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関西支部支部長　詫 間 篤 子

平素より会員の皆様には支部活動にご協力いただき本当にありがとう

ございます。

全国研究大会ホームページにてすでにご案内の通り、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大防止、そして皆様の安全と健康を何よりも優先するべ

きという判断から、協会とも協議の上、60周年記念大会でもあります全

国研究大会 in 関西を中止させていただくことになりました。

全国研究大会を関西で行うにあたっては、２年以上前から準備をしてまいりました。当初、本年

は東京オリンピック、パラリンピックの年でもありましたから会場決定も容易ではなく、２千人規

模の大会を本当に実施できるのかと、先を不安に感じたのを思い出します。

「関西らしい一味違う大会にしたい」と、これまで中心的に内容の検討をしてきていただいた実

行委員の皆様。会議に参加させていただいた折、各々の熱い思いの交流があり、驚くほどに様々な

知恵やアイデアが出てくるという場面に立ち会うことで、皆がよればきっとすごい大会になると、

私自身大いに刺激を受け自信になりました。

関西で開催するならば一肌脱ごうと集まってきてくださったボランティア志願の皆様。初めてお

会いする方も多くいらっしゃり、「できることは何でもするからね」のお声かけ、協力の輪はとて

もありがたく、心強く感じたものです。

関西ならば大会参加はできると、楽しみにしておられた方々も多くいらっしゃったのではないで

しょうか。

しかしながら、その後、まさかこんな事態になるとは、誰が予測できたでしょう。

皆様のこれまでのご苦労や費やしていただいた時間を思うと残念で残念でなりません。これまで

積み上げてきたものを無駄にするわけにいきません。次回開催の東北支部に伝えていきたいですし、

今後の関西支部の力にも変えていきたいとも思っています。

本当に本当にありがとうございました。感謝の気持ちでいっぱいです。今は難しいですが、ぜひ

どこかの機会で皆様と慰労の会を実施したいと考えています。　

新型コロナウイルスの影響がいつまで続くのか、誰もが初めての経験であり、見通しがつかない

現状ではありますが、会員の皆様から、「こんな時だからこそ、何かできることはないのでしょうか」

という意見をたくさんいただきます。

人を尊重しながら話を“聴く”ことで、社会に貢献していくことが私たちの強みです。

皆様自身の安全と健康を守るのは言うまでもありません。でも、元に戻る日を只待つだけでなく、

このような状況下でも可能な限りできる方法を模索し、実践することが必要なのではないかと日々

感じています。

皆で実際に集まる機会の多くは延期せざるを得ませんが、学習や交流の機会をなくしてしまう、

止めてしまいたくはありません。それこそ、各々の知恵を出し合い、協力し、つながることが大切

です。ぜひ引き続きご協力をいただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

皆様、新型コロナウイルス感染には十分注意をし、健康でお過ごしください。ありきたりの言葉

にはなってしまいますが、やはり、みんなの力でこの窮地を乗り越えましょう!!

全国研究大会の中止にあたり、

　　　そして、この窮地を皆様とともに
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関西支部
定時支部総会のお知らせ

実施日：６月21日（日） 支部７階研修センター

１．第１部　定時支部総会

　　○ 時　間：13：00～15：00

　　○ 支部総会出欠の回答につきましては、同封のハガキまたはホーム

ページの「支部総会のご案内」より出欠回答をお願いいたしま

す。ハガキとインターネットにより重複して議決権を行使され

た場合は、インターネットの行使を有効とします。

　　※ 各議案については「らぽーる５月号」に同封の議案書を参照願い

ます。

当初、予定しておりました特別例会『「紙芝居屋」のおもろいはな

し～笑いは、心の栄養剤～　（だんまる先生、ヤッサン一座二代目

座長）』は中止とさせていただきますので、何卒ご了承いただきま

すようお願い申し上げます。

定時支部総会を下記の通り開催いたしますのでご案内いたします。

全国に「緊急事態宣言」が発令され、新型コロナウィルス感染症予防

のため不要不急の外出の自粛や多人数によるイベントや集会の自粛が

求められております。

このような状況に鑑み、総会出欠の返信につきましては、「委任」に

よる出席もしくは「議決権行使」をお選びいただきますようお願い申

し上げます。
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協会のＡＤＲの特徴と概要

近年、グローバル化、 ＩＣＴ化の進展等による競争環境が激化する中、産業界に

おいては雇用・労働情勢が厳しさを増してきています。また、企業経営の合理化・

効率化を図るべく非正規雇用者の活用など雇用形態の多様化などにより解雇、雇い

止め、残業代の不払い、いじめ・嫌がらせなどの労働紛争が増加してきています。

とくに、近年は労働者の権利意識の高まり、自治体や民間の個別労働紛争解決機関

の整備充実等により紛争が増加傾向にあります。これら労働紛争の原因の中でもい

じめ・嫌がらせを原因とする紛争が増加してきており、私たち産業カウンセラーの

活躍の場が広がってきています。

わが協会のＡＤＲは、先に説明しました「個別労働関係紛争」及び婚約の解消、

離婚問題、子供の養育問題など「男女間の維持調整に関する紛争」の２分野を対象に、

2008年に法務大臣から任所を受けた民間ＡＤＲ機関です。特色は、 ① 「対話促進型

調停」を採用、 ② 調停者は、特定社会保険労務士、民事・家事調停員などの経験

者である「産業カウンセラー」、 ③ 「当事者双方の同席」を原則とし、「非公開」で

行うなどである。　　

具体的な紛争事例としては、例えば、 ① 当事者にメンタル面での特別な配慮が

必要な紛争、 ② 紛争の真の原因が人間関係のこじれ等である紛争、 ③ 紛争解決後

には良好な人間関係を維持したいと考えている紛争、 ④ 職場におけるいじめ、嫌

がらせ、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント等が原因の紛争、 ⑤ 職場

内の法的紛争であるが、継続勤務を前提に円満解決を望んでいる紛争、その他裁判

による訴訟手続きではなく、簡易・迅速な手続きで、廉価な費用で、当事者双方の

話し合いを基本として問題解決を図りたい紛争などが、協会のＡＤＲによる紛争解

決に適しています。

ＡＤＲは傾聴力を駆使し問題解決を支援するなど、まさに私たち産業カウンセラ

ーが保有する知識やスキルを十分に活用できる分野と言えるのではないでしょうか。

（文責：関西支部ＡＤＲセンター　五藤勝三）

関西支部  ADRセンターだより

関西支部ＡＤＲセンター直通電話番号　06-6271-9495
関西支部ホームページ　http://www.jica-kansai.jp
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相談事業部

【予約日時】

　月曜～金曜　10：00～17：00

【面接日時】

　予約時に、お問い合わせください

【予約先･所在地】

　大阪相談室 （関西支部内）

　電話　06 （6125） 5596

大阪相談室

【予約日時】

　月曜～金曜　10：00～17：00

【面接日時】

　予約時に、お問い合わせください

【予約先･所在地】

　京都事務所

　電話　075 （212） 9100

京都相談室

【予約日時】

　月曜～金曜　10：00～17：00

【面接日時】

　予約時に、お問い合わせください

【予約先･所在地】

　兵庫事務所

　電話　078 （367） 5815

神戸相談室

関西支部相談室のご案内
通常のカウンセリングだけでなく『スーパービジョン』

『ロールプレイ』 なども実施しています。
是非ご活用ください。   ※完全予約制

★相談事業部では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

　次のように対応しています。

新型コロナウィルス
感染拡大防止対応について

一般社団法人日本産業カウンセラー協会
関西支部部部部部 相談室

一般社団法人日本産業カウンセラー協会
関西支部 相談室

私たちは、
上記のことに配慮して、カウンセリングを
行っています。
ご理解のほどお願いいたします。

除菌 換気 距離
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養成講座部

産業カウンセラー養成講座
2019年度下期 （６か月）・10か月コース活動報告

2019年度下期の 『産業カウンセラー養成講座』 は、昨年11月開講の６か月コース（２教室４コー

ス）と、2020年１月開講の10か月コース（３教室）が実施されています。新型コロナウイルスの影

響で日程変更もありながら、各教室さらに絆を深め、心を一つに学び合っています。

今回は、各教室の様子をお伝え致します。

　　2019年度下期（６か月）

大阪教室（土曜コース・日曜コース・水曜昼間コース) 神戸教室 修了間近

＜大阪教室・土曜コース＞

大阪土曜コースでは、38名の受講者が基本グループを越えて仲良く会話をされたり、苦戦する課

題に対しては、皆で励まし合いながら取り組んでいらっしゃいます。受講者さん全員が修了できる

ように、事務局スタッフ一同、全力でサポートして参ります！！

＜大阪教室・日曜コース＞

大阪日曜コースでは、初期、中期、後期と３つのグループを体験いただきました。その都度、ち

ょっとした緊張もありながら新しい仲間、指導者に出会い、それぞれの感じ方、捉え方を積極的に

言語化し学びを深めてこられました。また講座終了後の学習機会について話が出るなど意欲が高く、

メンバー全員でワンチームとなり、互いに支えながら日々成長しておられます。新しい産業カウン

セラーの誕生が楽しみです。

＜大阪教室・水曜コース＞

大阪水曜コースでは、受講者14名、指導者４名で、少人数ながら、熱心に学習を進めてきました。

講座終了に向け、自己理解も深まり、グループも成熟してきました。あとわずかになりましたが、

少しでもみなさんが成長されるようにサポートしていきたいと思います。

＜神戸教室＞

神戸教室は、グループメンバーの誠実で温かい支えあいの姿勢によって、お互いの成長をサポー

トしてきました。自分と向き合い、理解し受容することの大切さを一人ひとりが感じています。養

成講座を終えても、ここでの気づきを今後の人生に活かしていただければと思います。

　　2019年度10か月コース

大阪教室（水曜夜間コース）京都教室 滋賀教室 １月から開講しました

＜大阪教室・水曜夜間コース＞

２時間半の、仕事帰りの受講者が多いコースです。「よりよいグループづくり」を目標に、１月

13日受講者22名、実技指導者４名、事務担当者３名のスタートです。新型コロナウィルスの影響で、

日程がずれることもあり、実技指導者同士で話し合い、共有しながら、工夫をしています。中には

走りこんでこられる方もいらっしゃいますが、グループの中には温かい関係性もでき、熱心に学ん

でいただいていると感じています。

＜京都教室＞

京都経済センターで、受講者29名・指導者６名・事務担当３名で１月19日（日）に10か月コース

がスタートしました。経済センターの講座も上期に続いて２度目。指導者同士の連携もできていて、

指導者の熱いハートと寄り添いの心で、受講者の皆さんもとても熱心に実習に取り組まれています。

＜滋賀教室＞

滋賀教室は草津で初開催となりました。受講者13名・指導者２名草津商工会議所で、１月18日（土）

にスタートしています。少人数ですが、和気あいあいと産業カウンセラーの資格を取得すべく、聴く

学びを深めあっています。全員で講座を修了できるように、切磋琢磨しながらがんばっています。
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キャリア・カウンセラー部

ダブルライセンスでスキルアップ！
『産業カウンセラー』と『キャリアコンサルタント』

・メンタルヘルス対策とキャリア形成支援は、対人支援の車の両輪！
・養成講習修了により、国家試験受験資格が得られます。

サポート特典付き　短期集中２か月コースを新設しました！

※今後の状況により、内容やスケジュールも変わることがありますので、厚生労働省
　や、当協会ＨＰなどの情報も随時ご確認ください。

【４か月コース】・大阪 ①土曜コース　②日曜コース（ＯＭＭ：京阪／大阪メトロ天満橋）　
　　　　　　　　　　　 ③水曜コース（関西支部研修センターで調整中）
　　　　　　　　・京都 ④日曜コース（京都経済センター：地下鉄四条／阪急烏丸）
　　　　　　　　・兵庫 ⑤土曜コース（兵庫県民会館：ＪＲ／阪神元町）

【２か月コース】・大阪（ＯＭＭ：京阪／大阪メトロ天満橋）　
　　　　　　　　・姫路（ＪＲ姫路駅近辺で調整中）

いずれも
駅近会場

【更新要件：厚生労働大臣指定更新講習の受講】
　・知識講習：８時間以上
　・技能講習：30時間以上
　　　※一部免除される場合もあります。

・更新には、更新講習受講が必要です。
・必要な講習を受講しなかった場合には資格が失効します。
・社会の動きに合わせて求められる必要な知識も変化する中、定期的に資格更新すること
　で、いつでも安定した支援ができる専門家としての社会的信頼を得ることができます。
　　※更新にかかる詳細内容は、厚生労働省等のＨＰなどをご確認ください。

2016年国家資格制度創設以前の取得で、経過措置対応で登録
された方も同様に更新が必要です。

例：2016年６月１日登録の方⇒2021年５月末までに更新
※経過措置対応で登録された方が失効された場合、国家資格キャリアコン
サルタントもしくは技能検定試験に合格したうえで再登録となります。

※注意

当面の更新講習日程は、
関西支部ＨＰをご確認ください。
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トレーニングセンター

２０２０年度トレーニングセンター訓練生募集のご案内

　トレーニングセンターは、実践経験がない産業カウンセラー、及びシニア産業カウンセラー有資
格者に対して、実践訓練の場として開設しています。
　企業などから求められる実践力を身につけ、将来産業カウンセラーとして活動を目指したいと考
えている方、お待ちしています。

１．対　　　象：産業カウンセラー及びシニア産業カウンセラー
　※学習歴などの書類審査及び面接・実技による審査にて選考します
　　学習歴は、スキルアップ・ミドル講座修了と同等以上を基準とします
　　なお、応募人数や選考結果により、開催できない場合があります

２．訓 練 期 間：2020年10月より１年間
　◆土曜コース　 毎月 第１～４土曜日　18：30～21：00

３．プログラム内容
　・上記期間におけるカウンセリング
　・事例検討、逐語検討、グループスーパービジョン
　・病理や危機介入、職場における組織対応など
　※指導は産業カウンセラースーパーバイザーが担当します

４．訓 練 費 用：160,000円（前期・後期分割あり）

５．応募締切り：７月31日（金）

※お申込みの詳細については同封のチラシをご覧ください　　　　

クライエント体験募集！

　トレーニングセンターでは、スーパーバイザー指導の下、訓練生がプロのカウンセラーを目指し
トレーニングに励んでいます。その訓練生を相手にクライエント体験してみませんか？
　日常生活で感じるもやもや感、吐き出したい思い、どんな内容でも大丈夫、あなたの気持ちをお
聴きします。そして、クライエントとして感じたことをあなたの学びに生かしてください。

※面接の詳細については、同封のチラシをご覧ください。　　　　

カウンセリングルーム
は関西支部８階です。

関西支部事務局入口 カウンセリングルーム
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メルマガ登録は関西支部ＨＰの下記ＵＲＬもしくは、
右のＱＲコードを読み取りご登録をお願いします！
URL：https://canyon-ex.jp/fx20177/00000004

みなさまの活動にお役に立つ情報としてメルマガに登録いただいた方に、
３分野の『ＪＡＩＣＯ関西ｅ-ニュース』を発行しています。

 ・ 知っておきたい法律や制度の改正情報（毎月10日）
 ・ 研修、学習情報（毎月20日）
 ・ 求人情報とボランティア情報（随時発行・不定期）

関西支部発信のメルマガの登録は
お済みでしょうか
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「なら交流＆学習会」 第４回開催報告と発足初年度ふりかえり
昨年４月に発足した「なら交流＆学習会」は、７月「治療と仕事の両立支援」・11月「性

の多様性とカウンセリング」に続き、４回目を令和２年２月24日「産業カウンセラーの活動
を通して」のテーマで、奈良県文化会館で開催しました。

新しい会員からベテランまでの幅広い会員参加の中、菊地節子講師のお話と後半のミーテ
ィングを通じ、「講演は自分の活動の指針になった」「日常生活の中で色んな活動機会がある
ことに気づいた」「楽しかった。資格の活かし方等様々な人の話が聞けた」「パワーをもらった。
産業カウンセラーとしてステップを踏み成長していきたい」等の声々で、参加者全員が「期
待通り」とのアンケ―ト結果で発足初年度を終えることができました。

本会は18名の運営委員で企画し担当を分担しながら開催しています。次回は８月に郡浜浩
講師による「発達障がい」のテーマで開催予定です（詳細は７月号で案内予定）。新年度も
多くの方の参加をお待ちしています。　　　　　　　　　　　　 　　　（運営委員：窪山）

講　演 キャンプファイヤーミーティング

「プロボノ」とは、ラテン語で、専門家が自らの専門知識や技能を生かす社会貢献活動です。
「関西プロボノの会　KICOKA33」は2013年より、市民活動のあらゆる場で【傾聴】をベースに４
つのグループでこころの支援を行っています。

①　「縁活グループ」…あべのハルカス・ コミュニティスペース（縁活スペース）でのイベント開催、
相談コーナー『傾聴屋』でのカウンセリング（毎月第３日曜日・午後）

②　「傾聴ボランティアグループ」…大阪市各区社協主催の傾聴ボランティア養成講座においての
初心者向け傾聴教室を開催。（福島区、平野区、東住吉区 、阿倍野区、西成区、中央区 などで実施）

③　「傾聴カフェグループ」…主に天王寺区民センター内にてお話を傾聴するカフェを開催（主に
土日）

④　「勉強会グループ」…各活動後の「事例検討」やスーパーバイズ、事前のリハーサルや情報共有、
関連知識や技能の自己研鑽の場としてのセミナーの開催などを実施し、会員のスキル向上を図る

関西支部に所属する産業カウンセラーの方はどなたでも参加可能です。
入会時に所属グループを決めていますが、他グループ活動にも自由に参加しています。
ご興味のある方はkicoka33pr@gmail.comにご連絡ください。　　　　　　　（KICOKA33広報担当）

関西支部自主学習会グループ
「関西プロボノの会  ＫＩＣＯＫＡ３３」の活動ご紹介

ケイチョーくん

縁活グループ 傾聴ボランティアグループ 傾聴カフェグループ 勉強会グループ

～申し込みは関西支部ＨＰの「会員学習グループのご案内」から～
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◆2020年（令和２年）２月度　運営幹部会議事録◆

　

日　時： 2020年（令和２年）２月21日（金）

出席者： 13名、本部からの出席者２名

議　題：

Ⅰ．報告事項

１．協会本部報告事項

２月８日に第５回臨時理事会が開催された。会議冒頭

に小原会長からコロナウィルスの影響によりオリンピ

ックや協会の全国研究大会の開催等協会イベントにつ

いて懸念があるが、国の施策等を注視しながら淡々と

対応していきたいとの挨拶があった。

（１）2020年度事業計画（案）について

首都圏事業部の活動について、利益目標必達の具体

策について等の質疑応答があり、計画案は承認され

た。

（２）2019年度事業報告（案）について

ＩＴプロジェクトの全国展開について、キャリアコ

ンサルタント給付金問題への対応について質疑応答

があり、報告案は承認された。

（３）2019年度第三四半期決算と年度見込みについて

保存する有価証券について確認があり、承認された。

（４）2020年度予算案について

「働き方改革」関連の投資は予算案に入っているか、

利益率が低下していることへの再点検が必要、赤字

予算は不適切であり、予算の見直しが必要であると

の意見があり、修正予算案を策定することになった。

（５）ＪＡＩＣＯキャリアコンサルタント全国統一模擬試

験実施について

キャリアコンサルタント養成講習受講者を確保する

施策の一環として全国統一模擬試験（学科試験）を

実施する。また、他団体に先駆け毎年定期開催する

ことにより他団体の養成講習修了者も取り込みたい

と考えている。

（６）協会創立60周年記念事業概要について

60周年記念動画の作成、功労者表彰、会員歴30年の

方の表彰、全国研究大会時に60周年記念パネルの展

示、60周年記念バッジの販売等を企画検討している。

２．各部各事務所活動報告

　広報部

・「らぽーる関西３月号」は２月21日に校了し、３月

17日に発送の予定。自主勉強会（はからめの会）紹

介、産業カウンセラー試験合格体験記の募集を進路

説明会で行いたいと考えている。

　会員部

・月例会の開催について１月の運営幹部会・運営協議

会で見直し案を提案したが、再検討の要請があり、

現在検討中である。決定するまでは７月以降も当面

開催する。

　事業推進部

・兵庫県メンタルヘルス改善支援事業の進捗状況は、

研修・フォローアップ研修等合計417回（進捗率

85.1％）の申し込み受託している。既に受託してい

る申込企業のなかでコロナウィルスの影響で研修を

中止をする企業も出てきている。

・兵庫県事業が３月で終了し、報告事項の整理作成す

るために森田眞理子さんを新規登録委員として選任

する推薦があった。森田さんのプロフィール紹介が

あり、全員賛成で承認された。

　相談事業部

・グループスーパービジョンを２月29日、３月１日実

施する。新規相談室カウンセラーの応募状況は２月

15日現在３名となっている。

　養成講座部

・５月開講のｅ－Ｌearning制６か月コースの応募状

況は、２月21日現在54名（定員156名）34.6％とな

っている。

　キャリア・カウンセラー部

・12期養成講習の募集状況は、２月21日現在17名（22

％）となっている。京都、神戸でも説明会を開催し、

受講者確保に努めたい。キャリアコンサルタント更

新講習は順調に推移し、定員が充足している。

　研修部

・研修部主催講座は報告資料のとおり進捗している。

登録委員の森口啓子さんが２月で退任し、山路淳子

さんが後任候補として推薦された。山路さんのプロ

フィールの紹介があり、全員賛成で承認された。

　京都事務所

・ポリテクセンター京都の「こころの相談窓口」の見

積書を提出し、落札した。

運営幹部会・運営協議会議事録 詳細は、当該事項の担当幹部へおたずねください。
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　兵庫事務所

・３月８日に兵庫事務所主催の研修会「ひきこもりの

現状と課題」を開催する。２月18日現在の応募状況

は34名。

３．2019年度1月度決算報告

収入合計　　　　　 252,946,253円　　

支出合計　　　　 　232,648,271円

差し引き収支差額　　20,297,982円

４．産業カウンセラー、キャリコンサルタントのための進

　　路説明会について

・３月21日（土）に産業カウンセラー養成講座、キャ

リアコンサルタント養成講習修了者を対象として進

路説明会を開催する。場所はエル・おおさか、13時

30分より16：30

・発表者は５名でパネルディスカッション形式で行う。

15時から交流会を行う予定。

５．定時支部総会スケジュール

・６月14日（日）に定時支部総会を開催する。(13：

00～15：00）特別月例会15：30～17：30、会員交流

会17：45～19：45

・議案書の作成を４月17日までにお願いしたい。昨年

分を参考送付する。

６．新型コロナウィルスへの対応について

・別紙のとおり厚生労働省、協会本部、大阪府より新

型コロナウィルスへの対応について通知が届いてい

る。大きな事態の変化がない限り養成講座・養成講

習は予定通り開講する。

支部で主催する講座・研修は支部の状況をみて判断

する。講師・指導者、受講者へは別添の通知（注意

事項）を配布する。

・受講者等に感染の事実があれば届け出るように依頼

する。

７．全国研究大会参加申し込み状況

・２月21日現在の申込者数は452名となっている。支

部別・分科会別・交流会別の申込者は別紙のとおり。

Ⅱ．協議事項

１．2020年度予算案の修正について

・１月度の運営幹部会・運営協議会で関西支部の2020

年度予算案は承認され、本部へ報告した。集計の結

　果、協会全体として56百万円の赤字となった。理事

会で協議の結果、予算の見直しを行う必要があると

の意見があり、修正予算を組むことになった。61百

万円の利益を上乗せし、最終５百万円の黒字予算を

組む案が本部より提示されている。うち、関西支部

には２百万円の上乗せ要求があった。

・運営幹部の意見等質疑応答の結果、２百万円の修正

について承認された。内容については事務局に一任

された。

以　上　

◆2020年（令和２年）３月度　運営幹部会議事録◆

　

日　時：2020年（令和２年）３月25日（水）

出席者：13名、本部からの出席者：２名

議　題：

Ⅰ．報告事項

１．協会本部・支部長会議報告事項

２月22第４回支部長会議、３月14日に第６回理事会

（ＷＥＢ）が開催された。会議冒頭に小原会長からコ

ロナウィルスの影響により協会本部・支部とも苦戦し

ており、すべてに優先して対策を行いながら対応して

いきたいとの挨拶があった。

（１）2020年度事業計画（案）について

首都圏事業部の活動について、利益目標必達の具体

策について等の質疑応答があり、計画案は承認され

た。但し、新型コロナウィルス感染症の影響により

修正する可能性があることが報告された。

（２）2019年度事業報告（案）について

ＩＴプロジェクトの全国展開について、キャリアコ

ンサルタント給付金問題への対応について質疑応答

があり、報告案は承認された。

（３）2020年度第二次予算案について

第一次予算案は赤字予算であったため、各支部に修

正を求め、最終案として黒字予算にすることができ

た。

（４）支部規程（統一モデル）及び「重要な使用人の選任

に関する規程」の改定について

規程案の説明と改訂理由についての説明が行われた。

（５）第50回定時総会の開催案について

定時総会の招集文案が示され承認された。

３月24日の執行理事会で全国研究大会を延期するこ

とが決定され、この決定に伴い、定時総会を５月30
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日に横浜で開催することを検討していることが報告

された。

２．各部各事務所活動報告

　広報部

・「らぽーる関西５月号」は４月23日に校了し、５月

20日に発送の予定。全国研究大会が延期されたこと

により、掲載スペースが空いたので掲載希望があれ

ば広報部まで申込をしてほしい。

　会員部

・７月月例会は「もめごとの相談から解決までのＡＤ

Ｒとは」（講師：五藤副支部長）、９月月例会は、

自主映画開催を予定している。メルマガの登録者を

募集しているので各講座で紹介してほしい。

　事業推進部

・兵庫県メンタルヘルス改善支援事業の進捗状況は、

研修・フォローアップ研修等合計399回（進捗率81

％）の申し込み受託している。既に受託している申

込企業のなかでコロナウィルスの影響で研修を中止

をする企業も出てきており、影響は大きい。

・事業推進部の登録委員を募集中である。

　相談事業部

・新規相談員審査結果は、応募者３名のうち、１名の

入室が決定した。２名の方が退職されるので、差引

１名の減となる。

　養成講座部

・現在開講中の養成講座は順調に進捗している。

・５月開講のｅ－Ｌearning制６か月コースの応募状

況は、３月25日現在65名（定員156名）41.7％とな

っている。今後説明会でズームを活用したいと考え

ている。

　キャリア・カウンセラー部

・12期養成講習の募集状況は、３月25日現在45名（定

員78名、57.5％）となっている。京都、神戸でも説

明会を開催し、受講者確保に努めたい。キャリアコ

ンサルタント更新講習はコロナウィルス感染症の影

響によりキャンセルが出ている。

　研修部

・研修部主催講座のうち、講座の中止もしくはキャン

セルにより連続して開催する講座の修了要件への対

応が必要になる。

・研修部の登録委員候補として池田周一氏が推薦があ

り、承認された。

　京都事務所

・京都府のメンタルヘルス相談業務への見積書を提出

　した。京都労働局のメンタルヘルス対策事業へ入札

を行ったが、落札できなかった。

　兵庫事務所

・３月８日に予定していた兵庫事務所主催の研修会

「ひきこもりの現状と課題」を中止したが開催の希

望が多いため、開催の方向で講師等に相談している。

３．2019年度２月度決算報告

収入合計　　　　　 275,906,663円

支出合計　　　　　 256,502,468円

差し引き収支差額　　19,404,195円

４．定時支部総会スケジュール

・６月14日（日）に定時支部総会を開催する。(13：

00～15：00）特別月例会15：30～17：30

・議案書の作成を４月15日までにお願いしたい。

５．新型コロナウィルスへの対応、影響について

・新型コロナウィルス感染症予防ハンドブックを配布

するので参照願いたい。

・新型コロナウィルス感染症の影響により、講座の中

止・キャンセルが出ている。特に事業推進部におけ

る兵庫県事業でかなりのキャンセルが出ており、支

部決算への影響も懸念される。

　　

６．全国研究大会の開催について

・３月24日の執行理事会において全国研究大会の延期

が決定された。開催時期や場所についてはこれから

検討していくことになる。

Ⅱ．協議事項

１．支部規程改定案について

・支部長を重要な使用人として選任するにあたり支部

規程の変更が必要になるため、改定案の説明が行わ

れた。4月の運営協議会を経て、定時支部総会で承

認を得ることになる。

以　上　
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＜支部の月間活動予定のスケジュール表です＞
予定変更が生じる場合があるため、ご利用の際には関西支部ＨＰ等で事前にご確認下さい。

（凡例）　各担当部署については次の通り略記しています。　（事）：事務局　（養）：養成講座部　（広）：広報部　（相）：相談事業部　（育）：実技指導者育成部
　　　　（本）：協会本部　（推）：事業推進部　（京）：京都事務所　（兵）：兵庫事務所
　　　　講座については次の通り略記しています。　（養成）：養成講座部　（会員）：会員部　（研修）：研修部　（ＣＣ）：キャリア・カウンセラー部
　　　　（トレセン）：トレーニングセンター　　・ 会議　（幹）：運営幹部会　（運）：運営協議会

関西支部月間活動予定

「2020 年５月」
予　　　　定

（ＣＣ）:養成講習 大阪土曜・神戸土曜・神戸土日

  　　　　（トレセン）

（養成）:養成講座 10か月 大阪水曜夜
（養成）:養成講座 上期 大阪水曜

  　　　　（トレセン）

（ＣＣ）:養成講習 大阪金曜

（養成）:養成講座 10か月 滋賀

（養成）:養成講座 上期 大阪土曜・神戸

（ＣＣ）:養成講習 大阪土曜

（会員）:5月例会

（研修）:【R02】セルフケア自律訓練法

（研修）:【J06】カウンセリングスキルアップ・

　　　　　　ミドル講座

（研修）:【J12】カウンセリングスキルアップ・

　　　　　　ベーシック講座

（研修）:シニア育成講座

  　　　　（トレセン）

（ＣＣ）:養成講習 大阪日曜・京都

（ＣＣ）:養成講習 大阪金曜

（ＣＣ）:養成講習 大阪土曜・神戸土曜・神戸土日

（ＣＣ）:養成講習 大阪日曜

（養成）:養成講座 10か月 京都
（養成）:養成講座 上期 大阪日曜・京都
（ＣＣ）:養成講習 大阪日曜・京都

（会員）:会員交流の場「ふらっと」

  　　　　　　　（幹）

（養成）:養成講座 10か月 大阪水曜夜
（養成）:養成講座 上期 大阪水曜

（ＣＣ）:養成講習 大阪金曜
（事）　:”聴き上手になりましょう！”講座

（養成）:養成講座 10か月 大阪水曜夜
（養成）:養成講座 上期 大阪水曜

（養成）:養成講座 10か月 滋賀
（養成）:養成講座 上期 大阪土曜・神戸
（ＣＣ）:養成講習 大阪土曜・神戸土曜・神戸土日

（養成）:養成講座 10か月 京都
（養成）:養成講座 上期 大阪日曜・京都
（ＣＣ）:養成講習 大阪日曜・神戸土日・京都

  　　　　（トレセン）
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「2020 年６月」
予　　　　定

（養成）:養成講座 10か月 大阪水曜夜

（ＣＣ）:養成講習 大阪金曜

（ＣＣ）:養成講習 大阪土曜・神戸土曜
（研修）:【04】わかりやすいアドラー心理学
（研修）:シニア育成講座
  　　　　（トレセン）

（養成）:養成講座 10か月 大阪水曜夜
（養成）:養成講座 上期 大阪日曜・京都
（ＣＣ）:養成講習 大阪日曜・京都

（会員）:会員交流の場「ふらっと」

  　　　　　　　（幹）

  　　　　（トレセン）

（ＣＣ）:養成講習 大阪金曜
（研修）:【J13】自己研鑽の録音会

（養成）:養成講座 10か月 滋賀
（養成）:養成講座 上期 大阪土曜・神戸
（ＣＣ）:養成講習 大阪土曜・神戸土曜・神戸土日
（研修）:【R05】家族療法
  　　　　（トレセン）

（養成）:養成講座 10か月 京都
（ＣＣ）:養成講習 大阪日曜・神戸土日・京都
（会員）:6月例会

（研修）：【R06】TA（交流分析）で自己発見①

（養成）:養成講座 上期 大阪水曜

  

（ＣＣ）:養成講習 大阪金曜

（養成）:養成講座 上期 大阪土曜・神戸
（ＣＣ）：養成講習 大阪土曜・神戸土曜
（研修）:【J06】カウンセリングスキルアップ・
　　　　　　ミドル講座

（研修）:【J12】カウンセリングスキルアップ・
　　　　　　ベーシック講座
  　　　　（トレセン）

（養成）:養成講座 10か月 京都
（養成）:養成講座 上期 大阪日曜・京都
（ＣＣ）:養成講習 大阪日曜・京都

（養成）:養成講座 10か月 大阪水曜夜
（養成）:養成講座 上期 大阪水曜

  　　　　（トレセン）

（事）　:”聴き上手になりましょう！”講座

（養成）:養成講座 10か月 滋賀
（養成）:養成講座 上期 大阪土曜・神戸

（養成）:養成講座 上期 大阪日曜
（研修）:【R03】ロゴセラピー
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「2020 年７月」
予　　　　定

（養成）:養成講座 10か月 大阪水曜夜
（養成）:養成講座 上期 大阪水曜

（ＣＣ）:養成講習 大阪金曜

（養成）:養成講座 上期 大阪土曜・神戸
（養成）:養成講座 神戸 面接実習
（ＣＣ）：養成講習 大阪土曜・神戸土曜・神戸土日
  　　　　（トレセン）

（養成）:養成講座 上期 大阪日曜・京都
（養成）:養成講座 京都 面接実習
（ＣＣ）：養成講習 大阪日曜・神戸土日・京都
（研修）:シニア育成講座

（研修）:【R06】TA（交流分析）で自己発見②

（養成）:養成講座 10か月 大阪水曜夜
（養成）:養成講座 上期 大阪水曜

（会員）:7月例会
  　　　　（トレセン）

（ＣＣ）：養成講習 大阪金曜

（養成）:養成講座 上期 大阪土曜・神戸
（養成）:養成講座 神戸 理論講義
（ＣＣ）：養成講習 大阪土曜・神戸土曜
  　　　　（トレセン）

（養成）:養成講座 上期 大阪日曜・京都
（養成）:養成講座 京都 理論講義

（ＣＣ）：養成講習 大阪日曜・京都

（会員）:会員交流の場「ふらっと」

（養成）:養成講座 10か月 大阪水曜夜
（養成）:養成講座 上期 大阪水曜

（ＣＣ）：養成講習 大阪金曜
（事）　:”聴き上手になりましょう！”講座

（養成）：養成講座 10か月 滋賀

（養成）：養成講座 上期 神戸

（ＣＣ）：養成講習 大阪土曜・神戸土曜・神戸土日

（研修）：【J06】カウンセリングスキルアップ・

　　　　　　ミドル講座

（研修）：【J12】カウンセリングスキルアップ・

　　　　　　ベーシック講座

（研修）：シニア育成講座

  　　　　（トレセン）

（養成）：養成講座 10か月 京都
（養成）：養成講座 上期 京都
（ＣＣ）：養成講習 大阪日曜・神戸土日・京都
（研修）：シニア育成講座

  　　　　　　　（運）

（研修）：【R06】TA（交流分析）で自己発見③

（養成）：養成講座 10か月 大阪水曜夜

（養成）：養成講座 上期 大阪土曜・神戸

（養成）：養成講座 上期 大阪日曜・京都
（ＣＣ）：養成講習 京都

（養成）：養成講座 10か月 大阪水曜夜
（養成）：養成講座 上期 大阪水曜

  　　　　（トレセン）

（ＣＣ）：養成講習 大阪金曜
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●各継続研修の詳細は、らぽーるに同梱しています各研修チラシ又は関西支部ホームページ「講座一覧」をご覧ください。
●各講座の申込方法（詳しくはちらしをご確認ください）
　関西支部ホームページの各講義・講座を選択し、Webより申し込みをしてください。

研修のご案内 ロゴセラピー わかりやすい
アドラー心理学 家族療法 交流分析で

自己発見

１日研 修 【R03】 意味を軸とする心理療法  ロゴセラピー
日　　時：2020年６月28日(日)　９：30～16：30
講　　師：千葉 征慶 先生（臨床心理士　シニア産業カウンセラー）
参加対象：産業カウンセラー、キャリアコンサルタント、講座内容に興味のある方
会　　場：エル・おおさか（大阪府立労働センター）

京阪・大阪メトロ谷町線「天満橋駅」より西へ300m
京阪・大阪メトロ堺筋線「北浜駅」より東へ500m
JR東西線「大阪天満宮駅」より南へ850m

参 加 費：協会会員 9,900円（税込）　非会員 12,000円（税込）

１日研 修 【R05】 家族療法
日　　時：2020年６月13日(土)　９：30～16：30
講　　師：東 豊 先生（龍谷大学文学部臨床心理学科教授）
参加対象：産業カウンセラー、キャリアコンサルタント、講座内容に興味のある方
会　　場：エル・おおさか（大阪府立労働センター）

京阪・大阪メトロ谷町線「天満橋駅」より西へ300m
京阪・大阪メトロ堺筋線「北浜駅」より東へ500m
JR東西線「大阪天満宮駅」より南へ850m

参 加 費：協会会員 9,900円（税込）　非会員 12,000円（税込）
定　　員：50名（先着順）

全10回研修 【R06】 交流分析で自己発見
日　　時：2020年６月～2021年２月まで　毎月第３火曜日19時～21時  (全10回)
　　　　　※ただし７月は第１・３火曜日、11月は第２火曜日
講　　師：村田 早苗 先生（株式会社スマイル・アンド・エール代表取締役
　　　　　　　　　　　　  シニア産業カウンセラー・交流分析インストラクター)
参加対象：産業カウンセラーまたはキャリアコンサルタントの資格を有する
　　　　　日本産業カウンセラー協会会員
会　　場：日本産業カウンセラー協会　関西支部　研修センター

（大阪メトロ堺筋線・中央線「堺筋本町」駅１番出口・12番出口徒歩５分）

参 加 費：30,000円（税込）　　　　定　　員：40名（先着順）

１日研 修 【R04】 わかりやすいアドラー心理学
日　　時：2020年６月６日(土)　９：30～16：30
講　　師：中島 弘徳 先生（岡山理科大学教職支援センター教授　臨床心理士）
参加対象：産業カウンセラー、キャリアコンサルタント、講座内容に興味のある方
会　　場：エル・おおさか（大阪府立労働センター）

京阪・大阪メトロ谷町線「天満橋駅」より西へ300m
京阪・大阪メトロ堺筋線「北浜駅」より東へ500m
JR東西線「大阪天満宮駅」より南へ850m

参 加 費：協会会員 9,900円（税込）　非会員 12,000円（税込）
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月例会&交流会のご案内 事前
申込制

●各例会の詳細は、らぽーるに同梱しています各月例会チラシ又は関西支部ホームページ「講義・講座一覧」をご覧ください。
　会員部主催例会 URL : https://jica-kansai.jp/lecture
●例会の申し込みは、関西支部ＨＰの申込みフォーム（奨励）、またはメールに必要事項を記載の上、お申し込みください。
　例会申し込みメールアドレス : getsureikai@jica-kansai.jp
　※チラシのＦＡＸによるお申し込みは、３月末をもって廃止させていただきます。

関西支部ホームページ 「会員専用サイト」 のパスワード  ユーザー名 「home」、 パスワード 「page」 を入力してください。

関西支部発行メルマガ 『JAICO関西e-ニュース』 読者登録のご案内

　関西支部発行のメルマガを配信しています。毎月10日に法律関連情
報をまとめた【知っておきたい法律や制度の改正】編。毎月20日に学
習情報を中心にまとめた【研修のご案内】編。随時に【求人情報とボラ
ンティア情報】編がその内容です。

　配信希望の方は、関西支部ホームペー
ジのトップ画面に左記の表示があります。
クリックして必要な項目を入力してください。
登録には会員番号等の入力が必要です。

編集後記
先日、仲間との会合場所は「Zoom」だった。10人
ほどのメンバーは、各自でなんとか準備を整え、時
間になったらスマホやパソコンの前に集まった。この
Webミーティングは意外にも臨場感があり盛り上がっ
た。退室ボタンをクリックすると、すぐに日常に戻る。
「たすけて」と叫びたくなる最中に「どこでもドア」
をもらえた気分だった。　　　　　　　　　（Ｙ.Ｓ）

■概要／2017年10月にプレオープンしてから、毎月１回仲間が気軽に
集まって交流をしています。テーマがあったり、なかったりワイワイ、
ガヤガヤ。交流の場であんなことしたい・こんなことしたい、参加者同
士の語り合い・出会い・学び等々、どんなことがおこるか、できる
か・・・。まずは、「ふらっと」のぞいてみてください。
■参加費／500円　当日現金にて直接お支払い下さい。
　　　　  ※なお、ポイントは付与されません。
■参加資格／産業カウンセラー協会会員の方
　　　　　（賛助会員も含む）
※新型コロナウイルスの影響で、「ふらっと」の予定変更となる可能性
もあります。最新情報を関西支部HPか、関西支部Facebookでご確認
の上、お越しください。

■会場／関西支部７階研修センター

【今後の日程】
６月９日、７月14日、８月18日、９月８日

※原則、第２火曜日開催。
※８月はお盆の関係で、第３週目となります。

会員交流の場  「ふらっと」

2020年７月９日 （木）
19：00～21：00 （18：30受付）

「もめごとの相談から解決までのＡＤＲとは」
～傾聴スキルを活かした対話促進型調停～

■概要／「ＡＤＲとは、裁判（訴訟）以外での紛争解決手続
き」のことであり、「調停」のことです。当協会のＡＤＲは、
「対話促進型ＡＤＲ」といって、弁護士は同席しません。その
かわり、ベテランのカウンセラーが、紛争当事者の間に入っ
て、双方の気持、言い分をしっかりとお聴きし、相互理解を深
め合い、問題を解決する方法を探ります。モットーは、話し合
いを促進することによって、対立する仲を友好的に変えるとい
う積極的な解決方法を目指しています。

（日本産業カウンセラー協会ＨＰ「ＡＤＲとは」より）

■講師／五藤 勝三
　　　　（日本産業カウンセラー協会 関西支部副支部長）
■会場／関西支部７階研修センター

７月例会
2020年９月25日 （金）
第一回目 14：00～16：00 （13：30受付）
第二回目 19：00～21：00 （18：30受付）

「ゆうやけ子どもクラブ」 
自主上映会

■概要／放課後活動の草分け的存在でもある東京都小平市の「ゆうやけ子
どもクラブ」のドキュメンタリー。1978年、放課後や夏休みの子どもたちの
活動場所が欲しいという親たちの願いから誕生した「ゆうやけ子どもクラ
ブ」。そこでは、小学生から高校生までの子どもたちがともに放課後の時間
を過ごしている。知的障害や発達障害、自閉症など、さまざまな障害を持っ
た子どもたちも、遊びや生活の時間を通して自らの内面に向き合っていき、
スタッフの大人たちも、そんな子どもたちを全身で受け止めていた。映画は、
そうした子どもたちが時間をかけてゆっくりと変わっていく姿を追いかけ、子
どもたちにとって大切なことは何かを描いていく。監督は、布川事件を追い
かけたドキュメンタリー「ショージとタカオ」が高い評価を受けた井手洋子
※参加費（事前振込）：会員 1,000円　非会員 1,500円。
※昼か夜どちらかの上映回かお選び頂きお申込みください。

■監督／井出 洋子
■会場／関西支部７階研修センター

９月例会

新型コロナウイルスの今後の感染状況
および、緊急事態宣言の継続によって
は、会員部主催の「例会」および会員
交流の場「ふらっと」の開催の中止も
しくは延期となる可能性があります。

「例会」および会員交流の場「ふらっと」
へお越しになる方は、関西支部ＨＰお
よび Facebook で事前に情報をご確認
いただくよう、お願い申し上げます。

新型コロナウイルスによる
「例会」、会員交流の場 「ふらっと」

の開催について


