春期研修会のご案内
研修内容 （要旨は裏面）

平成３１年３月２３日（土） １０：００～１３：００

これまで 38 年カウンセラーを続けて
カウンセラーを続けてきて、
けてきて、この頃わかってきたこと
この頃わかってきたこと
―自分のカウンセリングを見出すまでのプロセスを語る
―自分のカウンセリングを見出すまでのプロセスを語る―
カウンセリングを見出すまでのプロセスを語る―
村瀬カウンセリングルーム 村瀬 旻 先生

平成３１年３月２３日（土） １４：００～１７：００

「予防」に目を向けた家族カウンセリングを考える
―親子、夫婦、嫁姑を笑顔でつなぐために―
Ｃ．Ｈ．Ｒ．研究所 所長
小山田 治子 先生

平成３１年３月２４日（日） １０：００～１７：００

夫婦がいきいきと働くための家庭づくり、職場づくり
夫婦がいきいきと働くための家庭づくり、職場づくり
―働く人たちを支援するスキルを考える―
働く人たちを支援するスキルを考える―
公益財団法人日本生産性本部 メンタル・ヘルス研究所 特別研究員 根本 忠一 先生
本研修は、家族心理士・家族相談士の継続研修実績（3 時間１P)の対象となります。

●会

場

日本女子大学教育文化振興 桜楓会桜楓２号館 ４階ホール
文京区目白台１－１６－７ TEL.０３－３９４２－６０９０

●定

員

１００名

●申込み
締切り

３月１５日（金
月１５日（金）
日（金

● 参加費

締切り前の振込（税込） 締切り後の振込（税込）

一日のみ参加（税込）

協会員

１９，４４０円

２０，５２０円

各日 １０，８００円

一 般

２３，７６０円

２４，８４０円

各日 １２，９６０円

※日本家族心理学会会員、学生、院生は会員と同額にします

ＮＰＯ法人 日本家族カウンセリング協会
東京都杉並区梅里 2-40-16 ビラージュ白井 7F
TEL) 03-3316-1955 FAX) 03-3316-1956 URL) http://www.j-f-c-a.org
本研修会は(一社)家族心理士・家族相談士資格認定機構が定める継続研修実績※ の対象となりますので、有資格者の方全員に案内しております。
※
継続研修実績評価細則第２条(2) b.ワークショップ・研修会（受講者：3 時間につき 1P）

プログラムの内容
■３月２
３月２３
３月２３日（土） 10:00～
10:00～13:00

こ れま で 3 8 年カ ウンセ ラー を続け てき て、こ の頃 わかっ てき たこと
―自分のカウンセリングを見出すまでのプロセスを語る―
村瀬 旻 （むらせ あきら） 先生
画家 中川一政の言葉に「人のパレットは自分のパレットにならぬ。人の技法は自分の技法にならない。それがわかるまで何年時間を浪
費したであろうか。」とあります。私は中年から心理臨床の世界に身をおいてカウンセリングの仕事をしてきましたが、その間「自分のパレッ
ト」を持つことに苦慮してきました。これはカウンセラーとして日々努力している人たちが誰しも経験することではないでしょうか。この講座では、
私自身がカウンセリングの実践の中から考え、気づいたことをありのままにお話して、同業の方々のご参考に供したいと思います。
《プロフィール》 1940 年生れ。2011 年秋から村瀬カウンセリングルーム開業（http://www.murase-counselroom.com）。慶應義塾大
学名誉教授、臨床心理士、日本カウンセリング学会認定スーパーバイザー。カウンセリングは、慶應義塾大学（日吉）で学生相談室カ
ウンセラー、その後に立正大学心理臨床センターで指導相談員（カウンセラー）を務めた。2002～2013 年に朝日カルチャーセンターで、
杉溪一言先生が主宰する「カウンセリング講座」を講師として担当した。

■３月２３
３月２３日（土）
３月２３日（土） 14:00
14:00～
:00～17:00
17:00

「 予防 」に目 を向 けた家 族カ ウンセ リン グを考 える
小山田 治子 （おやまだ はるこ）
はるこ） 先生

―親子、夫婦、嫁姑を笑顔でつなぐために―

私は専業主婦の経験を経て人材教育の仕事につく機会を得、女子社員の教育や企業・官公庁の管理者研修を担当してきました。そ
の間交流分析や家族カウンセリングを学んで、いろいろな対人関係のトラブルや葛藤の奥には、育ってきた環境としての家庭・家族の課
題があることに思い至り、予防教育こそが私の使命であると思うようになりました。この講座では、保育士や管理者の研修における私の経
験を話し、ご参加の皆様とともに、問題の予防に生かす家族カウンセリングの道を考えてみたいと思います。
《プロフィール》 C.H.R.研究所所長、日本産業カウンセリング学会理事。産業能率大学総合研究所兼任講師。NPO 法人心の笑顔
エアポートセンター理事長、日本交流分析学会評議員、朝日カルチャーセンター「カウンセリング講座」講師を歴任し、多年に亙って保
育・子育て支援、官公庁等各種団体の管理職研修の講師として活動している。家族心理士、日本カウンセリング学会認定カウンセラ
ー、シニア産業カウンセラー。 著書：*『子どもの瞳が輝くために～母親目線の子育て論～』カナリア書房、*『笑顔は心のオアシス』
著書：

■３月２４
３月２４日（日）
３月２４日（日）

夫 婦が いきい きと 働くた めの 家庭づ くり 、職場 づく り
根本 忠一 （ねもと ただいち）
ただいち） 先生

―働く人たちを支援するスキルを考える―

女性活躍推進が取り沙汰され共働き世帯が 6 割を占める中、働くかたちに家族のあり方が少なからず影響されています。そのなかで夫
婦の新たな関係性を模索する時を迎えているといっても過言ではありません。夫婦が互いの仕事の悩みや課題にどうかかわるのか、はたし
て家庭と職場をどうつないで考えるのか、家族療法的アプローチは職場の問題解決に力を発揮できるのか、これまでの産業界での取り組
みを紹介しながら、家族カウンセリングの新たな価値をともに考える研修にしたいと考えております。
《プロフィール》 元文部科学省うつ病研究会委員、日本産業カウンセリング学会理事、一般社団法人産業保健法学研究会理事、
シニア産業カウンセラー、日本家族カウンセリング協会理事。民間企業を経て、（財）日本生産性本部入職。メンタル・ヘルス研究所で
産業人のメンタルヘルス研究に従事。調査分析とともに講演や執筆活動も行う。2000 年、エッセイ「心の医療を託す人」で第 13 回ＧＥ
横河メディカル Essay コンテスト審査員特別賞受賞、2002 年、論文「いのちに資する労働組合運動のために」でゼンセン同盟第 5 回
山田精吾顕彰会論文コンテスト入賞、2012 年、論文「メンタル・ヘルスの指標を用いた組織活性化の試み」(2011)で全日本能率連
盟賞受賞。 著書：
著書：*『今を生き抜く 幸せに働き、喜んで生きるための 36 章』コープ出版
・プロフィール中の著書名に＊がついたものを当日頒布します

□ 申込み方法 参加費のお支払いをもって申込みとします。
同送の振込用紙、または郵便局備え付けの振込
用紙にて下記の必要事項を記入のうえ、参加費を
お振込みください。
※ 通信欄に ① 参加日 ②お弁当予約 ③会
員／一般（学会員、学生・院生の方はその旨
明記） ④職業（一般の方のみ） ⑤資格（家
族相談士、家族支援士、
族相談士、 家族支援士、家族心理士）を明
家族支援士、 家族心理士）を明
記し、お名前、ご住所、連絡先を必ずご記入
の上お振込みください。
※ 参加費受領確認後、受講票をお送りいたしま
参加費受領確認後、受講票をお送りいたしま
すので当日お持ちください。
すので当日お持ちください。
※ お振込みから１０日
お振込みから１０日過ぎても受講票が届かない
１０日過ぎても受講票が届かない
場合は協会事務局までお問い合わせください。
□ 振込先

郵便振替口座 No.００１３０－８－３５２２７８
加入者名 日本家族カウンセリング協会研修会

□ キャンセル
キャンセル

申込み締切り日までのキャンセルは参加費全額返
金、開催日前日までは半額返金します。
（但し事務手数料 1000 円および振込手数料分を
差し引かせていただきます。） なお、連絡なく欠席
の場合は参加費の返金はいたしません。

□ 昼食

希望者にはお弁当（一食 800 円 飲み物付）の予
約を申し受けます。振込用紙の記入欄にチェックし、
参加費と一緒にお申込みください。（会場への昼食
の持ち込み可。周辺に飲食店は少ないです。）

□ その他

締切日以降の参加申込は必ず事務局に申込状況
締切日以降の参加申込は
をお問合せ下さい。

□ 会場は空調
会場は 空調の
空調 の 設備上、室温の微調整ができませんので、各自
設備上、室温の微調整ができ ませんので、各自
着衣で調整をお願いします。
着衣で調整をお願いします。
◆交通案内
JR 山手線 目白駅 徒歩 20 分
目白駅前よりバス （約 5 分）
新宿西口・椿山荘行き 都バス（白 61）
日本女子大前下車（5 つ目）
東京メトロ副都心線 雑司ヶ谷駅（3 番出口） 徒歩 8 分
東京メトロ有楽町線 護国寺駅（4 番出口） 徒歩 15 分

