
一般社団法人日本お助け隊 主催

一般社団法人日本お助け隊 事務局

メール ： info@rescuetai.com TEL ： 03-626１-4560 FAX ： 03-6800-5514

お申込方法・お問い合わせ

日本お助け隊では月1回のセミナーを通してトラブル回避の啓蒙活動を行っております。
初めての方でもご参加いただけます。お友達をお誘い合わせの上、是非お越し下さい！ 一般社団法人日本お助け隊

代表理事 片町 光晴

日本お助け隊ではWebやFacebookでも情報を公開しております！ 【Web】 http://www.rescuetai.com 【Facebook】 https://www.facebook.com/Torabururesukyutai日本お助け隊ではWebやFacebookでも情報を公開しております！ 【Web】 http://www.rescuetai.com 【Facebook】 https://www.facebook.com/Torabururesukyutai

1973年２月生まれ幼少期から波瀾な人生を送り、両

親の離婚・孤独な幼少期・小３でリストカット・いじめ・
ドラッグ・自殺未遂・15歳で水商売・暴走族・家出・レ
イプ・DV・刺青・離婚・うつ病・生活保護・父親の裏切
りetc、その他数々の経験をする。 2010年から心理学
やスピリチュアルを学び、2012年から自身の経験を
活かし、悩める若者の無料相談をスタート。 2015年
NPO法人若者メンタルサポート協会を設立。ブログ
やFacebookなどで「心が楽になる魔法」としてメッセー

ジを発信しながら、波瀾な生い立ちも赤裸々に公表
し、全国から多くの相談が寄せられている。そして、

自身が発達障害（アスペルガー症候群）を抱え苦し
んだ経験から、発達障害の勉強会や就職支援など
の発達障害アドバイザーとしても積極的に活動中。

お申し込みはメール・FAX・電話にて事務局までご連絡下さい。その際、氏名・電話番号・メールアドレスをお知らせ下さい。

講師プロフィール

岡田 沙織

開会・お助け隊説明１４：００

本日の講義② トラブルレスキュー事例
一般社団法人日本お助け隊 代表理事 片町 光晴

事務局よりご連絡

交流会（相談受付・名刺交換など）１６：００

活動のお知らせ／活動のお願い／Facebookについて
アンケートの回収／記念撮影 など

・発達障害とは？
・発達障害の生きづらさ ・発達障害の困りごと ・発達障害か
な？と思ったら
・発達障害当事者が理解を得るには？ ・家族や支援者が理解

をするには？

本日の講義①

「発達障害って何？〜当事者が語る現実〜」

日 程 ２０１６年７月1７日（日）
１４：００～１７：００（１３：３０ 受付開始）

会 場 ハロー貸し会議室 池袋

豊島区南池袋1-19-12 山の手ビル東館8階
JR「池袋」駅東口 徒歩約５分

当セミナーはお節介隊員限定のセミナーです。
お節介隊員で無い方は、受付にて入隊カードの記入をお願い致します。

NPO法人若者メンタルサ
ポート協会

理事長



日本お助け隊定例セミナー
申込書

FAX番号 ： 03-6800-5514

お節介隊員No
※お持ちの場合

お名前

お名前ふりがな

連絡先
電話番号

連絡先
メールアドレス

ご紹介者
※いらっしゃる場合

その他連絡事項

必要事項を記入し、FAXをお願いします

一般社団法人日本お助け隊 事務局

本申込書により収集した個人情報につきましては、個人情報保護法及び当社団プライバシーポリシーに基づき適切に管理いたします。
お客様の個人情報は、本申し込みを達成するための業務及び社団の連絡以外では一切利用いたしません。

個人情報保護方針は「http://rescuetai.com/privacypolicy.html」でご確認いただけます。
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イプ・DV・刺青・離婚・うつ病・生活保護・父親の裏切
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やスピリチュアルを学び、2012年から自身の経験を
活かし、悩める若者の無料相談をスタート。 2015年
NPO法人若者メンタルサポート協会を設立。ブログ
やFacebookなどで「心が楽になる魔法」としてメッセー

ジを発信しながら、波瀾な生い立ちも赤裸々に公表
し、全国から多くの相談が寄せられている。そして、

自身が発達障害（アスペルガー症候群）を抱え苦し
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