特定非営利活動法人 湘南ＤＶサポートセンター
2012（平成 24）年度

事業実績

■カウンセリング、アドボカシー
2012 年 4 月～2013 年 3 月（DV 被害者・子ども対象）
【湘南ＤＶサポートセンター】

■ユースリーダー養成講座
神奈川県
2012/11/23 (祝金)、2012/11/24 (土)、2012/11/25 (日)

大阪府吹田市
第１回
第2回

2012/06/30 (土）、2012/07/01 (日)、2012/09/30 (日)
2012/12/09 (日)、2012/12/16 (日)

2013/02/05 (火)
デーティング・バイオレンス予防授業をクラスごとに実施（中学生対象）ユースリーダーがアシスタント
2013/03/06 (水)・・・吹田市のNPOとユースリーダーの授業の監修

岩手県盛岡市
2012/11/17 (土) 、2012/11/24 (土)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■第4回

いじめ防止スクール・バディ・サミット

2012/12/02 (日)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■いじめ防止プログラム指導者養成講座
2013/02/07 (木) デービッド・マシューズ講師と事前打合せ
2013/02/09 (土)、2013/02/10 (日)、2013/02/11 (月)
2013/02/12 (火) デービッド・マシューズ講師と打合せ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■いじめ防止教室（１０校）
2012/10/16 (火)

葉山町立葉山中学校

2012/10/23 (火)

小田原市立白山中学

2012/10/31 (水)

伊勢原市立伊勢原中学

2012/11/02 (金)

茅ヶ崎市立浜須賀中学

2012/11/08 (木)

平塚市立神田中学

2012/11/13 (火)

愛川町立愛川中原中学

2012/11/21 (水)

中井町立中井中学

2012/11/30 (金)

横須賀市立衣笠中学

2012/12/03 (月)

厚木市立依知中学

2013/01/22 (火)

横須賀市立野比中学

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■いじめ防止プログラム

藤沢市立高浜中学校
2012/04/12 (木) 【全体講演会】
2012/04/17 (火) （ワークショップ①）
2012/04/23 (月) （ワークショップ②）
2012/05/01 (火) （ワークショップ③）
2012/05/07 (月) （ワークショップ④）

藤沢市立高倉中学校
2012/05/22 (火) 【全体講演会】
2012/05/29 (火) （ワークショップ①）
2012/06/04 (月) （ワークショップ②）
2012/06/14 (木) （ワークショップ③）
2012/06/20 (水) （ワークショップ④）

藤沢市立湘南台中学校
2012/05/29 (火) 【全体講演会】
2012/05/30 (水) （ワークショップ①）
2012/05/31 (木) （ワークショップ①）
2012/06/05 (火) （ワークショップ②）
2012/06/07 (木) （ワークショップ②）
2012/06/19 (火) （ワークショップ③)
2012/06/21 (木) （ワークショップ③）
2012/06/27 (水) （ワークショップ④）
2012/06/28 (木) （ワークショップ④）
2012/07/13 (金)【バディ研修①～④】
2012/07/20 (金)【バディ研修⑤～⑧】

藤沢市立大庭中学校

2012/06/01 (金)【全体講演会】
2012/06/08 (金)（ワークショップ①）
2012/06/15 (金)（ワークショップ②）
2012/06/22 (金)（ワークショップ③）
2012/06/29 (金)（ワークショップ④）
2012/09/26 (水)【バディ研修①～⑤】
2012/09/27 (木)【バディ研修④～⑥】
2012/10/01 (月)【バディ研修⑦～⑧】

藤沢市立片瀬中学校
2012年/06/18

【全体講演会】

2012/06/26 (火) （ワークショップ①）
2012/07/04 (水) （ワークショップ②）
2012/07/06 (金) （ワークショップ②）
2012/07/10 (火) （ワークショップ③）
2012/07/11 (水) （ワークショップ③）
2012/07/17 (火) （ワークショップ④）
2012/07/18 (水) （ワークショップ④）
2012/09/13 (木)【バディ研修打合せ】
2012/11/14 (水)【バディ研修①～③】
2012/11/19 (月)【バディ研修④～⑥】
2012/11/26 (月)【バディ研修⑦～⑧】

藤沢市立天神小学校
2012/09/06 (木)（小学生プログラム説明会）
2013/02/04 (月) 【全体講演会】
2013/02/12 (火) （ワークショップ①）
2013/02/19 (火) （ワークショップ②）
2013/02/25 (月) （ワークショップ③）

世田谷区瀬田中学校
2012/09/10 (月)【全体講演会】
2012/09/24 (月)（ワークショップ①）
2012/10/15 (月)（ワークショップ②）
2012/10/29 (月)（ワークショップ③）
2012/11/05 (月)（ワークショップ④）

2012/12/06 (木) 【バディ研修】
2012/12/07 (金) 【バディ研修】

藤沢市立湘洋中学校
2012/09/12 (水)【全体講演会】
2012/09/13 (木)（ワークショップ①）
2012/09/14 (金)（ワークショップ①）
2012/09/19 (水)（ワークショップ②）
2012/09/20 (木)（ワークショップ②）
2012/09/25 (火)（ワークショップ③）
2012/09/26 (水)（ワークショップ③）
2012/10/01 (月)（ワークショップ④）
2012/10/02 (火)（ワークショップ④）
2012/10/17 (水)【バディ研修①～③】
2012/10/30 (火)【バディ研修④～⑥】
2012/11/07 (水)【バディ研修⑦～⑧】

藤沢市立高谷小学校
2012/09/27 (木)【小学生プログラム説明会】
2012/10/12 (金)【全体講演会】
2012/10/19 (金)（ワークショップ①）
2012/10/26 (金)（ワークショップ②）
2012/11/06 (火)（ワークショップ③）

藤沢市立大清水中学
2012/10/30 (火)（プログラム説明会）
2013/02/02 (土) 【全体講演会】
2013/02/08 (金)（ワークショップ①）
2013/02/14 (木)（ワークショップ②）
2013/02/19 (火)（ワークショップ③）
2013/02/28 (木)（ワークショップ④）
2013/03/11 (月) 【バディ研修】
2013/03/12 (火) 【バディ研修】
2013/03/13 (水) 【バディ研修】

藤沢市立村岡中学校

2012/08/03 (金) （プログラムの説明会）
2012/11/07 (水)【全体講演会】
2012/11/08（木） （ワークショップ①）
2012/11/09 (金) （ワークショップ①）
2012/11/15 (木)（ワークショップ②）
2012/11/16 (金)（ワークショップ②）
2012/11/21（水）（ワークショップ③）
2012/11/22 (木)（ワークショップ③）
2012/11/29 (木)（ワークショップ④）
2012/11/30 (金)（ワークショップ④）
2012/12/14 (金)【バディ研修①～③】
2012/12/18 (火)【バディ研修④～⑥】
2012/12/19 (水)【バディ研修⑦～⑧】

川崎市立南菅中学校
2012/11/09 (金) 【全体講演会】
2012/11/12 (月)（ワークショップ①）
2012/11/19 (月)（ワークショップ②）
2012/11/26 (月)（ワークショップ③）
2012/12/03 (月)（ワークショップ④）

藤沢市立村岡小学校
2012/11/16 (金) 【全体講演会】
2012/11/20 (火) （ワークショップ①）
2012/11/30 (金) （ワークショップ②）
2012/12/06 (木) （ワークショップ③）

藤沢市立御所見中学校
2012/12/25 (火)（プログラム説明会）
2013/02/25 (月) 【全体講演会】
2013/03/04 (月) （ワークショップ①）
2013/03/07 (木) （ワークショップ②）
2013/03/11 (月) （ワークショップ③）
2013/03/18 (月) （ワークショップ④）

世田谷区立桜木中学校

2013/01/09 (水)【全体講演】
2013/01/12 (土)（ワークショップ①）
2013/01/16 (水)（ワークショップ②）
2013/01/23 (水)（ワークショップ③）
2013/01/30 (水)（ワークショップ④）
2013/02/13（水）【バディ研修】
2013/02/14 (木) 【バディ研修】
2013/02/15 (金) 【バディ研修】

世田谷区立北沢中学校
2013/02/01 (金) （ワークショップ①）
2013/02/08 (木) （ワークショップ②）
2013/02/15 (金) （ワークショップ③）
2013/02/22 (金) （ワークショップ④）

豊島区立明豊中学校
2013/02/18 (月) 【いじめ防止講座】
2013/02/20 (水) 【いじめ防止講座】
2013/02/21 (木) 【いじめ防止講座】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■積水ハウス助成
2012/06/25 (月)

宮古第一中学校
【いじめ防止プログラム】

2012/07/03 (火) 【いじめ防止プログラム】
2012/07/09 (月) 【いじめ防止プログラム】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■講演会、研修会
2012/05/25 (金)

東海大学（デーティング・バイオレンス防止講座）

2012/05/28 (月)

学芸大学（デーティング・バイオレンス防止講座）

2012/06/11 (月)

慶応大学（デーティング・バイオレンス防止講座）

2012/07/05 (木)

東洋英和大学（デーティング・バイオレンス防止講座）

2012/07/11 (水)

黒田工業高等学校（デーティング・バイオレンス防止講座）

2012/07/23 (月)

城郷高等学校（デーティング・バイオレンス防止講座）

2012/08/04 (土) 修復的正義といじめ学会

場所: 東洋大学

2012/09/18 (火) 神奈川県社協アドバイザー(逗子市)

2012/10/21 (日) アイランドフェスタ(江ノ島)

場所: 神奈川女性センター

2012/10/22 (月) 慶応大学藤沢キャンパス（デーティング・バイオレンス防止講座）
2012/11/01 (木) 神奈川県社協アドバイザー (逗子市)
2012/11/01 (木)

世田谷区教育員会研修

2012/11/04 (日) 富山県 パープリボンシンポジウム
2012/11/27 (火) 慶応大学藤沢キャンパス 「社会的組織運営」授業
2012/12/01 (土) 吹田市教育委員会対象 【いじめ防止の講演】
2012/12/04 (火) 埼玉大学（デーティング・バイオレンス防止講座）
2012/12/05 (水) ｴﾝﾊﾟﾜﾒﾝﾄかながわ主催 デートDV防止シンポジウム in江ノ島
2012/12/08 (土) 世田谷区立 らぷらす 【イクメンプログラム】
2012/12/10 (月) 東京都立瑞穂農芸高校 （デーティング・バイオレンス防止講座）
2012/12/12 (水) 神奈川大学 （デーティング・バイオレンス防止講座）
2012/12/13 (木) 神奈川社協アドバイザー (逗子市)
2012/12/13 (木) 茅ヶ崎市教育員会研修 【いじめ防止研修会】
2012/12/17 (月) 東京都立調布北高校 （デーティング・バイオレンス防止講座）
2012/12/20 (木) 大和市柏木学園 （デーティング・バイオレンス防止講座）
2013/01/21 (月)

岩手県花巻市 教育委員会保育士 【虐待防止研修会】

2013/01/25 (金) 藤沢市立湘洋中学校 【ＰＴＡ研修】
2013/01/29 (火) 大阪府吹田市 教育委員会 【講演会】
2013/02/01 (金) 鎌倉女子大 （デーティング・バイオレンス防止講座）
2013/02/06 (水) 大阪府吹田市立第二中学校 （デーティング・バイオレンス防止講座）
2013/02/07 (木) 大阪府吹田市 【教頭会研修】
2013/02/13 (水) 茨城県ひたちなか市 支援者研修「ＤＶとこども」
2013/02/16 (土) 埼玉県蕨市 【ＤＶ支援者研修】
2013/02/28 (木) 神奈川県社会福祉協議会 【交流会】
2013/03/05 (火) 神奈川県 社会福祉協議会 【愛川町ボランティアアドバイザー】
2013/03/06 (水) 大阪府吹田市立第五中学校 （デーティング・バイオレンス防止講座）
2013/03/08 (金) 大分県男女共同参画相談員研修 【ＤＶと子ども】
2013/03/15 (金)

神奈川県立城郷高校 【人権研修】

2013/03/19 (火) 東京都東村山高校 （デーティング・バイオレンス防止講座）
2013/03/25 (月)

藤沢市保健所 【自殺予防講座】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■ファシリテーター定例会
2012/04/08 (日)

いじめ防止プログラムファシリテーター定例会（第6回）

2012/06/03 (日) いじめ防止プログラムファシリテーター定例会（第7回）
2012/07/21 (土) いじめ防止プログラムファシリテーター定例会（第8回）

2012/08/02 (木) いじめ防止プログラムファシリテーター定例会（第9回）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■ユースリーダー定例ミーティング
2012/08/25 (土)
2012/09/09 (日)
2012/10/20 (土)
2013/01/12 (土)
2013/02/24 (日)
2013/03/23 (土)
・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■その他
2012/07/08 (日） エセナおおた
2012/05/28 (月)

パルシステム

助成金報告式

2012/10/25 (木) 神奈川県協働事業プレゼン(基金21)
2013/02/10 (土) 藤沢ライフライオンズクラブ

・

プレゼンテーション

寄附金贈呈式

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■視察
2012/08/13 (月) 国立市議ヒアリング
2012/08/23 (木) 長野市議団ヒアリング
2013/0１/17 (木)大韓民国教育庁関係者視察（24名）
2013/01/17 (木) 立川市議会、調布市議会、品川区議会、青梅市議会、稲城議会、府中議会、小平議会、
目黒議会、世田谷議会、西東京市議会、国分寺議会、狛江議会、国立市議会、町田市議
会、高槻市、杉並区議会、議員ヒアリング 【ネットワーク】
2013/01/23 (水)鳥取県境港市議（10名）
2013/02/02 (土) 神奈川県議勉強会 【みんなの党】
京都府議会議員
さいたま市議会議員

（有）東京市民調査会

