
特定非営利活動法人 湘南ＤＶサポートセンター  

 

 

2011（平成 23）年度 事業実績 

 

 

■カウンセリング、アドボカシー  

2011 年 4 月～2012 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 

2011/12/17 (土) 場所: かながわ女性センター 

2011/12/18 (日) 場所: かながわ女性センター 

2011/12/23 (金) 場所: かながわ女性センター 

 

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

■第３回いじめ防止スクール・バディ・サミット 

2011/12/04 (日)  

 

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

■いじめ防止プログラム指導者養成講座 

2012/01/28 (土) 場所: 財団法人人権教育啓発推進センター 

2012/01/29 (日) 場所: エセナおおた 

2012/02/04 (土) 場所: 財団法人人権教育開発推進センター 

 

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

■いじめ防止プログラム 

 

藤沢市立高浜中学校 

2011/04/18 (月) （全体講演会） 

2011/04/25 (月) （ワークショップ①） 

2011/04/28 (木) （ワークショップ②） 

2011/05/06 (金) （ワークショップ③） 

2011/05/09 (月) （ワークショップ④） 

2011/06/14 (火) （スクール・バディ研修） 

2011/06/15 (水) （スクール・バディ研修） 

2011/06/16 (木) （スクール・バディ研修） 

 

川崎市立南菅中学校 



2011/05/20 (金) （全体講演会） 

2011/05/23 (月) （ワークショップ①） 

2011/05/30 (月) （ワークショップ②） 

2011/06/06 (月) （ワークショップ③） 

2011/06/15 (水) （ワークショップ④） 

2011/06/28 (火) （スクール・バディ研修） 

2011/07/04 (月) （スクール・バディ研修） 

2011/07/08 (金) （スクール・バディ研修） 

2011/07/11 (月) （スクール・バディ研修） 

 

藤沢市立湘洋中学校 

2011/05/26 (木) （全体講演会） 

2011/06/01 (水) （ワークショップ①）－１ 

2011/06/08 (水) （ワークショップ②） 

2011/06/09 (木) （ワークショップ①）－２ 

2011/06/13 (月) （ワークショップ②）－１ 

2011/06/14 (火) （ワークショップ②）－２ 

2011/06/23 (木) （ワークショップ③）－１ 

2011/06/24 (金) （ワークショップ③）－２ 

2011/06/30 (木) （ワークショップ④）－１ 

2011/07/01 (金) （ワークショップ④）－２ 

2011/07/15 (金) （スクール・バディ研修） 

2011/09/13 (火) （スクール・バディ研修） 

2011/09/15 (木) （スクール・バディ研修） 

2011/09/28 (水) （スクール・バディ研修） 

 

藤沢市立大庭中学校 

2011/06/07 (火) （全体講演会） 

2011/06/07 (火) （教員研修） 

2011/06/20 (月) （ワークショップ①） 

2011/06/27 (月) （ワークショップ②） 

2011/07/01 (金) （ワークショップ③） 

2011/07/04 (月) （ワークショップ④）－１ 

2011/07/11 (月) （ワークショップ④）－２ 

2011/11/22 (火) （スクール・バディ研修） 

2011/11/25 (金) （スクール・バディ研修） 

2011/11/28 (月) （スクール・バディ研修） 

2011/12/02 (金) （スクール・バディ研修） 



 

藤沢市立湘南台中学校 

2011/06/08 (水) （全体講演会） 

2011/06/16 (木) （ワークショップ①）－１ 

2011/06/17 (金) （ワークショップ①）－２ 

2011/06/21 (火) （ワークショップ②）―１ 

2011/06/22 (水) （ワークショップ②）―２ 

2011/06/28 (火) （ワークショップ③）－１ 

2011/06/29 (水) （ワークショップ③）－２ 

2011/07/05 (火) （ワークショップ④）－１ 

2011/07/06 (水) （ワークショップ④）－２ 

2011/07/12 (火) （スクール・バディ研修） 

2011/07/13 (水) （スクール・バディ研修） 

2011/07/14 (木) （スクール・バディ研修） 

 

藤沢市立高倉中学校 

2011/09/12 (月) （全体講演会） 

2011/09/22 (木) （ワークショップ①）－１ 

2011/09/27 (火) （ワークショップ①）－２ 

2011/09/29 (木) （ワークショップ②）－１ 

2011/10/04 (火) （ワークショップ②）―２ 

2011/10/05 (水) （ワークショップ③）―１ 

2011/10/12 (水) （ワークショップ③）―２ 

2011/10/13 (木) （ワークショップ④）―１ 

2011/10/17 (月) （ワークショップ④）－２ 

スクール・バディ研修 

 

横須賀市立大楠中学校 

2011/06/10 (金) （教員研修） 

2011/09/26 (月) （全体講演会） 

2011/09/30 (金) （ワークショップ①） 

2011/10/07 (金) （ワークショップ②） 

2011/10/14 (金) （ワークショップ③） 

2011/10/21 (金) （ワークショップ④） 

スクール・バディ研修 

 

藤沢市立村岡小学校 

2011/10/07 (金) （全体講演会） 



2011/10/14 (金) （ワークショップ①） 

2011/10/21 (金) （ワークショップ②） 

2011/10/28 (金) （ワークショップ③） 

 

藤沢市立村岡中学校 

2011/10/20 (木) （全体講演会） 

2011/10/25 (火) （ワークショップ①）―１ 

2011/10/26 (水) （ワークショップ①）―２ 

2011/11/02 (水) （ワークショップ②）―１ 

2011/11/04 (金) （ワークショップ②）―２ 

2011/11/08 (火) （ワークショップ③）―１ 

2011/11/09 (水) （ワークショップ③）―２ 

2011/11/11 (金) （ワークショップ④）－１ 

2011/11/17 (木) （ワークショップ④）－２ 

スクール・バディ研修 

 

藤沢市立片瀬中学校 

2011/10/27 (木) （全体講演会） 

2011/11/11 (金) （ワークショップ①） 

2011/11/18 (金) （ワークショップ②） 

2011/11/25 (金) （ワークショップ③） 

2011/12/05 (月) （ワークショップ④） 

スクール・バディ研修 

 

藤沢市立滝の沢小学校 

2011/11/01 (火) （全体講演会） 

2011/11/08 (火) （ワークショップ①） 

2011/11/22 (火) （ワークショップ②） 

2011/11/30 (水) （ワークショップ③） 

 

世田谷区立桜木中学校 

2011/11/21 (月) （全体講演会） 

2011/11/28 (月) （ワークショップ①） 

2011/12/07 (水) （ワークショップ②） 

2011/12/13 (火) （ワークショップ③） 

2011/12/19 (月) （ワークショップ④） 

スクール・バディ研修 

 



藤沢市立大清水中学校 

2012/01/15 (日) （全体講演会） 

2012/01/17 (火) （ワークショップ①）－１ 

2012/01/20 (金) （ワークショップ①）－２ 

2012/01/26 (木) （ワークショップ②）－１ 

2012/01/27 (金) （ワークショップ②）－２ 

2012/02/06 (月) （ワークショップ③）－１ 

2012/02/07 (火) （ワークショップ③）－２ 

2012/02/13 (月) （ワークショップ④）－１ 

2012/02/14 (火) （ワークショップ④）－２ 

2012/03/02 (金) （スクール・バディ研修） 

2012/03/05 (月) （スクール・バディ研修） 

2012/03/12 (月) （スクール・バディ研修） 

 

藤沢市立御所見中学校 

2012/02/10 (金) （全体講演会） 

2012/02/15 (水) （ワークショップ①） 

2012/02/21 (火) （ワークショップ②） 

2012/03/01 (木) （ワークショップ③） 

2012/03/07 (水) （ワークショップ④） 

スクール・バディ研修 

 

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

■講演、研修会 

2011/06/13 (月) 横浜市立泉ヶ丘中学校 デーティング・バイオレンス防止講座  

2011/06/29 (水) 和光大学 デーティング・バイオレンス防止プログラム 

2011/06/30 (木) 横浜市栄区児童虐待防止研修（第1回目） 

2011/07/06 (水) 文教大学 デーティング・バイオレンス防止講座 

2011/07/19 (火) 大阪府吹田市 ＤＶ研修（対象：吹田市職員） 

2011/07/21 (木) 横浜市栄区児童虐待研修（対象：一般） 

2011/07/28 (木) 東京ウィメンズプラザ デーティング・バイオレンス研修（対象：教員、女性セ ンター職員など） 

2011/08/05 (金) 伊勢原市教育委員会 暴力防止プログラム研修 

2011/08/06 (土) 岡山県岡山市 「暴力を見て育った子どもの心のケアプログラム」ＤＡＰプログラム 

2011/08/07 (日) 岡山県岡山市 「暴力を見て育った子どもの心のケアプログラム」ＤＡＰプログラム 

2011/08/08 (月) 大阪府吹田市 いじめ防止プログラム研修 場所: 大阪府吹田市教育相談センター 

2011/08/10 (水) 伊勢原市役所 デーティング・バイオレンス予防講座 

2011/08/16 (火) 神奈川県立緑園総合高等学校 デーティング・バイオレンス防止講座 教員研修 

2011/08/23 (火) 世田谷区教育委員会 デーティング・バイオレンス予防講座 



2011/08/23 (火) 横浜市栄区 児童虐待防止予防講座「暴力を見て育った子どもの心の傷」 

2011/08/27 (土) 関西大学 デーティング・バイオレンス防止講座  

2011/09/02 (金) 佐賀県男女共同参画課 デーティング・バイオレンス防止講座 

2011/09/09 (金) 静岡県掛川市横須賀高等学校 デーティング・バイオレンス防止講座 

2011/09/14 (水) 栄区 児童虐待防止講座 

2011/10/01 (土) 埼玉県DV防止出前講座 人権講座「DV被害者支援養成講座」DVの家庭で育った子 どもへのケアプログラム 

場所: 越谷市男女共同参画支援センター「ほっと越谷」 

2011/10/19 (水) 朝霞女（ひと）と男（ひと）セミナー 場所: 朝霞中央公民館コミュニティセンター 

2011/10/22 (土) 文教大学学園祭 場所: 文教大学 

2011/10/27 (木) 横浜市立平沼高等学校 デーティング・バイオレンス防止講演会 

2011/10/29 (土) Wリボンプロジェクトin吹田 シンポジウム 場所: 大阪府吹田市 

2011/11/02 (水) 葛飾区主催 人権講座「女性の人権編」 場所: 葛飾区男女平等推進センター 

2011/11/16 (水) 静岡市 それ、恋愛じゃなくてDVかも？ 場所: 静岡市女性会館 あいせる２１ 

2011/11/17 (木) 東洋英和女学院 

2011/11/18 (金) 埼玉県立浦和東高等学校 教員研修 

2011/11/19 (土) 東京ウィメンズプラザ 「束縛されるって本当に幸せ？」～そばにいるあなたに できること～ 

2011/11/20 (日) 岩手県盛岡市 ユースリーダー養成講座 場所: 岩手県盛岡市 男女共同参画センター オデティ 

2011/11/24 (木) 神奈川県立深沢高等学校 NPO見本市  

2011/11/26 (土) 岩手県盛岡市 ユースリーダー養成講座 場所: 岩手県盛岡市 アイーナ 

2011/11/30 (水) 鎌倉女子大学 デーティング・バイオレンス防止講座 

2011/12/01 (木) むさしのヒューマンネットワークセンター ＤＶ研修 場所: 武蔵境施政センター 

2011/12/08 (木) 横浜市立金沢高等学校 デーティング・バイオレンス予防講演会 

2011/12/09 (金) 東京都足立区 デーティング・バイオレンス予防講座 

2011/12/10 (土) 東京都世田谷区 男女共同参画センター 

2011/12/12 (月) 横浜市立横浜商業高等学校 デーティング・バイオレンス予防講演会 

2011/12/14 (水) 東京都立東京農業高等学校 デーティング・バイオレンス防止講座 

2011/12/14 (水) 文教大学 デーティング・バイオレンス予防講座 場所: 文教大学湘南キャパス 

2011/12/15 (木) 東京都立瑞穂農芸高等学校 デーティング・バイオレンス防止講座 

2011/12/16 (金) 東京都あきる野市あきる台高等学校 

2011/12/20 (火) 埼玉県立浦和東高等学校 デーティング・バイオレンス予防研修会 

2011/12/21 (水) 東京都立松原高等学校 デーティング・バイオレンス予防講座 

2011/12/25 (日) ハートｔｏハートinもりおか ストップ・デーティング・バイオレンス 場所: 岩手県盛岡市 アイーナホール 

2012/01/10 (火) 埼玉大学 デーティング・バイオレンス予防講座 

2012/01/12 (木) 横浜市立港北高等学校 デーティング・バイオレンス予防講座 

2012/01/15 (日) 佐賀県男女共同参画課 デーティング・バイオレンス予防講座 

2012/01/17 (火) 横浜市立南高等学校 

2012/01/21 (土) 愛媛県 ＤＶ支援者研修 

2012/01/22 (日) 愛媛県 ＰＴＡ連合会 



2012/02/20 (月) 横浜市立下瀬谷中学校 デーティング・バイオレンス予防講演 

2012/02/22 (水) 横浜市立南瀬谷中学校 デーティング・バイオレンス予防講演 

2012/02/23 (木) 横浜市立瀬谷中学校 デーティング・バイオレンス予防講演 

2012/02/29 (水) 横浜市立原中学校 デーティング・バイオレンス予防講演 

2012/03/06 (火) 横浜市立寺尾中学校 デーティング・バイオレンス予防講演 

2012/03/13 (火) 横浜市立横浜商業高校 デーティング・バイオレンス予防講演 

2012/03/16 (金) 川崎向ケ丘高等学校 デーティング・バイオレンス予防講演 

2012/03/19 (月) 埼玉県立浦和高等学校 デーティング・バイオレンス予防講座 

2012/03/23 (金) 昭和大学 デーティング・バイオレンス予防講演 

 

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

■いじめ防止プログラムファシリテーター定例会 

2011/08/21 (日) （初回）  場所: 藤沢市民活動推進センター 

2011/09/24 (土) （２回目） 場所: 財団法人人権教育啓発推進センター 

2011/10/23 (日) （３回目） 場所: エセナおおた 

2012/01/14 (土) （４回目） 場所：（財）人権教育啓発推進センター 

2012/02/12 (日) （５回目） 場所: 藤沢市市民活動推進センター 

 

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

■ユースリーダー定例会 

2011/08/03 (水) 場所: 藤沢市市民活動推進センター 

2011/10/09 (日) 場所: 藤沢市市民活動推進センター 

2012/01/15 (日) 場所: 藤沢市市民活動推進センター 

2012/03/25 (日) 場所: 藤沢市市民活動推進センター 

 

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

■コンパシートサークル 

2011/11/27 (日) 場所：エセナおおた 

2012/02/25 (土) 場所: エセナおおた 

2012/03/17 (土) 場所: （財）人権教育啓発推進センター 

 

 

 


