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一般社団法人日本産業カウンセラー協会
四国支部

第 46 回全国研究大会会場：名古屋国際会議場
5 月 3 日愛媛）
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第 46 回産業カウンセリング
全国研究大会 in 中部のご報告

加して感じたことですが、私たち産業カウンセラーを取
り巻く環境は、社会的にその必要性が年々増大してお
ります。四国支部においても、ストレスチェック事業を

5 月 27 日(土)28 日(日)の二日間、『多様な生き方へ

はじめ事業の拡大を行い会員各位にいろいろな機会

働く人と組織を支える』をテーマに、愛知県名古屋市

の提供を図って参りたいと存じます。

の名古屋国際会議場で第46 回全国研究大会が、開催

養成講座部長 五百竹洋子

されました。四国支部からは 32 人が参加し、全国各地

総会では協会の厳しい状況を踏まえ、会場からも積

から集まった会員の皆さんとともに学び、交流を深め

極的な質問や提案もあり、自らのこととして真剣に向き

た二日間となりました。参加された幹部をはじめ会員

合う必要性を感じました。また分科会で隣に座った方

の方にも、感想を寄せていただきました。

は中部支部の初対面の方でしたが、ワークの時間で

支部長 山本菊太郎

はすぐに打ち解けお話しができました。こんな経験も

中部大会も全国から多くの会員が参加され、盛大に

全国大会ならでは・・・です。夜は久々に中部支部の

開催されました。また四国支部からも多数参加され、本

実技指導者仲間と旧交を温めるなど貴重な時間を過ご

当に有難うございました。

すことができました。

初日は総会後、基調講演、特別講演があり、それぞ

会員研修部長 石丸美喜江

れ意義深い話で、特に渥美先生の『ワーク・ライフ・バ

『多様な生き方へ 働く人と組織を支える』というテー

ランスを考える』では自問自答で考えさせられました。

マで行われた全国大会。第 4 分科会は、『多様化する

夜の懇親会では支部紹介と支部ごとの簡単なクイズ

労働者のメンタルヘルス対策』と題し、働く人の多様性

が企画され、大きく盛り上がり各テーブルで親睦の輪

（発達障害・LGBT・癌患者・メンタル疾患休職者等）に

が広がったのが良かったです。私は 2000 年の沖縄大

沿った事例の発表がありました。個人を含む組織への

会から全国大会に参加しているので、年に一度各支

システマティックなアプローチの必要性が高まってい

部の方々にお会いできるのも楽しみの一つです。忘

ると感じました。

れかけていた人に声をかけて頂き、古い仲間が元気
なので、私ももう少し頑張ろうかなと思った次第です。

相談事業部長
EAP サポート室長 立和名美保子
開催地である名古屋の産業と歴史を感じる風景に出

副支部長 片山養子

全国大会は協会の七夕です。今年も多くの織姫・
彦星との再会を喜びあい、魅力溢れるプログラムで
五感を刺激され、明日へのエネルギーをチャージ
することができました。閉会式でのご挨拶から、スタ
ッフのご苦労が伝わり胸が熱くなりました。支部の力
が結集された素晴らしい大会でした。来年の北海道
大会を今から楽しみにしています。

会いながら会場へ。全国各地で活動している産業カウ
ンセラーの皆さんを肌で感じ、多くのエネルギーをもら
った大会でした。そして、まさに「今、ここ」の私たち産
業カウンセラーの現状を捉え、未来を感じ考える機会
にもなりました。
広報部長 竹田三千代
日々の雑事に追われ、いつのまにか狭い視野でし

副支部長 中島篤夫

かカウンセリングに関われていなかったことに気付か

5 月 27 日、28 日に行われた全国研究大会に出席し

された大会でした。基調講演、特別講演、そして分科

て、企業側の立場で特に特別講演の渥美先生の『ワー

会でも、社会環境の変化とそれに伴う働き方や生き方

ク・ライフ・バランスを考える』という講演について、渥

ということを改めて考えさせられました。これを機に、も

美先生の考え方や行動に共感を覚えました。様々な

っと広い視野でもっと深く学びたいと思います。

生き方を模索している人たちにぜひ聞いていただきた

高知事務局長 影山淳子

い内容だと思いました。

全国研究大会に参加していつも嬉しく思うのは、全

事務局長 長野 勲

国にたくさんのカウンセラーの仲間がいることの心強さ

総会において四国支部推薦の田中節子理事が、常

と、それぞれの持ち場で、その任務に努力されている

務理事に推挙されたのは、大変喜ばしいことです。参

仲間の姿に刺激を受けることです。また、分科会では、
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今関わっているキャリアカウンセリングの大きな意味を
再確認でき、更に研鑽を積み、社会に貢献していきた

今回の会場は名古屋国際会議場。
とっても広い会場でした。

いとの思いを強くしました。
髙畑優美子(香川)
第 5 分科会は『時代の変化に応えるキャリア開発支
援を考える』というテーマで、約 90 名が参加しました。
3 人の方からご自分の体験に基づいた事例発表が
あり、多様な対応を求められる今、私たちに出来るキャ
リア開発支援とは何だろうと考えるきっかけを頂きまし
た。午後は参加者が小グループになり、3 人の演者が

ロビーには、名古屋名物
”金のシャチホコ“が

それぞれのグループをまわる形で、午前の発表につ
いてのシェアリングをしました。情報をインプットするだ
けでなく、そこで感じたこと、考えたことを皆で話し合う

第 47 回定時総会

ことで、新たな視点や気づきに繋がり、多様な社会の
ニーズに応えるためには、このような柔らかな心を持
つことが大切なのだと改めて考えた一日でした。
豊島須美代 (徳島)
3年前まで住んでいた愛知県で行われる“第46回全
国研究大会”と聞き、参加を決めました。何度か訪れた
ことのある名古屋国際会議場で、全国から大勢の方が
来られている中、四国支部の方々にお会いしてホッと
しました。さて、大会では、基調講演の武石先生・特別
講演の渥美氏、お二人とも熱のこもった講演でした。
社会構造が変化している中での多様な働き方・生き方
を WLB・キャリアを考えながら支援していく重要性を感

1 日目夜の交流会では、各
支部がお土産を景品にし
たクイズ大会で盛り上が
りました。四国支部のお土
産は、香川のうどんと高知
のいもけんぴです。

じ、大変刺激を受けた大会でした。
来年の開催は、北海道です！
来年の第 47 回全国研究大会は、北海道・札幌で
2018 年 6 月 2 日(土)3 日(日)に開催されます。テーマ
は、「北の大地で考えよう～心豊かに 働ける 職場づ
くり～」。基調講演は、「北の国から」でおなじみの倉本

※写真撮影協力：徳島事務所長 泉美穂

聰氏が予定されています。

各部報告
相談事業部
電話相談員更新についてと更新手続きについて

相談事業部長 立和名美保子

2017 年度に入りました！「四国支部 電話相談員の更新」に関するお知らせを四国支部ＨＰに掲載します。ご確認く
ださい。今年度、更新対象者の皆さんは、忘れずに四国支部電話相談員の更新手続きをお願いいたします。
【重要】2017 年度に電話相談員「更新」
対象者 ：電話相談員養成研修 2014 年度(2015 年 3 月末)までの受講修了者
更新年度：2017 年度(2018 年 3 月末に更新)

更新書類提出の締め切り日：2018 年 3 月 20 日

★四国支部ＨＰ
【7 月 4 日掲載】四国支部電話相談員更新の手続きについて
【7 月 4 日掲載】2017 年度 電話相談員更新報告書＜原紙＞
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田中節子氏が、
松山市長から感謝状を授与されました。
事務局長 長野 勲
発行：一般社団法人日本産業カウンセラー協会四国支部

四国支部で長年活動し今年度から本部の常務理事
に就任された田中節子氏が、松山市長から感謝状を

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

いただきました。松山市の自殺対策推進委員会委員
として長きにわたり自殺対策に寄与されたことへの
感謝状です。
「四国支部から行かせていただいていた
会で、私個人というより協会の活動を認めていただ

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

いたということだと思います。そこが何よりうれし
いですね」と田中氏。5 月 30 日（火）に、市長の代
理で松山市保健所の菊岡様が四国支部事務所にお越
しになり授与されました。

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
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e-mail：shikoku.kochi@counselor.or.jp
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
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新事務員さん紹介
香川事務所 髙﨑三千代
今年 5 月から香川事務所に勤務
しております髙﨑三千代でござい
ます。日本産業カウンセラー協会
のことは、何の知識もないまま仕
事を始めましたので、会員の皆様
には、
御迷惑をおかけすることが、
多々あろうかと思います。一日も早く仕事を覚え、
皆様のお役にたてるよう、努力していく所存でござ
います。どうぞ宜しくお願いいたします。
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