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養成講座部

いよ！カフェ

2019 年度実技指導者研修が終了しました。

1 月 迷った末に行きついたものは…

養成講座部長 田尾厚子

兵頭佐織（愛媛）

産業カウンセラー養成講座にかかわる実技指導者

昨年、私事で色々あって、「今年は自分を見つめ

が、より良い講座を提供するための個々のスキルアッ

直してみよう」と思っていた頃、『いよ！カフェ』のチラ

プを目指し、11 月 9・10 日、12 月 7・8 日、2 月 22・23

シが目に入った。「アロマか…、どうしようかな？」と 1

日の 3 回にわたって、実技指導者研修を実施しまし

月 22 日の当日迄、散々迷った挙句、四国支部研修

た。

室へ。ドアを開けると、アロマの香りと暖かな笑顔に包

11 月は上期講座を振り返って、今後に向けての運

み込まれた。

営について意見を交換し、また代表者方式によって

席に着き、お菓子を一つ頬張り、お茶を一口啜ると、

役割の意味を考察しました。12 月は関西支部より詫

講師の永野桂さんの「アロマとは…」という講義が始ま

間篤子氏を招聘し、実技指導として身につける力を

った。参加者 7 名。アロマの香りが漂う中、20 本程度

養いました。2 月は自己発見ワークにより自己理解を

あるアロマの中から、「その時の今の自分」が好きな香

深め、ファシリテート力の向上に取り組みました。

りを選び出し、2 人一組になってその香りのイメージを

40 人の指導者が一堂に会し、養成講座の質を高め

言葉にすることになる。「色は？」「性別は？」「服装

るためにスキルアップを目指して学びを深めました。こ

は？」…、「どんなことを聴いてみたい？」イメージを膨

の学びを養成講座の充実に繋げたいと願っています。

らませ、言葉にするうちに、「あれっ⁉カウンセリングに
も似た気づきが⁉」
その後も、タッピングタッチ、チベッタンベルの心地
良い音色で始まる瞑想、カフェトークと続きあっという

第 3 回 働く人の心を支える講座
1 月 22 日「箱庭の世界」を受講して

間に 2 時間が過ぎた。感想文のオチ付きで。

永尾浩子（愛媛）
私にとっては、数年ぶりの 2 回目の箱庭体験でし
た。はじめは、十数名に見守られながらの箱庭は、
見られているということを意識してしまって、思う
ように置けないのではと不安でしたが、箱庭の砂を
触ると心が不思議と落ち着き集中できました。
『心が置いて欲しいものを置くと落ち着く』とい
う伊賀上先生のお言葉通り、気になるものを置き、
違和感があると置き直してどんどん置いているうち
に楽しくなり、スッキリした気分で完成。表現する
だけで、こんなに満足するなんて驚きでした。
箱庭の世界は、現実より先にいくと聞いて納得。

2 月 絵本の世界を味わおう！

私の目標というか、未来図がそこにありました。人

愛媛事務所長 山本良子

それぞれ置き方も選び方も違う。いろんな箱庭があ

2 月 19 日の「いよ！カフェ」は、絵本専門士の

り味わい深く面白かったです。継続して箱庭をして

渡部愛先生から、
多様な絵本を紹介していただきま

いき、変化を見ていきたいと思いました。

した。まずは、緊張を解きほぐす「すっすっはっは
っ」から「あ、あ、あ、
」
「もも、もも、もも・・・」
・・・
最後は、
挿絵だけの不思議な絵本等々！次々と紹介
される絵本に「・・絵本というより芸術やね！」６
名の参加者は、
思わず身を乗り出し覗き込んでしま
いました。
最後はお手玉遊びで頭も体も心もリフレ
ッシュ！絵本の世界を存分に味わう 2 時間でした。
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次回は 4/19（日）
「welcome いよ!カフェ」交流

「コラージュ療法」と言う事で興味津々で参加いたし

会です。ぜひお気軽にお出かけください。多くの皆

ました。切り抜きをすることから始めて、自由に好きな

さんの参加をお待ちしています！！

ように配置していく、仮想の空間に身を置き好きな物
を貼っていく。出来上がった作品から、自己表現でき
すっきり感を味わいました。他の人はぬいぐるみ、人
形を並べたり、また、中心に密集して貼られたものもあ
りました。「コラ-ジュ療法」とは自由に何も考えないで
作成していく、その過程で心の開放感を味わう効果が
得られるものでした。
作品が出来上がったとき、お世話係の岩田悦子さ
んから「コラージュは思いつくまま自由に貼っていくの
でいいんですよ」と話がありました。
自由に何も考えないで遊んでいた子供のころのお
ままごと、お人形遊びに似た感覚を味わいました。そ
の作業が楽しくてあっという間の２時間でした。次回是
非この楽しさを味わってみませんか。

阿波カフェ

カラーセラピー・色を使って私発見！
渡邊若菜 広報部(徳島)
1 月 25 日(土曜)午後 1 時半〜午後 3 時、徳島事務
所で阿波カフェが開催されました。
今回のテーマは「カラーセラピー・色を使って私発
見！〜あなたの身近な人との関わり方は？〜」。産業
カウンセラーであり、色彩心理アートセラピストの森本
由香さんのご協力で実現しました。参加者 11 名は、

土佐カフェ

塗り絵に集中したり、自分が塗った色や図柄のことを

心理セラピーとしてのヨガを伝えたい！

参加者同士で話したりと、楽しい時間を過ごしました。

藤枝徳保（高知）

そして、色について自分で分析できるように、もう少

2 月 13 日（木）、10 名の参加者を迎え、令和２年の土

し詳しく知りたいという気持ちが湧いてきました。また

佐カフェがスタートしました。今回のテーマは「ヨーガ・

続編があれば嬉しいですね。

セラピー」。ヨガの本質は体操ではなく心理セラピーで
あることをお伝えするため、私自身、あえて仕事帰りの
スーツ姿で臨みました。
まずは「ヨガとは心を静かにするものである」というヨガ
の定義を紹介。続いて、ヨガはストレス対処法として誕
生したこと、体操はヨガの一部に過ぎないこと、ヨガの本
質は心理セラピーであること等々についてお話させて
いただきました。
実習では、楕円状に椅子を並べ、主に着席状態で
緊張と弛緩を繰り返すシンプルなプログラムを、実際に

さぬきカフェ

体験していただきました。

「コラージュ作成」

終了後はみなさんの穏やかな表情と雰囲気が印象的

沖田フサヱ（香川）

で、「人に優しくなれそう」「すごく頭が軽くなった」「企業

2 月 6 日（木）にさぬきカフェを４名の参加者で開催

に提案してみたら？」等々の感想をいただきました。私

いたしました。
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としても非常に学びある、充実した時間を過ごさせてい

最新の情報をアップしていきます。講座や研修・イ

ただきました。

ベント等ご参加される場合は、必ずホームページで
ご確認をお願いいたします。

緊急速報の
タイトル部分
をクリック！

雨中『走る 産業カウンセラー』のゼッケンが見
えない！？20 回心折れながらも、何とか完走！
高知事務所長 山本隆弘
雨が降りしきる中、「高知龍馬マラソン 2020」が 2 月
発行：一般社団法人日本産業カウンセラー協会四国支部

16 日（日）に開催されました。『走る 産業カウンセラ
ー』のゼッケンを背中に付け、その上にカッパを着て

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

いたのでゼッケンが見えにくかったのは残念でした。
3 時間台を目指して、ひと月 200 キロ走ってきたの
に、結果は去年より１時間以上遅い 5 時間 24 分に終
わりガックリ。20 キロ過ぎて脚が痙攣を起こし、走って
は歩きの繰り返しを 20 回程、何度も心が折れました。
歩きたくなかったのですが…。4 度目の挑戦でしたが、

香川事務所
〒761-0301
高松市林町 2217-15 香川産業頭脳化センタービル4 階 411
TEL(087) 816-8040
FAX(087) 816-8041
e-mail：shikoku.kagawa@counselor.or.jp

マラソンは甘くないですね！広報部員の河村章代さ
んも去年に続き完走を果たしています。徳島から応
援に来られた会員の久米さんが写真を撮影して下さ
いました。ありがとうございました。

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
TEL・FAX (088)826-9880
e-mail：shikoku.kochi@counselor.or.jp
徳島事務所 ＊3 月 13 日に引っ越ししました！
〒770-0942
徳島市昭和町3丁目35-1徳島県労働福祉会館6階601
TEL・FAX (088)655-5800
e-mail：shikoku.tokusima@counselor.or.jp

緊急時には、四国支部ＨＰを確認してください。
このたびの新型コロナウイルス感染拡大に伴い、

フェイスブック始めました！
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四国支部でも講座や研修・イベントなどの中止及び
延期が急遽決定いたしました。関係者の皆様には、
個人的にもメール等でお知らせするよう努めると同
時に、四国支部のホームページに緊急速報として情
報を掲載いたしました。今後も、このようなウイル
ス感染や台風、大型災害などの緊急事態が発生した
場合には、四国支部ホームページのトップページに
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