
令和 3 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（zoom オンライン形式） 
               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 3 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 

令和 3 年

6 月 20 日

（日）13:30

～17:00 

【講演 1】 

「コロナ禍における『働き方改革』の問題点」 

講師 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）・愛知学院特別教授 

中部心理相談員会代表顧問 

WEB 研修 

（zoom オ

ンライン

形式） 

【講演 2】 

「企業における心の健康づくりが機能するため

の仕組みづくり」 

講師 永田 智久 先生 

 産業医科大学准教授・医学博士 

日本産業衛生学会指導医 

労働衛生コンサルタント 

令和 3 年

8 月 29 日

（日）13:30

～17:00 

【講演 1】 

「短期療法に基づいた問題解決と組織への介

入」 

講師 若島 孔文 先生 

 東北大学大学院教育学研究科教授 

日本家族心理学会理事長・財団法人ふくし

ま自治研修センター客員教授 

同上 

【講演 2】 

「改正ＴＨＰ指針のポイントと心理相談員に期待

される役割」 

講師 松葉 斉 先生 

 松葉労働衛生コンサルタント事務所代表 

日本産業保健法学会理事・前 中央労働災

害防止協会健康快適推進部長 

令和 3 年

11 月 14

日（日）

13:30～

17:00 

【講演 1】 

「職場のメンタルヘルス対策、問題事例への対

応方法を学ぶ」 

講師 齋藤 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 

【講演 2】 

「セルフケア促進に活かせる面接技法」 

講師 小原 美樹 先生 

 前･神田東クリニック／ＭＰＳセンターマネー

ジャー・臨床心理士・公認心理師 

キャリアコンサルタント福祉士 

令和 4 年

1 月 23 日

（日）13:30

～17:00 

【講演 1】 

「産業精神保健の基本～制度や考え方につい

て～」 

講師 大須賀 淳 先生 

 産業医科大学産業精神保健学研究室非常

勤助教 

 労働衛生コンサルタント・社会医学系専門医 

同上 

【講演 2】 

「ようこそ依存症の世界へ～依存症の理解と対

応の工夫～」 

講師 西野 敏夫 先生 

 よろず相談処カウンセリングオフィスひぃりん

ぐ工房とぽす・臨床心理士 

令和 4 年

3 月 20 日

（日）13:30

～17:00 

【講演 1】 

「あらゆる組織で活用できるＴＡの考え方やスキ

ルのお話し」 

講師 安部 朋子 先生 

 国際ＴＡ協会公認教育分野教授 

ＴＡ教育コンサルタンシー代表・ＴＡ教育研

究所理事長 

同上 

【講演 2】 

「パワーハラスメント事例と対策、指導との違い

について」 

講師 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 



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3年度･第1回レベルアップ研修(6/20(⽇))
《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回研修(zoomオンライン)� 申込み・受講の流れ】

 講演Ⅱ「企業における⼼の健康づくりが

        機能するための仕組みづくり」(15:20∼16:50)

 講師：永⽥� 智久� 先⽣
  産業医科⼤学准教授・医学博⼠
  ⽇本産業衛⽣学会指導医・労働衛⽣コンサルタント

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「コロナ禍における『働き⽅改⾰』の問題点」

                       (13:30∼15:00)

 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）
  愛知学院特別教授・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（6⽉17⽇(⽊)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� 開催前⽇までに、受講者のアドレスにzoomオンライン研修へのアクセスパスを送信します。

③� PCやタブレット等から研修を受講してください（本⼈確認･出席確認のため、カメラ機能をオンにして

参加ください）。

④� 2コマ研修の修了後、単位認定を⾏い受講証を送信します（単位認定は当会会員のみです）。

【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3年度･第2回レベルアップ研修(8/29(⽇))
《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回研修(zoomオンライン)� 申込み・受講の流れ】

 講演Ⅱ「改正ＴＨＰ指針のポイントと

        ⼼理相談員に期待される役割」(15:20∼16:50)

 講師：松葉� ⻫� 先⽣
  松葉労働衛⽣コンサルタント事務所代表・⽇本産業保健法学会理事
  前� 中央労働災害防⽌協会健康快適推進部⻑

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「短期療法に基づいた問題解決と組織への介⼊」

                       (13:30∼15:00)

 講師：若島� 孔⽂� 先⽣
  東北⼤学⼤学院教育学研究科教授・⽇本家族⼼理学会理事⻑
  財団法⼈ふくしま⾃治研修センター客員教授

①� 申込みメールを送信し、参加費をご⼊⾦ください（8⽉26⽇(⽊)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� 開催前⽇までに、受講者のアドレスにzoomオンライン研修へのアクセスパスを送信します。

③� PCやタブレット等から研修を受講してください（本⼈確認･出席確認のため、カメラ機能をオンにして

参加ください）。

④� 2コマ研修の修了後、単位認定を⾏い受講証を送信します（単位認定は当会会員のみです）。

【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3年度･第3回レベルアップ研修(11/14(⽇))
《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回研修(zoomオンライン)� 申込み・受講の流れ】

 講演Ⅱ「セルフケア促進に活かせる⾯談技法」

                (15:20∼16:50)

 講師：⼩原� 美樹� 先⽣
  前･神⽥東クリニック／ＭＰＳセンターマネージャー
  臨床⼼理⼠・公認⼼理師・キャリアコンサルタント

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「職場のメンタルヘルス対策、問題事例への対応⽅法を学ぶ」

                       (13:30∼15:00)

 講師：齋藤� 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11⽇(⽊)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� 開催前⽇までに、受講者のアドレスにzoomオンライン研修へのアクセスパスを送信します。

③� PCやタブレット等から研修を受講してください（本⼈確認･出席確認のため、カメラ機能をオンにして

参加ください）。

④� 2コマ研修の修了後、単位認定を⾏い受講証を送信します（単位認定は当会会員のみです）。

【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3年度･第4回レベルアップ研修(1/23(⽇))
《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回研修(zoomオンライン)� 申込み・受講の流れ】

 講演Ⅱ「ようこそ依存症の世界へ

      ∼依存症の理解と対応の⼯夫∼」(15:20∼16:50)

 講師：⻄野� 敏夫� 先⽣
  よろず相談処カウンセリングオフィスひぃりんぐ⼯房とぽす
  臨床⼼理⼠

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「産業精神保健の基本∼制度や考え⽅について∼」

                       (13:30∼15:00)

 講師：⼤須賀� 淳� 先⽣
  産業医科⼤学産業精神保健学研究室⾮常勤助教
  労働衛⽣コンサルタント・社会医学系専⾨医

①� 申込みメールを送信し、参加費をご⼊⾦ください（1⽉20⽇(⽊)期限� 会員2,000円（他地区会員含む）

� ⾮会員4,000円� 年会費･⼊会⾦との合算⼊⾦可）。

②� 開催前⽇までに、受講者のアドレスにzoomオンライン研修へのアクセスパスを送信します。

③� PCやタブレット等から研修を受講してください（本⼈確認･出席確認のため、カメラ機能をオンにして

参加ください）。

④� 2コマ研修の修了後、受講証を送信します（単位認定は⼼理相談員会員（他地区会員含む）のみです）。

【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3年度･第5回レベルアップ研修(3/20(⽇))
《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回研修(zoomオンライン)� 申込み・受講の流れ】

 講演Ⅱ「パワーハラスメント事例と対策、

      指導との違いについて」(15:20∼16:50)

 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

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「あらゆる組織で活⽤できるＴＡの考え⽅やスキルのお話し」

                       (13:30∼15:00)

 講師：安部� 朋⼦� 先⽣
  国際ＴＡ協会公認教育分野教授
  ＴＡ教育コンサルタンシー代表・ＴＡ教育研究所理事⻑

①� 申込みメールを送信し、参加費をご⼊⾦ください（3⽉17⽇(⽊)期限� 会員2,000円（他地区会員含む）

� ⾮会員4,000円� 年会費･⼊会⾦との合算⼊⾦可� クレジットカード決裁可）。

②� 開催前⽇までに、受講者のアドレスにzoomオンライン研修へのアクセスパスを送信します。

③� PCやタブレット等から研修を受講してください（本⼈確認･出席確認のため、カメラ機能をオンにして

参加ください）。

④� 2コマ研修の修了後、受講証を送信します（単位認定は⼼理相談員会員（他地区会員含む）のみです）。

【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。


