


ご　挨　拶
　2020年は全国でコロナ禍の一年でした、2021年も変わらずコロナ
で深刻です。
   その中で細心の注意を払い業務を遂行して頂いている方々には本
当に多謝です。
   昨年は中国５県での事業展開を図りたいと申しましたが、なかなか
思うようにいきません。それどころかコロナで事業はむしろ縮小傾向
にあります。このような中、体制の見直しを図り事務の効率化、事業も事務もリモート化してい
くのが、緊急の課題です。とはいえ対面をしないでのカウンセリングには限界があります。
厳しい中で協会の存続・発展を目指すには中国５県の会員の方の協力が欠かせません。
ご協力をお願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           中国支部 支部長　大倉 成一

   産業カウンセラー協会が「中国支部」ではなく、「西中国部会」であった当
時、先人の尽力によりカウンセリング契約件数は増加傾向にあり、カウンセ
ラー派遣の依頼や相談室を訪れるクライエントの数も増えていました。
お蔭で我々産業カウンセラーも活躍の場を頂けることになり、支部組織へ
の改編時、企業への訪問や支部で受けた相談業務を受ける産業カウンセ
ラーの位置づけとして「専任」が誕生しました。
わたしは組織が確立し始めた早い段階から所属していたことで、企業や法
人との契約カウンセラー（専任）としてお仕事させていただくことができ、協

会におけるカウンセリング活動にも携わる事ができました。
しかし、まだ経験の浅い私にとってカウンセリング業務は、厳しく辛い体験であり、また深い喜びも味
わいつつも、大きな試練の場となりました。
お役に立てず、申し訳ないと感じたことも二度三度ではありません。共感が乏しかった事例は、特に
悔やまれてなりません。
そこで、考えたのはもっとレベルアップしなくてはいけない、そのためにはグループでの勉強会が絶
対に必要であると痛感し、同志と話し合いの上、2011年4月から「専任カウンセラーのための事例検
討会」を開始しました。
企業であれ、個人であれ、現場でカウンセリング業務に携わること自体、自分に何ができるかといっ
た苦悩と葛藤の、そしてまた喜びを抱えつつ過ごす、厳しい自己研鑽の日々に違いありません。私自
身、多くのカウンセラー仲間と一緒に悩みを分かち合い、かつ励まし合える機会を得たこと、その場
を共有することができたことで随分と助けられ、このことを心から有難く思い、今日に至ることがで
きたと確信しています。
多くの会員の方が、専任カウンセラーを目指し、個人の成長のため、かつ協会の発展のために有資格
者となって活躍して戴きたい、と心より願ってやみません。

奥迫　浩明

専任カウンセラー紹介



産業カウンセラーのキャリアアップ

専任カウンセラー募集のご案内

専任カウンセラーになるために…

【応募締め切り】 
　2021年2月28日（日）

【応募資格】
日本産業カウンセラー協会会員で、次のいずれかに該当する者。
（１）産業カウンセラー資格取得後３年以上経過し、
　　下記研修⓵～④を全て受けた者 
　　①「逐語記録・事例報告の作成と検討１期」もしくは、旧「事例の書き方」
　　②「逐語検討チャレンジ１」もしくは、旧「逐語検討１」
　　③「逐語検討チャレンジ２」もしくは、旧「逐語検討２」
　　④「倫理研修」（DVD「産業カウンセラーに求められる倫理研修」視聴）
　　    もしくは「産業カウンセラー倫理の実践的理解」（シニア育成養成講座）
（２）シニア産業カウンセラー資格を有する者
（３）産業カウンセラー資格者で公認心理師または臨床心理士の資格を有する者
（４）産業カウンセラー資格者で企業の相談経験を有する者
※2021年度から相談事業部・専任カウンセラー養成研修が始まります。これにより応募資格の
　若干の変更がありますのでご注意ください

【提出書類】
（１）専任カウンセラー認定登録申込書兼プロフィール（様式１）
（２）カウンセリング研修歴（様式２）
（３）カウンセリング実務経験その他活動実績（様式３）
（４）作文「応募動機」800字程度（横書き原稿用紙2枚、又はパソコンＡ４紙横印字）
（５）逐語録と音源１年以内に協会認定スーパーバイザーによるスーパービジョンを受けた逐語  
         録とその音源（ロールプレイは不可）
         ①面談５０分間の音源
         ②左記中の１５分間の音源と逐語録
              上記①②の音源はUSBメモリに収納し提出。
※様式１・２・３、逐語録の書き方及びスーパービジョンの受け方の案内書は
     相談事業部メールアドレスsoudan@chugoku-c.comにご請求ください

【面接日】
   2021年4月中旬予定
  （前後する場合があります。応募者に通知します）

中国支部「専任カウンセラー認定登録規程」に基づき、下記の通り募集いたします。
専任カウンセラーに認定された方は、
1）契約企業に出向いてのカウンセリング、
2）協会相談室でのルームカウンセリング等を依頼します。
特に平日に単日でも活動出来る方を必要としています。産業カウンセラー資格を　
いかしたいと希望されている方の積極的なご応募をお待ちしています。

専任カウンセラー募集のご案内

中国支部認定
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若者の地元就職・定着に向けた

体験型キャリア教育イベント

「やまぐち未来のしごとフェスタ」を

開催した経緯や行政としての思いを聞きました。

これからの未来
人材

地方創生のため
の

キャリア教育の
在り方

取材協力  山口市ふるさと産業振興課　商工労政担当
                 金子 忠正 主幹    村上 康恵 主事

「若者の地元就職を目指して」
　「山口市内には魅力的な企業がたく

さんあるのに、若者が知らないこと

で、県外流出してしまうことはもった

いない！」行政の立場として、子ども

たちの進路選択や大学受験が始まる

前の段階で、学校のキャリア教育と連

携した取り組みを実施する必要があ

ることを強く感じていました。

山口市は20代の若者の大都市圏への

転出超過が著しく、若者が地元に就

職・定着しないといった課題がありま

す。山口市内に位置する国立大学山口

大学には、約一万人の学生がいます

が、その7割が山口以外に就職をする

といった実態があり、学生の多くは山

口市内の企業を知らないまま県外に

就職をしてしまうのです。

山口市としては、これまでにも、地元

定着のための若年向け事業は様々展

開してきました。例えば社会人になる

ための心得を就職支援セミナーとし

て開催したり、職業理解の機会とし

て、企業へ実際にお邪魔して職場を見

学するなど取組は進め

てきました。ただこの

場合ですと１校毎の開

催で、多数の地域の若

年層に提供する機会に

はなりませんでした。

また職場見学は１社を

深く理解する機会には

なりましたが、山口市

内にある多くの企業を

知る機会ではありませ

んでした。

　そこで、この際見直しをかけて、「山

口市内の企業をもっと早い段階で

知ってもらう機会」「進学で山口から

転出しても、就職の時には地元の企業

を就職先の選択肢にしてもらうため

に」集合型のイベントを開催する事業

を行政として進めていく事にしまし

た。大学生などが参加をする就職説明

会などは民間が主体となって開催し

ていますが、就職の前段階で子どもた

ちの職業観を醸成しながら、地元企業

を知る機会をイベント感覚で提供す

ることこそ、地元の行政が主催する意

義があるものと考えたのです。

そこで、事業趣旨にキャリア教育の背

景をもったイベントとして提供でき

るよう、参加校の状況や要望も把握す

るなど、時間をかけて計画的に体験イ

ベント開催へ進めました。

「楽しみながら企業を知っても
らうイベントに」

   11月26日・27日の２日間、市内の維

新大晃アリーナを貸し切って、市内の

中高生約2,400人を動員し、地元企業の

職業体験ができるイベントには、市内

から42社の企業・団体に出展いただ

き、各ブース工夫を凝らした職業体験

を展開しました。

和菓子製造販売会社(有)三堀堂のブー

スでは1kg3万円のわらび粉を使って

実際に外郎の製造の体験ができるも

のや、誘致企業でもあるテルモ山口

(株)のブースでは水中に心臓の模型が

あって、カテーテル製造の体験ができ

るものなど、普段は見ることのできな

い工場の中で、何やっているのかを実

際に見ることができ、体験を通じてよ

り地元企業の仕事を知るきっかけと

なる有意義な2日間となりました。

    出展する側の企業の努力や熱意が伝

わってくるものばかりで、どのブース

も活気溢れるものとなりました。

そのおかげで、来場した中高生をはじ

め、体験を提供する側の企業の皆さん

も会場中が笑顔でイベントに参加を

している姿がとても印象的で、やって

よかったと思えるイベントとなりま

した。コロナ禍での開催にあたり、

ブースもオープンフロアで密になら

ないような配置にし、換気をよくした

り、手指消毒の徹底や会場内の滞留人

数を決め、入場を総入れ替え制にする

などコロナウイルス感染対策も徹底

して行いました。

参加校となる、中学校、高校へは事前

学習も実施しました。

事前に各自の職業興味分析（ホランド

のVPI理論)を調べて、イベント当日は

自分の職業興味の体験ができるよう

に、より効果的な事業となるよう段階

を持って事業を進めました。

さらに、状況が状況でしたので、万が

一イベントが中止となってしまって

も事前学習を通じて地元の企業を知

るきっかけにして、次の年にイベント

を開催した際、リアルな職業体験へ繋

げられるような仕組み対策も行って

いました。

体験イベントを開催して
感じた手ごたえ
参加した中高生からの感想には、体験

した仕事に興味を持って「山口で働き

たい」という声もあって嬉しかったの

ですが、ブースで対応してくれた企業

の人がとても親切で「この会社で働き

たいと思った」といった感想もあり、

働くとなると「そこで働いている人の

雰囲気も大事だな」と改めて感じまし

たね。「働く人や職場の雰囲気はイン

ターネットの情報からだと伝わらな

いので、職業体験という形でイベント

をやってよかったと実感した瞬間で

した」。

出展する企業側も、選んで体験しても

らうにはどう工夫すれば良いのか？

子ども達にどうやったら職業のこと

が伝わるか？など真剣に取り組んで

いただき、企業側の情報発信の底上げ

や、地元企業と若年層の接点ができ、

企業側も子どもたちの声を直接聞く

きっかけにも繋がりました。

来年は是非とも出展したいという企

業からの積極的な声も挙がり、嬉しい

感想も沢山聞くことができました。

今後の展開と
地域の発展のために
   来年は山口市の南部に位置する新山

口駅の北口に新しくホールや複合施

設がオープンします。その複合施設を

中心に新山口駅周辺の街全体を使っ

てイベント開催する予定にしていま

す。また近隣市町にももっと魅力ある

企業がたくさんあり、近隣市町を含ん

だ連携都市圏域の中学生は全体で一

万人いますので、山口市内の地元企業

だけでなく、近隣の市町である宇部市

や防府市なども一緒に連携都市圏域

としての事業展開を予定しています。

もっと範囲を広げる事で、子どもたち

により地域を知る機会となり、選択肢

を多く持てる未来を提供していきた

「やまぐち未来のしごとフェスタ」公式サイト
　　    https://mirafes.com/
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▲それぞれのブースでお仕事体験をする様子▲外郎(ういろう)の製造体験をする様子

（取材・文/美柑 愛子）

山口市が主催し地域をあげて開
催された「やまぐち未来のしご
とフェスタ」。このイベントに参
加をした地域の中高生がこれか
ら5年後、10年後の山口でどのよ
うな活躍人材になっているか、
これからの山口の未来にとても
ワクワクするお話が伺えまし
た。金子主幹、村上主事お二人と
もいきいきとお話をされる様子
がとても印象的でした。
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2020.3.1 開催予定だった「大人になって気づいた発達障害の私が言いたいこと 伝えたいこと」交流会は、
100 名様以上のお申し込みをいただいておりましたが、コロナ禍により開催延期を余儀なくされました。
参加申し込みの際に池上さんに「聞きたいこと」を記入していただいていたことと、いまだ開催予定の
見通しが立たない状況から、池上さんに当時ご記入いただいていた質問に答えていただいた内容をご紹
介いたします。池上さんのご好意に感謝！です。※質問内容は参加申込者の方が記入されたままを明記しています。

池上さんが、親にされたことで嫌な事ってありますか？Q
A　直接このご質問くださった方と話して確認できないので申し訳ないのですが、質問の意図をあえて、

発達障害の特性を持つ子供に対して親がどんなことしたら嫌だと思われるのかなと、考えてらっしゃる
としたらという視点でお話ししようかなと思います。
今思えばという形ではありますが、  「子供の自立心を奪う」ようなことがあって、それが嫌だったなと思
い出す事柄はありますね。何かにつけ「これはこうやから、こうしなさい」と先に先に母親がやってし
まうんです。もちろんいろんな理由があったと思うんです。うちは四人も子供がいて、母親も働いてい
ました。忙しいから早くさせようと思う気持ちがあったのかもしれませんし、母親の性格だったのかも
しれません。でも私にしたら 「自分でできるのに」っておもってたんですよね。お母さんの 「早く」と私
の 「自分でできるペース」が違うんですね。
　「早くしなさい、こうしたらいいから」と、 「母親のやり方」を押しつけられてしまわれるのがすごく
嫌でした。やり方がわからない時は、その方法だけ教えてもらって、自分でやってみたい。そんな思い
は強かったように思います。それは今でもそうだからかもしれません…。
　朝登校前の玄関で制服に歯磨き粉がついてることはよくありました。すると、お母さんは自分が納得
するまでタオルでゴシゴシ拭いてて。構われすぎっていうのかな ?できるのにやらせてくれない。
実際できないこともあったから、教えてくれたら自分でするのに、自分でする前にされてしまう。そう
いうのが小学校の時の記憶として残っていて、 嫌だったなと思いました。
きっと発達特性あるなし関係なく誰でもあることだと思うんです。 幼少期、私はどちらかというと 「でき
ること」のほうが目立っていましたので、発達の遅い部分は 「性格」と思われていたのかもしれないです。 
「他はできるのになんでこれはできないん？どんくさいなあ」といった感じでしょうかね。
　なので、質問に対する私の思いとしては「やりすぎていませんか ?」を意識して欲しいかな。 これね、
障害あるなし関係ないんですよ。その子ができるまで待つ余裕を大人が持つってことなんですよね。
これ、親御さんを責めてるんじゃなくて、忙しい中でも心に余裕を持てるよう、親御さんが自分自身の
心の余裕、時間の余裕ができるように、人の目を気にして頑張りすぎない関わりができることって、大
切かなあと思うんです。
子供にどうするかより、 自分がそうできるように、自分に視点を向けてもらえたらいいなと思います。 
そのために私たち産業カウンセラーがいるのかな ...。
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高校生の息子が、自閉症スペクトラムで今はそこまで
問題ないけど、働き始めてからどうなるのか不安があるQ

A

A

想像するに親御さんとしては診断されて子育てで大変な思いをされたのかなと思います。ですので、ど
のように子育てされたのが逆にお話聞かせてもらいたいですね（笑）
質問頂いた、「働き始めてからどうなるのか心配」って言うのは、これ障害あるなし関係なくて私も二人
の子供がいて、働き始めてからどうなるって言うのは不安は多少ならずありました。ですので、「今はそ
こまで問題がない」ことのようなので、今考えてもどうしようもないことで悩むよりは、「この先何かあっ
た時に、親として息子さんから話してもらえる自分になっていられるか」と言う点に意識を向けてもら
えた方がいいのかなと思います。
将来、何か課題とか出てきた時に、「あっお母さん（お父さん）に相談してみよう」って思えるような環
境作りをしていることって大事かなって思います。

社会人になるにあたって学生時代に
何か準備しておいた方がいいことはありますか？Q

このご質問なんですが、当事者がそう思っているのか、親御さんが子供のために知りたいって思ってい
るのかによって変わってくるのですが…。
例えば当事者だったら、自立に向けてだと自己理解ですね。自分の特性を理解することが一番だと思う
んです。そのためにどうしたらいいのかっていうのは、詳しくは、またひとそれぞれで色々あるんです
けど、まずは、「自分ってこういう時にこういう特性が出るんだな」と言うことを知ろうとすること。こ
れも障害あるなし関係ないんですけど。あと「誰といたらこういうことになるんだ」とかね。なぜそう
なるかを見逃さないと言うか…。特性って、状況（どんな時、誰といると）によって変化するものです。
そんな風に自分を観察すると、そのうち「もう性格だから仕方ない」とかになるんですよね。
その場合、それが困ってなければ「性格だからでいいんですよ」。さらに周囲も困っていなければそれで
いいんです。けれど、それで本当は自分が困っていたり、我慢していたり、めちゃくちゃ努力している
ことが多いのであれば、それは自分の「特性」なんだと受け入れて、それから対処法とか対策を考える。
其の一連の流れ、自己理解を深めることが大事かなって思います。
もちろん一人一人みんな違うから一概には言えませんが、そこが一番大事かなと私は思っています。
それが自立に向けて一つ一つと言っても多分ね、終わることないと思うんですね。
何度も言いますが、これも障害関係なく誰でもそうだと思うのですが、生きていく中で場面場面で、「こ
ういう時にはこうすればいいんだな」っていう方法を自分の中で見つけていくことが自立に繋がってい
くのかな。自立できるまでのプロセスと言うか、過程が大事だなと思っていて、取り組み方が自立につ
ながるんじゃないかなと思っています。質問の答えとしては、学生時代から自分を観察することを意識
してもらえればと思います。
ちなみに、誰かに助けてもらわずに一人でなんでもできることだけが自立とは思っていなくて、人は誰
かと関わらないと生きていけないものです。だからこそ自分の意志を持って「ここはこう助けて」と言
えることも自立だと思っています。「だってね、ひとりではやっぱり生きていかれへん」

　「なんで、いつもこうなってしまうんだろう…」…ずっとその答えを探していたころ、
大人になって ADHD と診断される。その後、ある想いを胸に、産業カウンセラーとキャリ 
アコンサルタント資格を取得。それからは支援を必要 とする人々のサポートを行い、特に
会場参加者とのやりとりを通じた独特の講演スタイルは、 発達障害への理解を深めるヒン
トがいっぱいと反響を呼んだ。
現在はコミュニティソーシャルワーカーとして活躍。その他、個人の方の相談業務や企業
役員を対象とした個別特性理解面談、勉強会の開催を行っている。
※コミュニティソーシャルワーカーとは、大阪発祥で、地域のコミュニティでソーシャルワー
カー、地域の方々のどんな相談でも、年齢問わずいったん受けて他機関と連携しながら制度に
繋げる役割（産業カウンセラー的に言うと伴奏支援）

池上  友美子氏
産業カウンセラー
キャリアコンサルタント 



　夏号に登場された山本洋子

さんとは、TTCという勉強会つ
ながりです。山本さんが代表

で私が事務局と、Wようこで、会のお世話をしても
う9年になります。最近、職場の仲間とロールプレ
イを始めました。気づくことも多く、基本の重要性
と学び続ける大切さを再認識しました。
「生き残るのは強いものでも賢いものでもない。変
化できるものだ」イギリスの自然科学者ダーウィン
の言葉です。今できることを続けていこうと思いま
す。
★次回は、  中原　真理さんです。

産業カウンセラー資格保持者として、協会会員
として、皆さんは日々どんなお気持ちで、どん
なことを考え、どんな日常を、お過ごしです
か？カウンセリング・マインドを学んだからこ
そ、何気ない風景、人間関係、出来事、日々触れ
る当たり前の日常が、ふとしたときに違って見
えることがあるかも・・・。
そんな、ちょっとした“つぶやき”を地域からリ
レー方式で“繋いで”いくコーナーです。

岡山地区   内田　陽子
  うちだ　       ようこ

　コロナ禍は「当たり前」を再

考する貴重な時間を与えてく

れました。カウンセラー歴30

年。カウンセリングの諸理論を学び、カウンセリン

グ的思考を身に付ける中で私の人生は変容しまし

た。心の仕組みを知れば悩みは軽減します。活動と

学びの拠点として東中国カウンセリングセンター

を設立し、個人カウンセリングだけでなく、有資格

者自身の自己探究・相互研鑽の場を展開させて今年

第26期を迎えています。

広島地区   馬屋原　眞美子
うまやはら　　   まみこ

　大学で教職員や学生の相談

業務を含めた安全衛生管理業

務に従事するようになってか

ら、はや16年目になります。今年４月からは安全衛

生マネジメント部門に異動となり、一般の学生や職

員から直接相談を受ける機会は減ることになりま

したが、マネジメント層との対話の機会や、職場巡

視や安全衛生教育場面で、これまでのカウンセリン

グの知識や経験が活かせたらいいなと考えていま

す。

山口地区   森本  宏志
もりもと    ひろし

　 今回、寄稿依頼をいただい

て、あらためて振り返ってみた

ところ、資格取得から10年も

経っていました。この10年を振り返ると養成講習を

通して学んだ、「傾聴」スキルのおかげで、相談者に

信頼していただけるようになったと感じています。

また、日常生活においても妻の愚痴を「傾聴」するこ

とができるようになり、公私共に学んだことを活か

せています。産業カウンセラー養成講習を受けて本

当によかったなあ。この10年の実感です。

島根地区  佐藤　勇生
    さとう　     ゆうき

ジモトからのリレーつぶやき
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　カウンセリングを学び始め

た頃、シェアリングネイ

チャー（ネイチャーゲーム）と

の出会いもありました。自然の神秘に満ちた不思議

な力に出会うとき、人は深い感動とやすらぎを得る

ことができます。森の中で、お気に入りの木のそば

に腰をおろし、見上げた木漏れ日の先に浮かぶ青空

と風の音。深く息を吸い込み、静かに吐き出す。コロ

ナ禍の中ソロキャンプを楽しんでいます。今日はど

んな自分に出会えるかな・・・。

★次回は、石部　香 さんです。 

広島地区   佐藤　正信
さとう　　まさのぶ

　皆さま、いかがお過ごしで

すか？

毎日を笑顔で楽しんでいます

か？誰かをサポートするときには、正しい知識や救

う方法が必要だと助言され、資格をいただいてから

早10年超え。これまで学んだことは「誰か」ではな

く「私自身」の支えにもなっています。

　マスク越しでも感情は伝わります。心のメンテナ

ンスをして、コロナ禍の今だからこそ、笑顔を忘れ

ずにいたいものだと思う今日この頃です。

★次回は林 麻子さんです。

山口地区   末廣　真由美
すえひろ    　   まゆみ

　 この10年で、生活が激変し

た。孫の子守と義父母の介護が

始まり孫達は育っていくが、介

護は重く忙しくなっていった。昨年、義父を看取っ

たが、1年後義母も看取りを迎えつつある。こんな状

況で自己研鑽は難しいが、今までの研修が生きてい

るのか自分を見失うことなく楽しみを見つける

日々を送っている。今後の10年も楽しみではあるが

コロナが収束し、また、皆さんと顔を合わせて研修

出来ることを楽しみにしてます。

★次回は、野木　千明さんです。

島根地区  福島　晴美
    ふくしま　    はるみ

中国支部では春開講6か月コースを岡山・広島・松江・鳥取・山口  中国５県で開校します！

受講料297,000円（税込・教材費込）   ＊学費ローン制度あり＊一般教育訓練給付制度指定申請中

会員・賛助会員の皆さま；友人・知人・同僚の方に ぜひお声かけください。

産業カウンセラー養成講座
春  開  講

中国
５県
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〒730-0016
広島県広島市中区幟町3-1
第3山県ビル5階
TEL：082-223-7470
FAX：082-228-2658
hiroshima@counselor.or.jp

〒690-0886
島根県松江市母衣町55-4
松江商工会議所5階
TEL：0852-28-9008
FAX：0852-28-9018
saninmatue@counselor.or.jp

広島事務所（相談室・研修室併設） 山陰事務所（相談室・研修室併設）

メールマガジン
★登録募集中★

取材・編集【広報部】
広報部長 
大川  明美

岡山県
太田 敏明 

広島県
沖中 正彦 

山口県
美柑  愛子 

島根県
佐々木  智子 

鳥取県
下谷  奈央子 

講　座　名 日　時 会　場 料  金（税込）

※産業カウンセラー等の資格登録の更新について（登録有効期間は原則5年）
　1．登録有効期間中に一日6時間の「資格登録更新研修」を受講する。
　2．登録有効期間中に、本部または支部が開催する会員研修等のうち「みなし資格登録更新研修」と
　　　認められたものを含む合計6時間以上受講する。
　詳細は協会本部HPでご確認ください。  https://www.counselor.or.jp/admission/tabid/163/Default.aspx

※オンライン（ZOOM)研修のご参加について
　ネットワークに接続したパソコン・タブレット・スマホ等の機器が必要です。ご自身の映像を送れるカメラが必要です。
　音声を相互に通信できるマイクとスピーカーまたはヘッドフォンやマイク付きイヤホーンなどが必要です。
　初めてZOOMをご利用の場合は、事前にZOOMをダウンロードしてからご参加いただくとスムーズです。
　ダウンロードはこちらからできます。→　https://zoom.us/support/download (注意：ダウンロードはすぐに始まります)
　通信環境は各自でご確認をお願いします。以下のURLをクリックして、テストミーティングに参加することで、
　動作を確認できます。（映像や音声の送受信を確認できます。）→　https://zoom.us/test

【シニア育成講座】

※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては中止とさせていただく場合があります。最新情報は支部HPでご確認ください。http://chugoku-c.com/

会　員       3,500円
非会員       5,250円

オンライン（ZOOM）1月31日（日）産業カウンセラーのための「倫理」研修 13：00～16：00
講師：尾崎　秀人先生
　　  中国支部　副支部長  

みなし3時間(3p)

定員30名

講　座　名 日　時 会　場 料  金（税込）

会　員    16,500円西川アイプラザ
1月30日（土）セルフキャリア開発 10：30～17：30

10：00～17：00

岡山講師：中江　廣一先生
　　   中国支部　認定講師 みなし6時間(5p)

定員18名

会　員    16,500円
定員18名

勤労者福祉センター
2月20日（土）臨床精神医学・心身医学の実務

岡山
講師：大西 守先生
　　   日本精神保健福祉連盟 常務理事 精神科医

みなし6時間(5p)

＊ZOOMの環境は受講者様自身
    でご準備願います。

キャリアコンサルタント養成講習4月（広島）スタート！　キャリアコンサルタント養成講習4月（広島）スタート！　

メンタルヘルス
にも強い

働く人のメンタルヘルス
対策に長く携わってきた

実績があります

通学と
e-Learningで
受講しやすい
移動中や外出先から
いつでも学習できます

実践に強くて
高い「傾聴力」

キャリアコンサルタントに
必要なスキルを
身につけられます

6人1組の少人制
グループ学習は
ここだけ！
丁寧な指導が
受けられます

５つの
特徴

長い歴史と
信頼の実績
「働く人と組織を
支えるための活動」を

しています

無
料
説
明
会
開
催
中

会員割引（33,000円）

〒700-0815
岡山市北区野田屋町2-11-13
旧岡山あおば生命ビル4階
TEL：086-224-4050
FAX：086-234-1432
chugokushibu@counselor.or.jp

中国支部事務所（相談室併設）


