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!!!!!

謹賀新年

!!!!!

東北支部の皆様、新年、明けましておめでとうございます。
昨年は、当支部にとりましては、支部設立 10 周年の記念すべき年となり、支部活動に貢献いた
ただいた方々への感謝状の贈呈式もとり行うことができました。設立後のこの 10 年間、支部は着
実に成長し、支部会員は 1000 名を超え、当支部のもっとも大きな事業である産業カウンセラー養
成講座も、東北全 6 県で開催されるようになりました。この間にご苦労をいただいた支部会員の皆
様、また支部活動を担っていただいた先輩諸氏に御礼申し上げます。
一方でこの間には、東北地方を直撃いたしました「2011. 3.11 東日本大震災」がございました。
その大震災から、はや 3 年が経過いたしましたが、いまだに不自由な生活をなされている方が、た
くさんいらっしゃいます。被災された方々へ御見舞い申し上げるとともに、当支部でも今後とも非
力ではありますが、震災対応の活動を続けていきたいと思っております。
次の 20 周年に向けて、引き続き着実な歩みを一歩一歩進めてまいりたいと思っておりますが、
当支部が取り組むべき活動には、震災対応活動のほか、産業カウンセラーの認知度の向上、養成講
座・キャリア講座・シニア講座などの諸活動、会員の皆様へのサポート活動の充実、カウンセリン
グなどの社会貢献活動、などなど、為すべきことが目白押しの状況にあります。私としては、産業
カウンセラーの「人間は、より良い自己を目指して成長する力をもっている」という原点に立って、
これらの支部活動を努めていきたいと思っております。皆様のご協力の程、よろしくお願いいたし
ます。
この新しい年が、当支部にとってよい年でありますように、また、皆さんにとっても素晴しい年
でありますよう祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。
一般社団法人

日本産業カウンセラー協会東北支部支部長

岩崎智彦
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＝特集＝

会員で構成されている学習グループを紹介いたします。東北支部では

学習グループって？

現在 6 つ（１つはこれから活動開始）のグループが登録されています。
どのような活動をされているのかインタビューをしてみました。



「面接実習」、
「リラクゼーション」、
「事
例検討」
（すべて会員自主企画による）



ハローあおもり

講演「県内における自殺対策とこころの
相談窓口ネットワーク」（外部講師）

気軽に「やあ！」と声をかけ合う仲間同士の

★今後の抱負と課題★

集まりをイメージして命名。

学習会の主たる目的は「社会貢献と会員の資

★発足年月日★

質の向上」です。そのために今後とも、

平成１９年４月 1 日

① 学習意欲の高い人たちが集まり、お互い
に研鑽し合える場、刺激し合える場で、

★メンバー人数★
男性２０名

女性４５名

かつ自主的に運営する学習会。

合計６５名

② 参加することでそれぞれが、心がホッと

★メンバー特徴★

するような場。

協会の会員であれば誰でも入会可能。
地域的には青森県内一円、職業も各業種にわ

でありたいと思っています。

たっています。

平成２５年度は、県内を３ブロックに分けて

★活動日★

「地域別ミニ学習会」を試行的に実施。（１

年間通じて定例的に開催。
（年度初めに開催

２月現在３ブロックで既に実施済）今後は、

日を決定、年５回実施しています）そのほか

会員にとって地理的にもより参加しやすく、

県運営部主催の研修があります。（Ｈ２５年

運営も小回りがきく「地域別ミニ学習会」を

度は４回計画）

中心に展開していきたいと考えています。こ

★会費★

のことにより会員同士の顔がより近くなる

年会費

ことと自主的な学習会運営を期待できると

２，０００円

（会場費、資料コピー代、文具代等）

思います。

外部講師招へい等で講師料が必要な場合は

★東北支部会員皆さまへのメッセージ★

都度徴収します。

各県の学習会について担当者同士の情報、交

★活動内容★

換の場（メール交信）を作りながらお互いよ

平成 24 年度は下記の研修を開催しました。

り充実した学習会にしていきませんか？



交流分析「気付きとＴＡ」（～自己のコ

近隣の県在住の方々のご参加も歓迎いたし

ミュニケーション・スタイルを客観的に

ます。
代表：斎藤啓一

知ろう～）
（外部講師）


kei_sakura@m2.dion.ne.jp

認知行動療法「認知行動療法を用いた対
人支援」
（外部講師）



会員インストラクターによる学習会
（「気づき～感じることと考えること」）
（会員が講師）
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東北 キャリア・コンサルティング学習会

秋田ふれあいこまち会

(略称：東北 CC 学習会)

★発足年月日★
平成１３年６月１５日

★発足年月日★

★メンバー人数★

平成 18 年 1 月 21 日

男性２１名

1 月 1５日発行

女性３５名

合計５６名

発足 8 年目

★メンバー数★

（H25.4.1 現在）

男性 12 名

★メンバー特徴★

★メンバーの特徴★

司法書士、臨床心理士、交流分析士、行政管

全員キャリア・コンサルタントの資格を有し、

理職～私に至るまで、秋田県民の心の健康増

宮城を中心に、福島、山形からも参加し、何

進に一役買いたい人たちの集まりです。

らかの形でキャリアの現場に関わり、キャリ

★活動日★

アコンサルティングを実践している。

定例毎月１回（原則第１土曜日）

★活動日★

★会費★

年 5 回開催

年会費

★会費★

1，０００円

女性 17 名 合計 29 名

★活動内容他★

年会費

平成１４年からほぼ毎月定例会を開催・継続

★活動内容★

してきています。学習内容は、会員各々が得

学習会をキャリア・コンサルティング（CC）

意とする理論や自主学習の成果を、講義と演

の実学学習の場（道場）とし、相互研鑽を目

習形式でお披露目してもらっています。

的としています。実践現場での情報交換、労

個人的には、学習会の始まりに行うフリート

働市場・法規学習、事例検討、研修内容紹介、

ーク（各々の近況報告）が、なんとも言えず

相互発表、フィードバックを通し、CC とし

心地好い刺激が貰えて貴重な時間だと思っ

て必要な知識の共有とスキルの向上を図っ

ています。

ています。

★東北支部会員皆さまへのメッセージ★

★今後の抱負など★

モットーは、
“来る者拒まず、去る者追わず”

相互研鑽し自立を支援しあえる仲間として、

いつでも誰でも参加できるよう門戸を広げ、

それぞれの人脈、専門性ネットワークが繋が

力を付けた人は外に出て活躍し、まだ勉強を

ること。

重ねたい人は学びを継続する。そしてしばら

★現時点での課題など★

く離れていても自信が無くなったり、くたび

学習テーマ、企画への会員相互の知恵の出し

れたりした時はまた戻って来れる・・・そん

あい

な安全基地のような会でありたいと願いな

★東北部支部会員の皆様へのメッセージ★

がら運営しています。

学習会としての支部規約の制約もあり、残念

是非一度遊びにいらしてください(^_-)-☆

ながらそう多くのメンバーを受け入れるこ

代表：藤井富士子

3，０００円

とが出来ません。その為、簡単な入会審査、
メンバーの推薦制としております。
（問い合わせは、世話役の小山、日野、高屋、
遠藤、鈴木、我妻まで）
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仙台錦水カウンセリング研究会

ライブですので、クライエント役の方は本当

由来は水曜教室の同期で立ち上げた会で、活

に悩んでいることについてお話されます。カ

動立ち上げるさいに打ち合わせをしたのが

ウンセラー役はそれを傾聴することにより

仙台市青葉区錦町周辺だったからです。

実際の面接に近い経験ができます。庄司さん

★発足年月日★

のご指導を受けながら、丁寧に時間をかけて

平成 24 年 1 月に学習グループとして支部の

行う振り返りの時間が、カウンセラー役の方

認定を頂きました。その前段階として、平成

の勉強になり、クライエント役の方にとって

22 年 11 月より“水曜班カウンセリング研

は、お悩みの解決の糸口が見つかったり、深

究会”と称して自主勉強会を行っておりまし

い内省へと導かれるきっかけになることが

た。

多いようです。以前、しばらくお休みをして

★メンバーの人数★

いたメンバーの方から、「落ち込むことがあ

男性 10 名

女性 15 名

合計 25 名

り、勉強会に参加する気がおきなかった」と

平成 25 年４月現在

言われたことがありますが、そういう時にこ

★メンバーの特徴★

そ参加していただき、クライエント役として

同期、地域、職業が同じなど。

お話しをしていただければと思っておりま

もともとは、22 年度養成講座の水曜日クラ

す。そうすることにより上記のように問題解

スの同期で立ち上げたので、発足時からしば

決の糸口が見つかったりします。私自身、問

らくは同期が中心でしたが、その後支部の研

題を抱えている時にはクライエント役をさ

修会等を通して知り合いになった方々もご

せていただいております。

参加下さるようになりました。地域でいえば

★今後の抱負など★

宮城県内だけでなく、山形県、福島県からも

この会は我々のカウンセリングの勉強のベ

ご参加いただいております。

ースであると考えてます。メンバーの皆さん

★活動日★

はこの勉強会と並行してそれぞれ様々なワ

毎月 1 回、土曜か日曜の午後（13～17 時）

ークショップ（交流分析、フォーカシング等）

に仙台市内で開催致しております。

で勉強を重ねており、それぞれがそこで得ら

参加人数は毎回 10 人前後です。

れたものをベースとなるこの勉強会へ持ち

★会費など★

寄り、フィードバックすることにより刺激と

年会費等はなく、勉強会に参加された時のみ、

なり勉強の幅がひろがっていけばと思って

1，500 円を頂戴しております。

います。また、現在、IC レコーダで録音して

★活動内容★

振り返りをしておりますが、いずれは「録画

東北支部の実技指導者である、庄司みよ子さ

した動画で振り返りを行ってみたい」とただ

んに講師をお願いして、面接実習を行ってお

いま検討中です。

ります。代表者形式（ロールプレイではなく

★現時点での課題など★

ライブです）で録音しながら 20 分程度の面

カウンセリングの勉強には終わりがありま

接を行います。全員で録音を聴きながら 1 時

せんので、あらゆる意味で参加する方々への

間以上かけてじっくり振り返りを行います。

負担が少なく、いつまでもこの勉強会を続け

（庄司さんが講師のスキルアップ研修と同

られるような体制を整えていければと考え

じ形式です）

ております。
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★東北部支部会員の皆様へのメッセージ★

★今後抱負など★

私共の勉強会は、参加する方が負担なく参加

ナース会は、今後も会員による相互学習を継

できるように当日参加、ドタキャン、遅れて

続し、少しでもスキルアップしていきたいと

の参加、早退は自由にしております。ですの

考えています。

で、毎月参加される方もいらっしゃいますし、

★現時点での課題など★

年１～２回だけの参加の方もいらっしゃい

ナース会では昨年度部外講師による「交流分

ます。参加者ご自身のペースで気軽に参加で

析（ＯＫゲーム）」を学習しましたが、費用

きる勉強会でありたいと考えております。

などの関係から継続して実施することは難

ご興味のある方は、ぜひご連絡下さい

しい状況です。そのため、支部会員のスキル

代表：大和田賢一

アップを図るためには、東北支部の研修部主

ski_ha_tanoshii@yahoo.co.jp

催の会員対象の研修会などを開催していた
だきたいと思います。
★東北部支部会員の皆様へのメッセージ★
ナース会は、人生経験豊富な方が多いので話
題も豊富です。そのために学習会では楽しい
時間を共有する事が出来ます。支部会員の皆
様には是非ナース会に入会していただいて、

ナース会

一緒に活動の輪をひろげていきたいと考え

学習グループ発足前はナース事業部会とし

ています。

て活動していた。

代表：吉田彌生

★発足年月日★
平成 19 年 4 月 1 日
★メンバー数★
男性 1 名

女性 17 名

資格を取得してから、様々な仲間と志を共
合計 18 名

にして自己研鑚を積まれていらっしゃる方

★メンバーの特徴★

が多いですね。

会員の殆どが看護士である。

今回は東北支部に登録してある学習グル

★活動日★

ープについて紹介させていただきました。産

年 5 回（7,9,11 月,翌年 1,3 月）

業カウンセラー協会主催の研修のみならず、

★会費★

様々な研修・講習・学習会に参加してみたい

年会費

と思われた方は、学習グループに入会するも

3，０００円

★活動内容★

の良いかと思います。仲間に入りたい・・・

活動は会員による相互学習とし、今年度の学

と思われた方は是非行動を！

習テーマは次の 5 つを計画しています。

また、学習グループの登録をせずに学習に

① 介護における家族の立場

励んでいる会員の方もいらっしゃると思い

② 中高年者の就職現場から

ます。学習グループとして登録するには規定

③ パワーハラスメント

があり、承認が必要になります。登録したい

④ 児童虐待のネグレクト

と思われる方は、東北支部地区活動部へご相

⑤ ゲシュタルト療法

談ください。
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研修参加者の声

『 インストラクター研修（講師経験者向）
へ参加して

『スキルアップ研修へ参加して』

』
齊藤

正八

斎藤

インストラクター研修を受講するに当っ

智子

12 月 14 日、東北支部にて宮城県運営班

て望んだ自分の研修目標は、プレゼンテーシ

主催の“スキルアップ研修”に参加しました。

ョンスキルの向上。それを十分満足できた研

前日の深夜から降り積もった雪にちょっぴ

修でした。

り動揺し、ピリッとした肌寒さで身が引き締

今迄、社内・外で講師の経験がありますが、

まる思いも、まるで今日 1 日に体験する貴重

その都度、反省の繰り返しでした。今回、ス

な学びのプロローグのようでした。

キルアップをめざし、講師の庄子先生の技術

講師の庄司みよ子先生から、「クライエン

を学ばせて頂き、その中で、感じたのは、知

ト中心かつ体験過程的な心理療法」のご説明

恵袋である引き出しの豊富さでした。受講生

があり、“クライエントの感情に寄り添うこ

から質問されても、即座に分かりやすく、丁

と”“クライエントは自身に起きる心の動き

寧に応答できる、それを身につけるには、時

を感じること”そして、“感じたことを言葉

間を大切に使う、
「乗り物での時間」
「布団の

にしてみましょう“と優しくご指導頂きまし

中での時間」
「トイレでの時間」の有効活用、

た。

集中できる時間であると教えて頂き、自分は

面接を録音し確認しながらの振り返りは、

「いかに無駄に時間を浪費していたか」を知

クセや応答のタイミング、間の取り方の違い

らされました。

など改めて気付くことの多さに驚きました。

また、二人称で話をしなさいとのこと、一

研修に参加して良かった点は、昨年資格を

人称は（カウンセラーとクライアント）三人

取得した方から経験ある方まで一つになっ

称は（観察者）
、二人称は、貴方に対し私は

て実習を行う点です。養成講座実技指導のリ

こう思うという、いわゆる、三人称で見て、

ーダーをされている方も率先して役をされ

一人称で考え、二人称で話をすると言うこと

ていて、とても見本となり参考になりました。

でした。

良くなかった点は、引っ込み思案だった私自

一番心に染みたことは、インストラクター

身。次回はもっと積極的に発言し、より深く

は詩を読む、間を読む教え方をしなさい、そ

学びたいと思います。

して受講生を八の字を描き見渡し、アイコン

最後のワークで、男性のクライエントは家

タクト・ボディーアクションで場を感じ取り、

庭（家族）の話だったのに比べて、女性は仕

対応すること、決して、後ろ姿を見せる教え

事のことを話されていたことが注目されま

方をやってはいけない。今回の研修では、得

した。おかれている状況・立場は勿論、時代

るものが多くあり、貴重な時間を過ごさせて

背景や世相にも敏感に対応し共感出来るカ

頂きましたことに、感謝いたします。

ウンセラーとしての心構えも大事なのだと
感じました。
共に学ぶ仲間の有り難さに感謝しエピロ
ーグとしたいと思います。
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平成 25 年 11 月 10 日

東北支部 とぴっくす

約 7 ヶ月に及び実

平成 25 年 12 月 21 日

施されました、産業

東北支部事務局

カウンセラー養成

にて感謝状贈呈

講座の閉講式がつ

式が行われまし

つがなく終了致し

た。平成 14 年に

ました。

仙台にて 256 名

1 月 19 日に学科

で開設された東

試験、25、26 日

北支部は、多くの

この節目に、東北支部の更な

に面接試験が行わ

諸先輩のご努力

る発展への決意とともに、こ

れます。

により「10 年」

れまでご尽力いただいた 6 名

を迎える事が出

の方々へ感謝状をお送り致し

来ました。

ました。（ご都合により 3 名のご出席）

感慨深げに挨拶をされる
末冨総教室長

～研修案内～
・2 月 8 日（土）
人間の機能ⅡDNA

表彰式終了後に、

・2 月 15 日（土）

受賞された方々を

インストラクター研修初級

交えてささやかな

・2 月 22 日（土）

がら懇親会を催し

CC 入門講座
（資格ない方対象）

ました。

～事業推進部より～

事業推進部長

佐藤

敏彦

去る１２月 7 日（土）東北支部研修室において、シニアカウンセラーの庄子芳宏先生をお迎えし、
講師経験者向けのインストラクター研修を実施しました。講師経験者とは、支部業務としてメンタ
ルヘルス研修等を経験された方、及び協会本部作成の研修講師用マニュアルを貸与されている方の
ことをいいます。それら経験者２６名の申込があり、１０時から１６時までプレゼンテーションス
キルの質の向上を目指すという内容の濃い、充実した研修となりました。
東北支部では近年、メンタルヘルス研修など多くの企業、官公庁からの講師依頼があり、平日、
日中出講できる派遣講師が不足しており、本研修受講者の中から講師を見いだして行きたいと考え
ておりました。しかし、予想に反し、講師経験者の受講はあったものの、講師用マニュアル貸与者
で今後、支部業務の中で活躍してほしい方の申込が少なく残念に思っているところです。
支部は今年度、「支部派遣講師・派遣カウンセラーの認定等に関する内規」を整備し、１０月よ
り施行され、派遣講師の応募要件の中に、支部の定めた研修（プライマリー研修、インストラクタ
ー初級研修、インストラクター経験者研修（マニュアル貸与者含む）、支部派遣講師研修）を修了
していることを条件としています。その一環の研修である今回の研修ではありましたが、周知不足
のため受講者が少なかったのかな、と反省しているところではあります。
来年２月１５日には『インストラクター初級研修』も計画されています。今後、支部派遣講師を
目指されている方には是非、受講していただきたいと思っています。多数の申込を期待しています。
７
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※※※※※※

【東北支部・被災地支援活動の今】

※※※※※※

賀正でございます。支部会員の皆様はどのよ

参加をしてくださった皆様は活動を通してどんな
事を感じられているのでしょうか。シリーズとし
て毎回紹介させていただきます。

うな年始をお迎えでしたか。今回のお写真は左
記で寄稿してくださった渡部さんも参加され
た活動時のものです。皆でアップルケーキを作

【被災地支援ボランティア活動に参加して】
渡部

編集後記

りいただきました。

智子

一番手前が女川で全

ボランティアとして活動参加させて頂くよ

てを失ったお母さん、

うになったのは、2013 年の 5 月からでした。

奥 2 名は福島のお母

月 1 回、おもに六郷市民センターで行われてい

さん。いまだに自宅

る茶話会等への参加で計 8 回になります。

に泊まることさえ出

震災の年の 8 月から始まった当活動を会報で

来ません。
「リンゴな

知ってはいましたが、なかなか参加できずにお

んてこの時期は家に

りました。

余る程あったのよ」

活動当初は「経験の浅い自分に何が出来るの

明るくおっしゃいます。そしてこう続けられま

だろうか？」と自分に問いかけながらの参加で

した。「でもね、皆でこうしていられる事に感

した。しかし、社会福祉協議会さんや協会担当

謝感謝！」…私の本年の目標は感謝でしょうか。

者の皆さんで、参加者の皆さんとこれまでに築

そしてせっかくカウンセラーですので、それを

いてこられた絆とその温かな輪の中に入れて

口に出して相手に伝え返したいものです…。

頂き、回を重ねるごとに気負い無く参加できる

「年明けは？」「自宅のゴミを棄てていいとや

ようになってきたように思います。

っと行政に言われたの。だから全部棄ててくる

震災から日にちは経ってきているものの、痛

からね…そしたら又来るからね、ありがとう。」

切な記憶と不安を抱えたまま茶話会に参加さ
れている方々の多くはご高齢者です。人生経験
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豊富な方々のお話に頷かされることが多く、に
ぎやかで明るい笑い声の飛び交う時は一緒に
笑顔で、震災時のことや現在の心境をお話しさ
れる方には耳を傾けながらおります。続けて活
動参加することで皆さんのお顔と氏名も徐々
にわかるようになってきました。また、前回気
になった方のその後のご様子も知ることが出
来ます。お帰りの際に「楽しかった」「楽しみ
にしているよ」と言葉を残される参加者も多く
素直に嬉しく思います。
当初の「何ができるだろうか？」ではなく何
もできない無力な自分そのままで、皆さんと共
に時間を共有し共感することが大切なことと
実感しました。これからも 1 回 1 回をだいじ
に活動参加していきたいと願っております。
８

