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一般社団法人日本産業カウンセラー協会
四国支部

産業カウンセラー養成講座開講式・愛媛教室

＜目次＞

各部活動報告・・・・・・・・・・・・・・・・・２～３
四国支部事務局からのお知らせ・・・・・・・・・３～４
カフェだより・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

1

２０１８年

学習が進むにつれ徐々に受講者同士の交流が活発に
養成講座部

なっていきました。

2018 年度 開講式を迎えて
養成講座部長

開講式で、田尾所長が「受講者の皆さんの心へと
五百竹 洋子

蒔かれた種が、７ヵ月の間でどのように育っていく

四国支部では今年度 80 名の受講者をお迎えして、

のかが楽しみです。」と話された言葉を、傍らで感

4 月 8 日（日）4 県揃っての養成講座がスタートいた

じながら一緒に学んで行きたいと思いました。

しました。愛媛教室が日曜日のみの開催になったこ
とも影響し全体数は減少いたしましたが、各県グル
ープ内でのラポールは初日から形成されたようです。
実技指導者はじめ運営スタッフも、
身を引き締め、
受講者満足度を高められるように努めていきます。
新養成講座（e-Learning 制）への移行準備も進めな
がら心一つにがんばっていきたいと思いますので、
今後ともご支援をお願いいたします。

香川教室

愛媛教室 亀井 明美

高知教室 立花 由智

4 月 8 日（日）
、愛媛教室では、21 名（女性 13 名、

開講式当日の 4 月 8 日朝、この時期の南国高知か

男性 8 名）の受講者をお迎えして、2018 年度養成

らすれば少し寒い朝となりましたが、開始時間の 9

講座（通学制）がスタートしました。

時前には多くの受講者の方々に集まっていただきま

出会いのワークでは、開講日当日であるにもかか

した。それぞれの方々の笑顔からは楽しみな思いが

わらず、皆さんすぐに打ち解けられ、とても和やか

伝わり、引き締まった表情からは緊張感が感じられ

な雰囲気の中で名刺交換が行われました。
「いつもの

ました。

生活」
「いつもの私」から一歩踏み出してここに集ま

開講にあたり中島副支部長から「講座の時間を何

ってくださった皆さんとともに、これからの 7 か月

より楽しんで自分や周りの人たちのためになるよう

間、傾聴の態度の大切さを学びながら、安心して自

頑張ってほしい。また資格合格がゴールではなく、

己理解を深めていくことができるよう、私たち養成

そこから始まる自己研鑽を積むことで、自信をもっ

講座スタッフ一同、気持ちも新たに頑張っていきた

て『心への支援』を行っていけるようになる」との

いと思います。

お言葉を頂きました。
受講者の皆さんの真剣な表情からは、これから始
まる 7 ヶ月間を受講者 23 名と「ともに」頑張り、
全員で修了式を迎えられるようにという願いを強く
持ちました。

愛媛教室
香川教室 高木 泰子
4 月 8 日、香川教室が開講いたしました。暖かな

高知教室

日差しのなか 22 名の受講者とともにスタートです。
受講者の表情からは緊張がヒシヒシと伝わってく

徳島教室 播岡 純子

ると同時に、「どんなことをするんだろう？」「ど

春の日差しがまぶしく降り注ぐ 4 月 8 日、
平成 30

んな人たちがいるんだろう？」といった期待と不安

年度の徳島教室の養成講座がスタートしました。15

も感じとれました。オリエンテーションが終わり、

名の受講者の方々は期待と不安で少し緊張した様子
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でしたが、自己紹介カードの交換、自己紹介、他己

シュタルト・セラピー」を

紹介とプログラムが進んでいくうちに、表情も和ら

読むことで、ゲシュタルト

いだように感じました。

療法の構造、問題解決に進

皆さんが養成講座に申込みをしていただいた思い

む仕組みがよく分かり、と

や目標を大切にしながら、最後の修了式の日を全員

ても良かったです。

の笑顔で迎えられるよう、私たちスタッフも力を合

そして講座では、和室の

わせて支援していきたいと気持ちを新たにした一日

会場の和やかな雰囲気の中、

でした。

岡田法悦先生のファシリテ
ーションを間近で拝見でき

岡田法悦先生

ました。参加者のわずかな身体の動きを見逃さず、
しかし何かを見立てるのではなく、ひたすら参加者
が自分の感覚を充分に味わえるように促す岡田先生
のファシリテーションに感銘を受けました。
「感じつくす＝受容する」こと、
「感じつくすこと
によって、初めて別のものが見えてくる」というゲ
徳島教室

シュタルト療法の考え方は、傾聴と同じくカウンセ
リングの原点だと思いました。私も今後の相談業務

聖カタリナ大学での講座も始まりました。

や日常の中で、
“感じる”事をもっと大事にしたいと
思いました。

養成講座部長 五百竹 洋子
今年度も、聖カタリナ大学人間健康福祉学部人間
社会学科で、産業カウンセラー養成のための面接実
習が、4 月 11 日(水)から、スタートしました。今年
は、9 名(男性 2 名・女性 7 名)の 3 回生が受講され

四国支部事務局からのお知らせ

ており、皆さん向学心にあふれ意欲的に学ばれてい

このたび期の半ばではありますが、高知事務所長

ます。
9 月までの面接実習を通じて、学生の皆さんの傾

と運営協議員の辞任に伴い、新しい高知事務所長と

聴力はもちろん、コミュニケーション能力の向上に

運営協議員が選出されました。新任の 3 名の方のお

もお役に立てるよう、スタッフ一同精一杯努めたい

声をお届けします。

と思います。

就任のご挨拶
高知事務所長 山本 隆弘
このたび、高知事務所長を拝命
いたしました山本隆弘です。責任
の重さを考えると、身の引きしま
る思いです。今年は、養成講座高
知教室 20 期生目を迎える節目の
年になりました。私は１期生とし
て養成講座を受講して以来 20 年

会員研修部

新シニア育成講座「ゲシュタルト療法」を受講して

経過し、この節目の年に大役を仰せつかりました。
何か運命めいたものを感じざるを得ません。

会員研修部員 (高知) 野崎 妙子

経験は浅いですが、若さを武器に、体力勝負で職

4 月 30 日、新シニア育成講座「ゲシュタルト療法」を

務に取り組んで参ります。そして感謝の気持ちを忘

受講しました。

れることなく困難を乗り切っていきます。高知の会

まず、今回事前に課題図書「実践“受容的な”ゲ

員共々、よろしくお願い申し上げます。
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就任のご挨拶

また、毎回ニーズのある労働法関連の話題として
運営協議員(高知) 髙橋 玲子

「2018 年問題無期転換ルール」と「裁量労働」について

新緑が目に鮮やかになり、

勉強しました。

初夏の花々が咲き誇るように

次回は 6 月 21 日（木）を予定しています。

なりました。養成講座もスタート
し、四国支部も活気に満ちて
おります。そんな中、運営協議
員となりました、高橋です。前
任の方々が粉骨砕身され、こ

発行：一般社団法人日本産業カウンセラー協会四国支部

こまでご立派にされた四国支部を、運営協議員のひと

愛媛事務所
〒790-0814
松山市味酒町 1 丁目 3 番地四国ガス第 3 ビル 7 階
TEL(089)968-2800
FAX(089)968-2801
相談予約専用電話 089-945-8110
e-mail：shikoku@counselor.or.jp

りとして私がお受けするのは、身の程知らずだとは思
いましたが、私なりに高知事務所から四国支部へと働
きかけることができますように、産業カウンセラー協会
四国支部の発展に寄与したいと思っています。どうぞ、
よろしくお願い致します。

香川事務所
〒761-0301
高松市林町 2217-15 香川産業頭脳化センタービル 4 階 411
TEL(087) 816-8040
FAX(087) 816-8041
e-mail：shikoku.kagawa@counselor.or.jp

就任のご挨拶
運営協議員(高知) 皆本 隆章
平成27年度養成講座受講
生であり産業カウンセラーと
しての経験の浅い身である

高知事務所
〒780-0870
高知市本町 4 丁目 2-31 ｱｰﾄｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ１階
TEL・FAX (088)826-9880
e-mail：shikoku.kochi@counselor.or.jp

私が重責であります運営協
議員として活動させていた
だくこととなりました。大学卒
業後、銀行員として従事して
おりましたが、バブルの崩壊により転職を契機として地

徳島事務所
〒770-8551
徳島市幸町 3 丁目 55 番地自治会館 3 階 301 号
TEL・FAX (088)655-5800
e-mail：shikoku.tokusima@counselor.or.jp

場の企業で安全衛生業務に就いております。何より
「働く人に寄り添う」ことを大事にし、協会運営に少しで
も貢献できればと思っております。どうぞ宜しくお願い
致します！

土佐カフェ 満員御礼 12 名の参加者！
高知事務所長 山本 隆弘
4 月 19 日（木）に土佐カフェを開催しました。参加者
は 12 名。去年の養成講座受講を修了された 19 期生を
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含めて初参加者は
3 名。今回は、産
業カウンセラーの
資格を現在どう生
かしているかにつ
いて先輩会員に語
ってもらうことで、未来につながるヒントを頂きました。
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