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養成講座部
養成講座の指導者を目指しませんか

事業推進部

～実技指導修習生（インターン）募集～
産業カウンセラー実技指導者育成委員 片山養子

「心の健康フェスタ 2017」開催のご案内
テーマ：「働き方改革に活かすストレスチェック」
事業推進部長 新谷茂

養成講座の実技指導者を目指す方には、下記の研
修を受講していただきます。研修受講には、まず支

今年も「心の健康フェスタ」を四国４県にて開催

部の認定試験を受験し、支部の推薦を得ていただく

します。一昨年度より 11 月 23 日(勤労感謝の日)が

ことからスタートします。

『産業カウンセラーの日』として記念日に認定され

【11 月 26 日（日）実施】

ました。これを受けて昨年度に引き続き今年は、11

◆ 応募資格

月 22(水)日に香川と徳島で、11 月 24 日(金)に愛媛

①産業カウンセラーの資格を有している会員である

と高知で「心の健康フェスタ」を開催します。

②応募締め切り時点で満30 歳以上65 歳未満である

今年のメインテーマは「働き方改革に活かすスト

③心身ともに健康で実技指導修習生として活動できる

レスチェック」です。「働き方改革」は、一億総活

④原則として産業カウンセラー養成講座のアシスタ

躍社会の実現に向けた最大のチャレンジであり、日

ント経験があること（経験のない方は相談に応じます）

本の企業や暮らし方の文化を変えるものです（厚生

◆ 研修期間：2 年間

労働省ホームページより）。

◆ 研修時間
1 年目…地域研修 7 時間×12 回

第１部の講演では、企業の第一線でご活躍されて

全国集合研修 2 日間×2 回(夏研修・秋進級研修)

いる現役産業カウンセラーより、「働き方改革」の

2 年目…地域研修 7 時間×7 回

実現に向けての取り組み事例をご紹介します。第 2

ステップ２審査 2 日間 養成講座 104 時間

部では、産業カウンセラー養成講座受講者募集も兼

◆受 講 料：1 年目 150,000 円、

ねて JAICO「聴き方教室」を開催。話してスッキリ

2 年目 75,000 円

無料カウンセリング、企業・団体の無料メンタルヘ
ルス相談を実施する相談コーナーも設けます。

◆詳細は、
別紙挟み込みプリントでご確認ください。

詳細は、四国支部 HP または、各県事務所で配布し
ているチラシをご覧ください。参加無料ですので、

キャリア部

お知り合いの方へのお声掛けよろしくお願いいたし

キャリアコンサルタント養成講習
短期集中コースが修了しました(^^♪

ます。会員の皆さまのご協力、ご参加をお願い申し
あげます。

キャリア部長 平井佳寿美
お盆の期間も含めた、8 月の 2 週間に、松山で 12
日間の短期間集中コースを実施しました。本来 4 か
月のカリキュラムをタイトな期間で実施するため、
受講者の負担を懸念していましたが、集中して取り
組んでいただき、大変だったけれども充実したとの
振り返りもありました。改めて、学ぼうとする人の
強いパワーを感じています。同時に、これからの講
習のあり方にも、
可能性を見出すことが出来ました。
重ねてご案内です。2017 年度キャリアコンサルタ
ント後期養成講習の募集が 9 月 1 日から始まりまし
た。産業Ｃｏ受講済みの方にはお得な割引制度もあ
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「あき・元気フェスタ」の実施と
ボランティア募集のお知らせ

ります。
加えて 10 月より専門実践教育訓練給付金指
定講座となり、支給要件該当者には 60％の給付金が
支給されます。お申込みお待ちしています。

高知事務所長 影山淳子
高知事務所として昨年と同様、10 月 29 日（日）
に安芸市健康ふれあいセンターで行われる「あき・
元気フェスタ」に出店することに致しました。

松山市主催「みんなの生活展 2017」
出展とボランティア募集のお知らせ

このイベントにご協力して下さるボランティアス
タッフを募集しています。ぜひ多くの方のご協力を

愛媛事務所長 冨山 義之

お願い致します。
なお、当日は７時半に現地に集合し、午後 2 時頃

10 月 14 日（土）15 日（日）の二日間、松山市主

までの時間になります。ご協力いただける方は、10

催イベント「みんなの生活展 2017」に、今年も参加

月 10 日（火）までに、高知事務所にご連絡下さい

出展することになりました。ただいま、準備や運営

ますよう、どうか宜しくお願い致します。

を手伝ってくださるボランティアスタッフを募集し
ています。ブースに来場された方に、簡単なストレ
スチェックを実施していただき、メンタルヘルス、
ストレスチェック、傾聴に関心を持っていただくと
同時に、養成講座受講者募集等、日本産業カウンセ
ラー協会のＰＲを行います。
2 日間と長丁場ですので、数多くの方のご協力が
必要となります。一人でも多くの方に参加していた

＜昨年の様子＞

だいて、産業カウンセラーとしての体験をしていた
だきますようお願いいたします。1 時間か 2 時間で
もかまいませんので、お手伝い可能な方は、参加可

初参加者も迎えて真夏の土佐カフェ！

能日・時間を四国支部までご連絡ください。ご協力
いただける方のご一報をお待ちしております。

事業推進部(高知) 山本隆弘

「みんなの生活展２０１７」
◆日時 平成 29 年 10 月 14 日（土）
・15 日(日)

よさこいが終わり、お盆休みも終わり、甲子園で

10 時～16 時まで

の明徳義塾も負けてしまい、意気消沈する中、真夏

◆場所 松山市大街道（松山三越前）

の土佐カフェを 8 月 17 日(木)に行い、気分新たに懇

◆服装 普段着 OK・産業カウンセラーらしい服装

親を深めました。初参加者 3 名を含めて 11 名。今
回は、室戸名物の金目鯛に舌鼓を打ちながらの交流
となりました。
次回は 10 月 19 日(木)、臨床心理士から見たスト
レスチェック制度のポイント及び最新税制度改正ポ
イントについての勉強会を開催する予定です。

＜昨年の様子＞
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本部広報部よりお知らせ
発行：一般社団法人日本産業カウンセラー協会四国支部
本部運営Facebookページにて、
この9月から様々

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

な情報を発信していくことになりました。
まずは、
「産業カウンセラー通信講座＜通信制＞」の
告知案内、
「キャリアコンサルタント養成講習」の案
内告知などを投稿していきます。Facebook をされ

香川事務所
〒761-8071 高松市伏石町 2028-2 木内ビル 2F
TEL(087) 816-8040
FAX(087) 816-8041
e-mail：shikoku.kagawa@counselor.or.jp

ている方は、いいね／シェアをお願いいたします。

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

電話相談員養成研修を
修了された方へのお願い

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

企業電話相談、働く人の電話相談等、電話相談員
募集のお知らせはメールで行っております。電話相
談員養成研修を修了された方で電話相談業務を希望
される方はメールアドレスを各県事務所までお知
らせください。
（現在、事務所から電話相談員募集
のメールが届いている方は連絡不要です。
）
※現在電話相談業務が行われていない県もあります。

一般社団法人日本産業カウンセラー協会四国支部
〒790-0814 愛媛県松山市味酒町 1 丁目 3 番地
四国ガス第 3 ビル 7 階
TEL 089-968-2800 FAX 089-968-2801
URL http://www.counselor-shikoku.jp/
e-mail shikoku@counselor.or.jp
発行責任者：長野 勲

※事務所からのメールを受け取れる設定にして下さ
い。
（特に携帯メールは設定をご確認下さい。
）
※メールの件名は「電話相談員登録」として必ず本
文に氏名を記入して下さい。
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行責任者：山本菊太郎

