
令和 2 年度 中部心理相談員会事業報告 

・定例総会        新型コロナウィルス（COVID-19）感染拡大防止のため書面による審議 
・レベルアップ研修会  5 回/年 ※下表参照 
               全て WEB 研修（オンデマンド形式） 
               参加費：会員 2,000 円 非会員 4,000 円 
・役員会          必要に応じ開催 

令和 2 年度 中部心理相談員会レベルアップ研修会 

開催日 研修テーマ 講  師 会  場 

配信期間令

和 2 年 8 月

17 日(月)～31

日(月) 

「『働き方改革関連法の諸問題』～新型コロ

ナウイルスが職場環境並びに労働者の働き

方に及ぼす影響について～」 

國田 武二郎 先生 

 弁護士・あすなろ法律事務所所長 

元高等検察庁検事 

愛知学院大学法科大学院教授 

中部心理相談員会代表顧問 

WEB 研修 

（オンデマン

ド形式） 

「『パワハラ対策』～パワハラ指針を読みと

く」 

河野 慶三 先生 

新横浜ウエルネスセンター所長 

河野慶三産業医事務所所長 

元（一社）日本産業カウンセラー協会会長 

中部心理相談員会顧問 

配信期間 9

月 16 日(水)

～30 日(水) 

「REBT（理性感情行動療法：論理療法）の基

本とその方法～ラショナル・リビング（健全な

暮らし）のために」 

磯部 隆 先生 

日本交流分析協会 認定交流分析士 教授

REBT 心理士＆インストラクター 

中部心理相談員会相談役 

同上 

「家庭と仕事の心理学～夫婦関係とワーク･

ライフ･バランス」 

柴田 俊一 先生 

常葉大学大学院教授 

臨床心理士・中部心理相談員会相談役 

配信期間 11

月 16 日(月)

～30 日(月) 

「職場におけるメンタルヘルス対策、事例対

応のポイント～新型うつ・発達障害などへの

管理者・産業保健スタッフの心構え」 

斉藤 政彦 先生 

大同特殊鋼星崎診療所所長 

日本産業衛生学会産業医部会長 

医学博士・労働衛生コンサルタント 

同上 

「自分の相談の受け方を問い直してみよう

～相談する側の心理・きちんと聴くとは・相

手にあわせた応用」 

武山 雅志 先生 

石川県立看護大学教授 

公認心理師・臨床心理士・精神保健福祉士

中部心理相談員会相談役 

配信期間令

和 3 年 1 月

17 日(日)～31

日(日) 

「過重労働による疾患管理へのメンタル面で

の配慮」 

金子 宏 先生 

愛知医科大学客員教授 

星ヶ丘マタニティ病院副院長 

  中部心理相談員会相談役 

同上 

「認知症予防と健康長寿」 橋元 慶男 先生 

心理健康科学協会理事長・臨床心理士 

中部心理相談員会相談役 

配信期間 3

月 17 日(水)

～31 日(水) 

「職場で苦慮するメンタル不調者への対応：

事例を中心に」 

浦上 年彦 先生 

 ゆうあいクリニック院長 

トヨタ自動車(株)本社産業医 

中部心理相談員会相談役 

同上 

「メンタルヘルス対策『事業所内体制モデ

ル』と『最近の相談事例』」 

尼子 尚造 先生 

産業カウンセラー・第一種衛生管理者 

兵庫産業保健総合支援センターメンタルヘ

ルス対策促進員 



中部⼼理相談員会
∼働き⽅の羅針盤、⼀緒に考えませんか？∼

令和2年度レベルアップ研修（第1回/全5回）
《WEB研修・2コマ》

メンタルヘルス、ハラスメント、休職・復職など、産業現場では多種多様な問題が

発⽣しています。１⼈で悩まないで、⼀緒にスキル・アップをしましょう。

【第1回WEB研修� 申込み・受講の流れ】

講演Ⅱ「『パワハラ対策』∼パワハラ指針を読みとく」

 講師：河野� 慶三� 先⽣
  新横浜ウエルネスセンター所⻑・河野慶三産業医事務所所⻑
  元（⼀社）⽇本産業カウンセラー協会会⻑・中部⼼理相談員会顧問

愛知・岐⾩・三重・静岡・富⼭・⽯川・福井

中部⼼理相談員会
⼊会申込み・お問い合わせはこちら

E-mail inoue@aisan-law.jp
事務局 愛知県春⽇井市堀ノ内町2-10-20

携帯� 090-3300-6022� ＦＡＸ� 0568-82-6811

 ⼊会⾦3,000円、年会費6,000円

 研修会参加費 会員2,000円 ⾮会員4,000円

� 中部⼼理相談員会 検 索

 講演Ⅰ「『働き⽅改⾰関連法の諸問題』∼新型コロナウイルスが

    職場環境並びに労働者の働き⽅に及ぼす影響について∼」

 講師：國⽥� 武⼆郎� 先⽣
  弁護⼠・あすなろ法律事務所所⻑（元⾼等検察庁検事）
  愛知学院⼤学法科⼤学院教授・中部⼼理相談員会代表顧問

①� 申込みメールを送信し、参加費をご⼊⾦ください（8⽉14⽇(⾦)期限� 会員2,000円� ⾮会員4,000円�

年会費との合算⼊⾦可）。

②� 受講者のアドレスに、WEB研修へのアクセスパスを返信します（配信期間8⽉17⽇(⽉)∼31⽇(⽉)）。

③� PCやスマホ等から研修を受講し、受講確認のための感想レポート（1000字程度）を提出してください

（8⽉31⽇(⽉)期限）。

④� 受講レポート確認後、受講証を返信します（レポートが不⼗分な場合、再提出を求めます）。

【申込み・提出先】inoue@aisan-law.jp（このアドレスを受信許可設定してください）

【⼊⾦⼝座】ゆうちょ銀⾏・普通・⼆⼀⼋店・⼝座番号7140049・⼝座名義� 中部⼼理相談員会

    （記号12190番号71400491）（振込の際は、振込⼈名をご記載ください）

※� 講義レジュメ、レポート書式、受講証等はpdf形式で添付ファイルとして送信します。

 紙媒体での送付はございませんので、あらかじめご了承ください。



中部⼼理相談員会
∼働き⽅の羅針盤、⼀緒に考えませんか？∼

令和2年度レベルアップ研修（第2回/全5回）
《WEB研修・2コマ》

メンタルヘルス、ハラスメント、休職・復職など、産業現場では多種多様な問題が

発⽣しています。１⼈で悩まないで、⼀緒にスキル・アップをしましょう。

【第2回WEB研修� 申込み・受講の流れ】

講演Ⅱ「家庭と仕事の⼼理学∼夫婦関係とワーク･ライフ･バランス」

 講師：柴⽥� 俊⼀� 先⽣
  常葉⼤学⼤学院教授
  臨床⼼理⼠・中部⼼理相談員会相談役

愛知・岐⾩・三重・静岡・富⼭・⽯川・福井

中部⼼理相談員会
⼊会申込み・お問い合わせはこちら

E-mail inoue@aisan-law.jp
事務局 愛知県春⽇井市堀ノ内町2-10-20

携帯� 090-3300-6022� ＦＡＸ� 0568-82-6811

 ⼊会⾦3,000円、年会費6,000円

 研修会参加費 会員2,000円 ⾮会員4,000円

� 中部⼼理相談員会 検 索

 講演Ⅰ「REBT（理性感情⾏動療法：論理療法）の基本とその⽅法

     ∼ラショナル・リビング（健全な暮らし）のために」

 講師：磯部� 隆� 先⽣
  ⽇本交流分析協会� 認定交流分析⼠� 教授
  REBT⼼理⼠＆インストラクター・中部⼼理相談員会相談役

①� 申込みメールを送信し、参加費をご⼊⾦ください（9⽉14⽇(⽉)期限� 会員2,000円� ⾮会員4,000円�

年会費･⼊会⾦との合算⼊⾦可）。

②� 受講者のアドレスに、WEB研修へのアクセスパスを返信します（配信期間9⽉16⽇(⽔)∼30⽇(⽔)）。

③� PCやスマホ等から研修を受講し、受講確認のための感想レポート（1000字程度）を提出してください

（9⽉30⽇(⽔)期限）。

④� 受講レポート確認後、受講証をpdf形式にて返信します。

【申込み・提出先】inoue@aisan-law.jp（このアドレスを受信許可設定してください）

【⼊⾦⼝座】ゆうちょ銀⾏・普通・⼆⼀⼋店・⼝座番号7140049・⼝座名義� 中部⼼理相談員会

    （記号12190番号71400491）

    （振込の際は、振込⼈名をご記載ください。振込明細を領収証としてご利⽤ください）

� � ※� 講義レジュメ・資料、受講証等はpdf形式で添付ファイルとして送信します。

� �  紙媒体での送付はございませんので、あらかじめご了承ください。



中部⼼理相談員会
∼働き⽅の羅針盤、⼀緒に考えませんか？∼

令和2年度レベルアップ研修（第3回/全5回）
《WEB研修・2コマ》

メンタルヘルス、ハラスメント、休職・復職など、産業現場では多種多様な問題が

発⽣しています。１⼈で悩まないで、⼀緒にスキル・アップをしましょう。

【第3回WEB研修� 申込み・受講の流れ】

 講演Ⅱ「⾃分の相談の受け⽅を問い直してみよう

 ∼相談する側の⼼理・きちんと聴くとは・相⼿にあわせた応⽤」

 講師：武⼭� 雅志� 先⽣
  ⽯川県⽴看護⼤学教授・公認⼼理師・臨床⼼理⼠・精神保健福祉⼠
  中部⼼理相談員会相談役

愛知・岐⾩・三重・静岡・富⼭・⽯川・福井

中部⼼理相談員会
⼊会申込み・お問い合わせはこちら

E-mail inoue@aisan-law.jp
事務局 愛知県⻄尾市桜⽊町3-51-3� 林ビル2階

TEL� 0563-53-0220� FAX� 0563-53-0222

 ⼊会⾦3,000円、年会費6,000円

 研修会参加費 会員2,000円 ⾮会員4,000円

� 中部⼼理相談員会 検 索

 講演Ⅰ「職場におけるメンタルヘルス対策、事例対応のポイント

 ∼新型うつ・発達障害などへの管理者・産業保健スタッフの⼼構え」

 講師：⻫藤� 政彦� 先⽣
  ⼤同特殊鋼星崎診療所所⻑・⽇本産業衛⽣学会産業医部会⻑
  医学博⼠・労働衛⽣コンサルタント

①� 申込みメールを送信し、参加費をご⼊⾦ください（11⽉15⽇(⽇)期限� 会員2,000円� ⾮会員4,000円�

年会費･⼊会⾦との合算⼊⾦可）。

②� 受講者のアドレスに、WEB研修へのアクセスパスを返信します（配信期間11⽉16⽇(⽉)∼30⽇(⽉)）。

③� PCやスマホ等から研修を受講し、受講確認のための感想レポート（1000字程度）を提出してください

（11⽉30⽇(⽉)期限）。

④� 受講レポート確認後、受講証をpdf形式にて返信します。

【申込み先】inoue@aisan-law.jp（このアドレスを受信許可設定してください）

【⼊⾦⼝座】ゆうちょ銀⾏・普通・⼆⼀⼋店・⼝座番号7140049・⼝座名義� 中部⼼理相談員会

    （記号12190番号71400491）

    （振込の際は、振込⼈名をご記載ください。振込明細を領収証としてご利⽤ください）

� � ※� 講義レジュメ・資料、受講証等はpdf形式で添付ファイルとして送信します。

� �  紙媒体での送付はございませんので、あらかじめご了承ください。



中部⼼理相談員会
∼働き⽅の羅針盤、⼀緒に考えませんか？∼

令和2年度レベルアップ研修（第4回/全5回）
《WEB研修・2コマ》

メンタルヘルス、ハラスメント、休職・復職など、産業現場では多種多様な問題が

発⽣しています。１⼈で悩まないで、⼀緒にスキル・アップをしましょう。

【第4回WEB研修� 申込み・受講の流れ】

 講演Ⅱ「認知症予防と健康⻑寿」

 講師：橋元� 慶男� 先⽣
  ⼼理健康科学協会理事⻑・臨床⼼理⼠
  中部⼼理相談員会相談役

愛知・岐⾩・三重・静岡・富⼭・⽯川・福井

中部⼼理相談員会
⼊会申込み・お問い合わせはこちら

E-mail inoue@aisan-law.jp
事務局 愛知県⻄尾市桜⽊町3-51-3� 林ビル2階

TEL� 0563-53-0220� FAX� 0563-53-0222

 ⼊会⾦3,000円、年会費6,000円

 研修会参加費 会員2,000円 ⾮会員4,000円

� 中部⼼理相談員会 検 索

 講演Ⅰ「過重労働による疾患管理へのメンタル⾯での配慮」

 講師：⾦⼦� 宏� 先⽣
  愛知医科⼤学客員教授・星ヶ丘マタニティ病院副院⻑
  中部⼼理相談員会相談役

①� 申込みメールを送信し、参加費をご⼊⾦ください（1⽉15⽇(⾦)期限� 会員2,000円� ⾮会員4,000円� 年

会費･⼊会⾦との合算⼊⾦可）。

②� 受講者のアドレスに、WEB研修へのアクセスパスを返信します（配信期間1⽉17⽇(⽇)∼31⽇(⽇)）。

③� PCやスマホ等から研修を受講し、受講確認のための感想レポート（1000字程度）を提出してください

（1⽉31⽇(⽇)期限）。

④� 受講レポート確認後、受講証をpdf形式にて返信します。

【申込み先】inoue@aisan-law.jp（このアドレスを受信許可設定してください）

【⼊⾦⼝座】ゆうちょ銀⾏・普通・⼆⼀⼋店・⼝座番号7140049・⼝座名義� 中部⼼理相談員会

    （記号12190番号71400491）

    （振込の際は、振込⼈名をご記載ください。振込明細を領収証としてご利⽤ください）

� � ※� 講義レジュメ・資料、受講証等はpdf形式で添付ファイルとして送信します。

� �  紙媒体での送付はございませんので、あらかじめご了承ください。



中部⼼理相談員会
∼働き⽅の羅針盤、⼀緒に考えませんか？∼

令和2年度レベルアップ研修（第5回/全5回）
《WEB研修・2コマ》

メンタルヘルス、ハラスメント、休職・復職など、産業現場では多種多様な問題が

発⽣しています。１⼈で悩まないで、⼀緒にスキル・アップをしましょう。

【第5回WEB研修� 申込み・受講の流れ】

 講演Ⅱ「メンタルヘルス対策『事業所内体制モデル』

     と『最近の相談事例』」

 講師：尼⼦� 尚造� 先⽣
  産業カウンセラー・第⼀種衛⽣管理者
  兵庫産業保健総合⽀援センターメンタルヘルス対策促進員

愛知・岐⾩・三重・静岡・富⼭・⽯川・福井

中部⼼理相談員会
⼊会申込み・お問い合わせはこちら

E-mail inoue@aisan-law.jp
事務局 愛知県⻄尾市桜⽊町3-51-3� 林ビル2階

TEL� 0563-53-0220� FAX� 0563-53-0222

 ⼊会⾦3,000円、年会費6,000円

 研修会参加費 会員2,000円 ⾮会員4,000円

� 中部⼼理相談員会 検 索

 講演Ⅰ「職場で苦慮するメンタル不調者への対応：事例を中⼼に」

 講師：浦上� 年彦� 先⽣
  ゆうあいクリニック院⻑・トヨタ⾃動⾞(株)本社産業医
  中部⼼理相談員会相談役

①� 申込みメールを送信し、参加費をご⼊⾦ください（3⽉15⽇(⽉)期限� 会員2,000円� ⾮会員4,000円� 年

会費･⼊会⾦との合算⼊⾦可）。

②� 受講者のアドレスに、WEB研修へのアクセスパスを返信します（配信期間3⽉17⽇(⽔)∼31⽇(⽔)）。

③� PCやスマホ等から研修を受講し、受講確認のための感想レポート（1000字程度）を提出してください

（3⽉31⽇(⽔)期限）。

④� 受講レポート確認後、受講証をpdf形式にて返信します。

【申込み先】inoue@aisan-law.jp（このアドレスを受信許可設定してください）

【⼊⾦⼝座】ゆうちょ銀⾏・普通・⼆⼀⼋店・⼝座番号7140049・⼝座名義� 中部⼼理相談員会

    （記号12190番号71400491）

    （振込の際は、振込⼈名をご記載ください。振込明細を領収証としてご利⽤ください）

� � ※� 講義レジュメ・資料、受講証等はpdf形式で添付ファイルとして送信します。

� �  紙媒体での送付はございませんので、あらかじめご了承ください。


