（６）認定カウンセラー勉強会

　認定カウンセラーを対象に文献を利用した勉強会を開催した。

会場：丸亀町レッツカルチャールーム

開催月日 内容（文献） 出席者数

　　第35回 　　 5月17日 5名

　　第36回 7月19日 6名

　　第37回 　　 　8月16日 5名

　　第38回 　　　 9月20日 3名

　　第39回 　　    10月18日 4名

　　第40回　　  　11月22日 4名

　　第41回 　 12月20日 3名

　　第42回 　　  1月17日 4名

　　第43回　 2月21日 4名

　　第44回　　 3月21日 11名

　　場所：グリーフワークかがわ相談室

（８）認定NPO法人認定有効期間更新

有効期間更新申請提出　　4月15日

場所 出席者数

現地調査（第1回）　　　7月1日 GWK相談室 3名

現地調査（第2回）　　　8月3日 GWK相談室 3名

香川県から「認定特定非営利活動法人有効期間更新通知書」（9月9日付）

　　　　　　有効期間：2020年7月28日～2025年7月27日）

ともに悲嘆を生きるグリーフケアの歴史と文化
島薗進　著  朝日新聞出版　朝日選書982

グリーフワークかがわ冊子
喪失と悲嘆のためのガイドブック～暮らしの中の
グリーフワーク～

相談事業オリエンテーション

（７）事務局会議

　認定カウンセラーを対象に研修を行った。

　　理事長と会計担当者による会議を行い，事業報告と収支決算，所轄
　庁への提出物についての内容確認，認定NPO法人更新のための準備を
　行ったものである。

　　4月3日，4月4日，4月5日，4月11日，4月17日，4月19日　

月日

　第10回 3月21日
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（9）NPO法人取得10周年記念事業実行委員会

会場：高松市男女共同参画センター

開催月日 内容 出席者数

第10回　　 6月4日 スケジュール 5名

第11回　 11月19日 開催日程，テーマ 6名

第12回　 1月21日 シンポジスト 5名

第13回　 2月18日 シンポジスト，指定討論者 4名

第14回 3月18日 指定討論，役割分担 6名

（10）関係団体の主催する研修への出席

11月16日　香川県共同募金会　令和2年度テーマ募金参加団体連絡会 1名

2名 （再掲）

（11）技術援助等担当者会議

2月17日　　技術援助事業（愛媛県臨床心理士会研修会）講師会（１） 3名

2月24日　　技術援助事業（愛媛県臨床心理士会研修会）講師会（２） 3名

3月12日　　技術援助事業（ゲートキーパー養成研修　丸亀市新規採用職員研修）担当者会　2名

（12）理事研修

開催日 場所 内容 出席者

6月7日 GWK相談室 認定NPO法人有効期限更新現地調査に係る事項 理事5名

1月29日 GWK相談室

「認定NPO法人としてなすべき運営と会計管理」
　―認定NPO法人有効期間更新審査における指摘事

項をもとに―
講師：塚本秀和公認会計士

理事6名

2月18日　高松市保健センター　精神保健福祉ネットワーク事業
　　　　　～自殺未遂者支援関係機関ネットワーク会議～
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助成金関係 実績報告 

１ 2020年度香川県地域自殺対策強化事業費補助金 実績報告 

補助事業の区分 事業名 事業目的・内容・実施効果 

対面相談事業 面談による個別相談 

「グリーフカウンセ

リング」 

個別面談が必要な過程にある人を対象に予約制による個

別面談を実施し，長く悲嘆の中にあり生活に支障が出てい

る方の面談を行い，個々の実情に応じた適切な相談支援に

よりグリーフワークの促進につなげることができた。 

また関係者や関係機関宛に送り周知するためのブロシュ

ールを作成し，関係機関宛に送付するとともに技術援助と

普及啓発事業の際には事業説明を行った。 

対面型の相談を安心して行えるように新型コロナウイル

ス感染防止対策として，消毒剤，マスク等の準備を整えた。 

面談回数 １回 

実人数   １人 

ブロシュール 2000部作成 

【実施効果】 

実件数は少なくとも，グリーフワークについての専門的な

知識と技術を持った認定グリーフカウンセラーが相談に

応じることで喪失に伴う心の過程に焦点化した理解によ

り支援を行うことができた。 

電話相談事業 

 

 

 

 

予約制による自殺予

防相談電話「ヘルプラ

インかがわ電話カウ

ンセリング」 

 

 

 

 

自殺者遺族，自殺を考えている人やその家族及び関係者，

広く心の危機にある人に対し，予約制方式による電話相談

支援の窓口を準備した。相談室まで赴くことはできないが

電話であれば相談が可能であるという人への支援を行っ

た。周知するためブロシュールを作成し関係機関宛に送付

した。 

相談件数 3 件  

ブロシュール作成 2000部作成 

【実施効果】 

・グリーフワークについての専門的な知識と技術を持った

認定グリーフカウンセラーが実務者研修も重ねているの

だが，相談件数が少なかった。 
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即時直通方式相談電

話 

「自殺予防土曜ホッ

トラインかがわ」 

 

 

 

 

 

 

 

自殺者遺族，自殺を考えている人やその家族及び関係者，

社会的に孤立感を深めている人，広く心の危機にある人に

対し，即時直通方式による電話相談支援を行った。関係者

や関係機関宛に周知するためブロシュールを作成し関係

機関宛に送付するとともに技術援助と普及啓発事業の際

には事業説明を行った。 

相談実施回数 52回 

相談件数    132件 

ブロシュール 4000 部作成 

【実施効果】 

・喪失体験からの心の危機を訴える相談はもとより，孤独

感を訴える事例への対応が多くあった。孤立感が強いこと

は自殺のハイリスク事例と考えられ，そうした事例への対

応は毎週定期的に直通型で相談に応じていることで貢献

できたと考える。 

人材養成事業 

 

 

 

 

 

相談実務者研修 地域社会において心の危機にある人に対して，サポートを

行える人材の確保と技術的な側面の構築は欠かせない。対

面型相談ならびに電話相談実務者の資質向上を目的とし

て事前研修，文献を使用した勉強会，実技としてロールプ

レイを含めた研修を行った。また相談実務を踏まえてグリ

ーフワークに関する普及啓発を行うためセミナー等の講

師となるための人材育成にもつながる研修であった。 

①実務者事前研修 2回 5 月 21日， 5 月 24日 （出席 

受講者 3名 講師 6 名） 

②文献による勉強会  10回  5月17日, 7月 19日， 

8 月 16日，9月 20 日，10月 18 日，11月 22日，12月 20

日，1月 17日，2月 21日，3月 21 日（出席 延べ 49 名）  

③実務者研修  10回 6月 26 日，7月 24日，8月 24 日，

9 月 25日，10月 26日，11月 23 日，12月 18日，1月 25

日，2月 23日，3月 21日（出席 延べ 62名）   

【実績】開催回数  22回 

     参加のべ人数 120名 

【実施効果】 

新任の認定カウンセラーを対象とする研修をはじめ，すべ

ての認定カウンセラーを対象として文献を用いた勉強会

と，ロールプレイなどの演習を中心とした研修など，ニー

ドに応じたプログラムを準備して研修を重ねた。 
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２ 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）共同募金助成事業 実績報告 

「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募金」をテーマとした

募金をもとに事業を行った。 

事業名 事業目的・内容・実施効果 

対面型相談事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

啓発事業 

 

 

１ 喪失を経験した子どもの親・保護者のための グループミーティング 

「ひまわりミーティング」 

２ 身近な人をなくした方のグループミーティング 

 

１「ひまわりミーティング」 

毎月一回（第１日曜日），喪失を経験した子どもを支援する立場に 

ある親，保護者のグループミーティングを行い，子どもたちへの対 

応について話し合いを行った。参加延べ人数は 5名とまだ少ない。 

しかし，親，保護者，支援者が，子どもの喪失体験について語るこ 

とで，親・保護者自身もグリーフワークの過程を歩んでいることに 

気づきを得たこと，支援者の立場での参加で親保護者への対応につ 

いて検討できる場面があった。 

大人たちが自らのグリーフワークに取り組んだり，グリーフワーク 

について学ぶことは，子どものグリーフワークの促進に繋がるとい 

う認識が共有された。とりわけまだ十分に言葉では感情を表現でき 

ない子どもたちの喪失と悲嘆への理解を促すためにはこうしたグ 

ループワークやピアカウンセリングの場は有用であると思われる。 

 

２ 身近な人をなくした方のグループミーティング 

子どもの喪失を支援するためには，関係者にとっても喪失を経験し

支援を必要とする場合が少なくない。毎月一回（第２日曜日），死

別体験者の分かち合いのミーティングの場を開催した。定期的に分

かち合いの場を提供し，延べ 33 名の参加があった。認定グリーフ

カウンセラーがファシリテーターとなり，グリーフワークがその人

のペースで進められることの保証がなされて，安心して自己に向き

合える支援ができた。死別の対象，死因、背景はそれぞれ違っても，

大切な人をなくしたということからピアカウンセリングの場とな

った。 

 

１ 公開セミナー 

２ 子どものグリーフワーク週間とグリーフワーク・デー 

３ NPO 法人取得 10周年記念事業（実行委員会） 
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１ 公開セミナー 

「コロナ禍における心の健康に関する特集プログラム」として 2 回

開催した。 

  第 41回公開セミナー 1月 31日「コロナ禍における様々な喪失」 

  講師：認定 NPO法人マインドファースト 理事長 島津昌代 

     認定 NPO法人グリーフワークかがわ 理事長 杉山洋子 

  参加者 12名 

  第 42回公開セミナー 2月 21日「子どもと喪失―絵本を使って―」 

  講師：認定 NPO法人グリーフワークかがわ グリーフカウンセラー

上野美幸，ローマ真由子 

  参加者 12名 

  参加者との意見交換から，生活の中での具体的な場面での支援につ

いて検討し，心の危機がやがてその後の成長に繋がるという気づき

があった。 

 

２ 子どものグリーフワーク週間とグリーフワーク・デー 

 3月 11日から 16日の子どものグリーフワーク週間について，ホー

ムページ，メルマガ，チラシとアウエアネスリボン（バイオレットリ

ボン）の配布により周知を行い，3 月 14 日には「子どもの声が聞こ

えますか」と書いたパネルを掲げて，ＪＲ高松駅前で街頭キャンペー

ンを行った。詳細は当法人のニュースレターに掲載している。 

 

３ NPO法人取得 10周年記念記念事業 

 NPO 法人を取得して 10 年を迎えたことから，地域でのグリーフワ

ークのネットワークを広げるためのシンポジウムを開催することを

目的に実行委員会を継続して準備を進めている。 

 

 


