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新年度を迎えて 
岩手県運営部長 葛巻邦夫 

 

“冬はかならず春

となる” また桜

の季節がめぐって

きました。 

岩手県の会員の皆

さまも、それぞれ

の活躍の場で新た

なスタートを切っ

たことと思います。 

 

一般社団法人産業カウンセラー協会東北支部も、

支部の前身組織となる「東北部会」を経て、平成

１４年４月、東北支部を設立し、はや１３年にな

りました。 

設立当時、東北の会員数は２５４名、岩手県は２

８名でした。この１３年間で、会員が約５倍に拡

充し、岩手県の会員も、今年度は、この春、晴れ

て資格試験に合格し新たな会員になる方も含め、

優に２００名を超えるのではないかと思われます。 

確かに会員数は毎年増えていくとは思いますが、

一方、今後ますます、産業カウンセラーが、組織

や、地域社会に果

たす役割が求め

られ、望まれるこ

とを鑑み、私たち

個々の質的な面

も問われてくる

ような気がしま

す。 

会員の皆様さま

には、このことは

重々お分かりでしょうし、各自、ご研鑽も重ねて

いらっしゃるでしょう。 

 

私が、産業カウンセラー養成講座にかかわってい

るなかで、毎回、受講者が、職場の人や家族から

「話を聴いてくれるようになった」とか、「変わっ

てきた」といわれるようになったとお聞きします。

本人が変わることで、周囲も変わる、変えていく

ことができる。この知らずに発している効果を体

現できる産業カウンセラーの存在は、あらためて

大きいことではないかと感じます。 

資格を取られた方がすべて職業的なカウンセラー

になっていないことは現実ですが、 

カウンセラー

という専門職

ではないけれ

ども、その知

識や経験を活

かしながら、

いろいろな分

野で存在を発

揮していけるように、岩手県運営部が皆さまに、

その「場」を見つけ「つなぐ」役割でありたいと

も念願しております。 

 

いま社会は、人が、悩みの解決、そしてその先の

現実の人生の課題や問題を解決できるような支援

もできるキャリアコンサルタント的なスキルも求

められる時代にますますはいってきたともいわれ

ております。 

この１年、協会にとっても大きな節目になるだろ

うということもきいております。 

 

ともあれ、ひとりでも多くの方々の、ご意見、ご

要望をお寄せいただければ幸いです。 
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平成２６年度活動報告 
  会員の皆様のご協力のもと、2014 年度を無事

終えることができました。改めて産業カウンセラ

ー協会の活動にご協力ありがとうございます。 

 活動実績を以下のとおり表にまとめました。 

 

2014 年活動報告 

実施 

月日 
行事名 

実施 

場所 

7月 26日 
岩手会員の集い  キャリア研

修 ・ 意見交換会 
アイーナ 

9月 10日 
世界自殺予防デー キャンペー

ン活動 
盛岡駅構内 

9月 20日 

災害復興メンタルヘルス研修 

【第 1回】「被災者の声を聴く-１」 

【主催を支部とし１０回の研修に

参加】 

マリオス 

10月 18日 
【第 2回】「ＰＦＡ心理学的応急処

置」 
マリオス 

11月 9日 

【第 3回】①「自殺に追い込まれ

る人の少ない地域から学ぶ支

援計画とは」②「被災地における

アルコール関連障害の現況と課

題」 

アイーナ 

12月 13日 

【第 4回】「被災地における学び

合いのサイクルを復興にどう向

けるか」 

肴町恵ビル 

１月 

岩手会員 勉強会 新年会 

養成講座無料体験セミナー① 

養成講座無料体験セミナー② 

【第 5回】「世界の被災地メンタ

ルヘルス支援活動の紹介」 

養成講座無料体験セミナー③ 

アイーナ 

２月 
【第 6回】「次世代のメンタルヘ

ルスケア」 
肴町恵ビル 

３月 
【第 7回】大規模災害被災地へ

の長期メンタルヘルス支援 
肴町恵ビル 

 

 2014.10.18 

 【第 2 回】「ＰＦＡ心理学的応急処置」 

 

2015.1.24 

【第 5回】「世界の被災地メンタルヘルス支援活動の

紹介」 東京会場より渡辺暁里先生の講演 
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平成２７年度活動計画 
岩手県運営部では、今年度は以下のような行事

を計画しております。会員の皆様の積極的なご参

加をお願いいたします。 

 2015年度活動計画 

実施月 行事予定名 
実施予定

場所 

4月 18日 【第８回】メンタル研修 肴町恵ビル 

５月 【第９回】メンタル研修 未定 

６月 【第１０回】メンタル研修 未定 

８月 
通信講座用 

  無料セミナー①② 
未定 

９月 
世界自殺予防デー キャン

ペーン活動 
盛岡駅構内 

１２月 
第１回  

養成講座無料体験セミナー 
盛岡市内 

１月 
スキルアップ研修（研修・新

年会） 
盛岡市内 

２月 
第２回 

養成講座無料体験セミナー 
盛岡市内 
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平成26年度 岩手県運営部主催

の活動にご協力いただける方を 

大募集！！ 

2015年度活動計画にあげおります、無料体

験セミナースタッフおよび、世界自殺予防デ

ーのチラシおよびポケットティッシュ配布活

動スタッフを広く募集しております。 

詳細な日程はまだ決まっておりませんが、 

「お手伝いしてもいいよ～」という方は 

岩手事務所へ、メールまたはファックスで会

員名・連絡先をお知らせ願います。 
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 平成２６年度 学習グループ 

「イーハトーブ盛岡」活動報告  
 昨年、自主学習グループを立ち上げました。 

初年度は下記のような活動をいたしました。 

  活動概要 
実施 

年月日 

第 1回例会 
・ 運営計画の決定 

H26.5.6 
・ 学習内容検討 

第 2回例会 
・  療法概論おさらい 

H26.6.14 
・  面接演習Ⅰ 

第 3回例会 
・  来談者中心療法復習 

H26.7.12 
・  面接演習Ⅰ 

第 4回例会   中止 

第 5回例会 
・  体験過程について 

H26.9.13 
・  面接演習Ⅰ 

第 6回例会 
・  逐語記録作成 

H26.10.11 
・  面接演習Ⅱ 

第 7回例会 ・  意見交換会 H26.11.8 

第 8回例会   中止 

第 9回例会 ・  ＤＶＤ学習① H27.1.10 

第 10回例会 ・ 読書会 H27.2.14 

第 11回例会 ・  事例検討会 H27.3.9 
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 平成２７年度 学習グループ 

「イーハトーブ盛岡」活動計画 

 二年目となる、今年度は以下のとおりの活動を計

画いたしました。是非、皆様の積極的な参加をお願

いいたします。 

 

内容 詳細予定 計画日 

第１２回例会 総会 H27.5.9 

第１３回例会 面接スキルアップ H27.6.13 

第１４回例会 面接スキルアップ H27.7.11 

第１５回例会 事例検討 H27.9.12 

第１６回例会 事例検討 H27.10.10 

第１７回例会 事例検討 H27.11.14 

第１８回例会 うつ病の学習 H28.1.9 

第１９回例会 うつ病の学習 H28.2.13 

第２０回例会 うつ病の学習 H28.3.12 

 

学習グループに関するご質問・新規参加申し込

みなど連絡は下記までメールをお願いいたします。 

その際検索しやすいようにタイトルに 

「＃イーハトーブ」と入れてください。 

 

myhome310@gmail.com 
 

 

 

mailto:myhome310@gmail.com
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平成２６年度  

 会員交流会の様子 

2014.7.26 
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ＤＶＤシニア講座を 

受講してみませんか？ 
 

今年度も岩手事務所でＤＶ

Ｄ方式でのシニア講座が開催

されます。シニア資格取得を

目指す方だけでなく、ポイン

トが付与されますので自身の

スキルアップを目的として受講のご検討をお願い

いたします。 

 

５月１７日 K0600 リサーチ 

６月２８日 K1000 雇用環境と人事労務管理 

※ポイント付与されます 

最少実施人数：岩手事務所３名 

 

詳しくは、協会本部ホームページ・東北支部ホー

ムページまたは、送付される「産業カウンセリン

グ」のシニアコース講座のご案内を参照ください。
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ＭＬ会員に登録をしませんか？ 

岩手県運営部ではメーリグンリスト会員（ＭＬ

会員）を募集しています。 

緊急連絡・情報交換・セミナーの案内等に利用

されています。 

ご希望の方は岩手事務所のメールアドレスに 

 

タイトルに【ＭＬ会員登録希望】とし、  

本文に、 

①名前 ②会員番号 ③メールアドレス を 

記載して申し込みをお願いいたします。 

 

※ＭＬ会員の登録は会員ボランティアが行ってい

ますので登録までお時間をいただくことがありま

すのでご了承ください。 
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＜つぶやき＞ 

 ４月といえば、やっぱり桜が連想されますが、

今年は盛岡気象台が始まって以来の早い開花宣言

となり、もう、桜が咲いたんだぁ～とびっくりし

ています。 

開花したとはいっても、仕事で忙しく、ゆっく

りお花見する時間がないので、せめて、食べ物だ

けでも春を感じようと思い、桜御飯をつくってみ

ました。 

ほんのり桜の香りのする御飯を食べながら、や

っぱり、季節を感じる気持ちの余裕が、仕事にも

生活にも必要だと改めて感じてしまいました。忙

しいことを理由にせず、仕事帰り仕事場の近くの

桜を観にいってこようと思います。 

       （ミッシェル） 
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