
天守閣の金鯱、瓦の緑青と桜のピンクが華やかさを演出する名古屋城の春。ソメイヨシノやシダ
レザクラなど約1,000本の桜の木が美しく咲き誇ります。愛知は「城どころ」、国宝犬山城や岡
崎城、小牧城などでも見事な桜が楽しめます。

愛知・名古屋城と桜

富山県

岐阜県

三重県石川県

静岡県

福井県

愛知県

可児市鳩吹山麓の北斜面、およそ7,000平方メートルに渡って約10万株の春の妖精、カタクリ
の花が咲きます。紫のじゅうたんが斜面一面に広がり訪れる人を魅了します｡

岐阜・カタクリの群生地

三重県菰野町にある標高1,212ｍの御在所岳は鈴鹿国定公園内に位置し、山頂にかかるロープ
ウエイからは四季折々の風景を楽しめます。春の訪れとともに、ツツジ科のシロヤシオが純白の
花を咲かせるなど、様々な花と出会うことができます。

三重・御在所岳登山道からの眺め

山々に囲まれ、美しいコバルトブルーの湖上にぽつんと浮かぶ「奥大井湖上駅」。一生に一度は
訪れたい奥大井エリアにある秘境駅です。駅の前後にかかる鉄橋は歩いて渡ることができ、大
自然を満喫することができます。

静岡・奥大井湖上駅

雪の残る美しい北アルプスの山々を背景に、舟川べりの桜並木、チューリップ、菜の花の美しい四
重奏が楽しめる、朝日町の春の風物詩です。壮大な自然と花々が織りなす絶景は息をのむ美しさ。

富山・あさひ舟川「春の四重奏」

小松市で毎年5月に行われる、菟橋（うはし）神社（お諏訪さん）と本折日吉神社（山王さん）の春季
祭礼。子供歌舞伎の舞台となる曳山はライトアップされると、その豪華な美しさが一層際立ちます。

石川・お旅祭り

県指定の名勝で、若狭湾の常神半島、神子の東西約1,000ｍ、南北約200mの区域に広がるヤ
マザクラ群です。山一面に咲く山桜と若狭湾による見事な景観を見に行きませんか。

福井・神子の山桜
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　主な目的は4つ！
　❶産業カウンセラー養成講座検討者へのPR
　❷キャリアカウンセラー養成講習検討者へのPR
　❸会員研修講座の情報発信
　❹その他　などなど
　すでに数名の方にご協力いただいていますが、まずは養成
講座検討者に向けて、本格的に動画を作成していく予定です。
そこで皆さんにお願いです！

　産業・キャリアカウンセラーとして活躍している方 へ々イン
タビューしていただける方を募集します。対談形式となりま
すので、傾聴力に自信がある方は是非ともご応募ください！
YouTuberデビュー！！ですね。
　産業カウンセラー協会中部支部肝いりプロジェクトです
ので、ご興味のある方は中部支部YouTube担当までご連
絡くださいませ。

ほのぼの中部Web化に伴い、ついに！YouTubeプロジェクトが始動します。

　日本産業カウンセラー協会中部支部では、中部経済新
聞に「産業カウンセリングの理論と私の実践」というタイト
ルで、2022年4月から半年間（26回）、毎週火曜日に中部
支部会員の皆様の書かれた記事をシリーズで掲載します。
「我こそは」という方は、
　中部支部事務局　chb-soumu@counselor.or.jp
まで、ご連絡ください。追って詳細をご連絡いたします。

※なお、過去4年間に中部経済新聞に掲載した記事内容は、中部支
部HP「会員向けサービス」内で、ご覧いただくことができます。
すでに掲載されたテーマでも構いません、執筆者それぞれの方
の個性や経験、価値観なども異なるため有意義なシリーズにな
るものと期待しております。

中部経済新聞にあなたの経験を書いてみませんか

会員の皆様この機会に是非お力をお貸しください！
　お勤めの会社、お取引先、友人、知人、その勤務先など
様々な人脈資産を皆様はお持ちだと思います。会員の皆様
の大切な人脈資産を協会の今後の発展のために是非ご紹
介いただけませんか。ご紹介内容については カウンセリン
グ 研修 等、幅広く紹介いただけますと幸いです。なおご紹
介いただけましたら紹介者にもれなく薄謝をご進呈させて
いただきます。

会員の皆様に紹介キャンペーンのお知らせです！

過去の掲載記事は
こちらからご覧になれます

　また、無事成約に至りましたら成約内容に応じまして謝礼
をさせていただきます。是非この機会に振るってご紹介いた
だけます様、心からお願い申し上げます。紹介いただけまし
たら企業担当者様との打ち合わせ等、様々な対応につきま
しては当支部にて行いますので、紹介者様のお手を煩わせ
ることはございませんのでご安心ください。なお当キャン
ペーンについての詳細は中部支部／事業推進までお気軽に
お問い合わせください。
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娘さんとツーショット
プラスワン！

音楽と受容と自己理解と

　「自己肯定感」という言葉をここ数年よく目に、耳にする
ようになった気がします。
　私自身、産業カウンセラー養成講座を受講して、カウン
セリングを受けて、自分に自信がなかった事・内気で自信
が持てなかった幼少期の出来事を知る事ができました。
　そんな内気な少年時代に音楽が身近にありました。当時
は深く考えずに音楽を楽しみ、その後バンドをしたりギター
講師をしたりもしました。
　講座受講時、自己理解が深まっていく時期がありまし
た。自分らしさって何だっけ？と悩みながら自分らしさを表
現しようと試行錯誤したりしつつ、自分にとって音楽が大
事な物であったと思い出しました。（豹柄のシャツでカウン
セラー役をして厳しいフィードバックをいただいたこともあり
ましたが）

　宮﨑　道さん（北陸）

　ポジティブになれない幼少期、胸を躍らせるような演奏
と「それでいいんだよ」と言ってくれる歌や詩の世界に支え
られていたように思います。音楽は聴いている時も演奏して
いる時も私を受け容れてくれている、そんな存在だったの
ではと今思えます。
　昨年末よりまた音楽を演奏する事を再開しました。私も
誰かに「それでいいんだよ」と感じて貰えるような演奏がで
きたら、と今年のささやかな目標にしています。

小野田 公久枝さん（静岡）

～私のストレス解消法をご紹介します～

コロナ禍、自分らしく楽しむ作品作りの時間

　私が産業カウンセラー養成講座を受講した
2020年は、新型コロナウイルス感染症が全世界で
猛威を振るい始めた年でした。今までの生活は一
変し、不安やストレスを溜める日々を過ごす中、自宅
で楽しめることを探していた私は、使っていないミシ
ンを引っ張り出し、ポーチやマスクなどの小物を作
り始めました。もともと作る事が大好きで、生地選び
やデザインをイメージすることから、出来上がった
作品を眺め、達成感や満足感に浸ることはとても充
実した気持ちになります。総務という仕事柄、結果
や成果が形になりにくく、不完全燃焼で終わること
も多々あります。だからこそ形を成すことを求めてい
るのかもしれません。創意工夫を凝らした作品には

作り出す楽しみとと
もに愛着も湧きま
す。最近では100円
ショップでビーズを
購入し、簡単なアク
セサリーも作っています。コロナ禍、ちょっとした時
間を自分らしく楽しんでいます。

　「不易流行」諸先輩のみなさんが築いてこられたもの
を大切に守りながら、新しいことに果敢に挑戦し、さら
に広げていきたいと強く思っています。

廣岡 貴志（愛知）

　人の営みは累 と々続き、さまざまな出来事はすべて意
味を持って起きては過ぎていきます。現在続く一連の出
来事も、私達に何かを伝えているはずです。『一陽来
復』。苦しみのあとに来る喜びを、謙虚に享受したいも
のです。 立川 妙子（静岡）

　家に引きこもっていた年末年始、何となく「引き」が付
く言葉が気になりました。「引き寄せる」「引きつける」
「引き出す」など、力強さを感じます。ネガティブに語ら
れがちな「引きこもる」は、実はパワーを秘めているん
だと発見しました。　　 若杉 裕美（三重）

　北陸広報部は新たに1人が加わり3人に。2人の時は
メールや電話でのやり取りでしたが、早速ZOOMミー
ティングを開催。楽しく意見交換できました。1人の時に
比べ、らしくなってきましたね～（嬉）

庄田 祐司（北陸）

honobono-chubu

中部支部
〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜1-9-26  IKKOパーク栄ビル4階
Tel：052-618-7830　Fax：052-957-5651
E-mail：cosmos@counselor.or.jp
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E-mail：cosmoshoku@counselor.or.jp

編集後記 中部支部管内の連絡先

広報部員　　　　　 部長：廣岡貴志　 副部長：庄田祐司　 事務局：高岸嘉子
〈愛知・岐阜〉 加藤峰敏、松浦　勝、勝井義男
〈静　　岡〉 林　雅理（チーフ）、立川妙子、岡野祝子、後藤美由紀、瀬畠貴子
〈三　　重〉 若杉裕美（チーフ）、大富久子、岩本美樹、 川村正人、黒田和博、加藤仁美
〈北　　陸〉 庄田祐司（チーフ兼務）、宮森弘美、宮﨑　道
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「ほのぼの中部」がWebに変わります！

ふじのくに瓦版　こんにちは。静岡です！

三重奏　三重事務所だより

HOKURIKU　福井・石川・富山から

愛知・岐阜地区だより

［ほのぼのNews］
ほのぼの中部Web化に伴い、
ついに！ YouTubeプロジェクトが始動します。
中部経済新聞にあなたの経験を書いてみませんか
会員の皆様に紹介キャンペーンのお知らせです！

士業から見た産業カウンセラーの魅力

私のプランド・ハップンスタンス

～スムーズな職場復帰と再発防止を目指して～

これからの 支部報 「ほのぼの中部」について
これまでの「ほのぼの中部」を振り返って

［コラム］ 
音楽と受容と自己理解と
［ほのぼのRelax］ 
コロナ禍、自分らしく楽しむ作品作りの時間

コ
　 ラ
　　 ム

「ほのぼの中部」が
W e bに変わります！

　これまで年2回（コロナ禍前までは年4回）、みなさんに中部
支部の情報を紙面でお届けしてきましたが、これからは、より
便利に、より身近に、メールとホームページを連動させる方法
に変わります。紙面での「ほのぼの中部」のお届けは、この70号
が最終となります。
　これからの新しい中部支部の会員情報共有サービスをご期
待ください！
※詳しくは、本誌10/11ページを御覧ください。

会員登録時のアドレスにお届けします。確認・変更は会員
マイページからお願いします。
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「ほのぼの中部」は、中部支部の会員のみなさん 
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福井119名 計3,708名（2022年1月31現在）をつなぐ会報誌です。
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「ほのぼの中部」がWebに変わります！

ふじのくに瓦版　こんにちは。静岡です！

三重奏　三重事務所だより

HOKURIKU　福井・石川・富山から

愛知・岐阜地区だより

［ほのぼのNews］
ほのぼの中部Web化に伴い、
ついに！ YouTubeプロジェクトが始動します。
中部経済新聞にあなたの経験を書いてみませんか
会員の皆様に紹介キャンペーンのお知らせです！

士業から見た産業カウンセラーの魅力

私のプランド・ハップンスタンス

～スムーズな職場復帰と再発防止を目指して～

これからの 支部報 「ほのぼの中部」について
これまでの「ほのぼの中部」を振り返って

［コラム］ 
音楽と受容と自己理解と
［ほのぼのRelax］ 
コロナ禍、自分らしく楽しむ作品作りの時間

コ
　 ラ
　　 ム

「ほのぼの中部」が
W e bに変わります！

　これまで年2回（コロナ禍前までは年4回）、みなさんに中部
支部の情報を紙面でお届けしてきましたが、これからは、より
便利に、より身近に、メールとホームページを連動させる方法
に変わります。紙面での「ほのぼの中部」のお届けは、この70号
が最終となります。
　これからの新しい中部支部の会員情報共有サービスをご期
待ください！
※詳しくは、本誌10/11ページを御覧ください。

会員登録時のアドレスにお届けします。確認・変更は会員
マイページからお願いします。
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士業から見た産業カウンセラーの魅力

　産業カウンセラー資格を仕事にどのように活かしてい
るのかは、皆さんとても興味のあるところですよね。そこで
今回は、士業で活躍されている笑顔が素敵なお二人に
お話をお聞きしました。
　秋山さんは、社会保険労務士としてご活躍されながら
キャリアコンサルタント等の資格も活かし、がん患者や病
気で治療をしながら働く方の支援をされています。また、
鳥居さんは、弁護士として交通事故・債務整理・家事事
件、そして企業法務ではハラスメント研修も担当されてい
るそうです。

秋山 隆子さん
社会保険労務士　
華社会保険労務士事務所
（2012年度養成講座受講）　

鳥居 恭子さん
弁護士　
島田みらい法律事務所
（2018年度養成講座受講）

【秋山】　当時私は、消費生活相談員として働いていま
した。消費者被害に遭われる方の背景には、家族と話
せる状況にないなど孤独感や不安感といった心理的な
問題があるように感じました。そのような方たちの心に寄
り添った対応が出来るようになりたい、との思いから受
講を決めました。心理系の資格の中で、働きながら学べ
ることも選んだ決め手です。
【鳥居】　当時私は、赤ちゃんを連れたお母さんから離
婚相談を受けていました。私自身も子どもが小さくて、

ふ じ の く に イ ン タ ビ ュ ー

そのお母さんのお話が自分のことのように思えました。
ちょうどその頃、テレビで「産後クライシス」が取り上げ
られていて、その内容がまさに私に当てはまりました。そ
の時、私は人の心に興味を感じ、もっと勉強したいと思
いました。同時期、会社でのハラスメントについて友人
弁護士からアドバイスをもらったところ、『傾聴』が大事
だと言われました。その『傾聴』という言葉がずっと耳に
残り、養成講座では『傾聴』が訓練できると知って、受
講を決めました。

【鳥居】　とにかく大変でした。まず、仕事と子育てをす
る中で毎週講座に通うことです。また、カウンセリング実
習では、いかに人の話を聴けていなかったか！仕事柄
アドバイスをする方なので、その姿勢を正すのには苦労
しました。一方、私の産後クライシスはカウンセリング実
習を通して落ち着いていきました。受け入れられたので
しょうね。あとは、今も勉強会が続くカウンセリング仲間
に出会えたことも代えがたいですね。
【秋山】　普段、心に留めている思いや気持ちを話すこ
とができ、受け止めてもらえることで自分を認めることが
できました。セッションではクライエントの話を自分がど
う受け止めたかを言葉にすることがとても難しかったで

すが、受け止めて聴くことは大事なことだと気付きまし
た。一緒に頑張った方とは今も交流があり、お互いに励
まし合ったりしています。仕事との両立で大変でしたが
受講して良かったです。

【秋山】　私は30代でがんを経験しました。治療後の社
会復帰では、定期的な通院と仕事の両立ができるか不
安でした。ところが、再就職した会社には有給付与制度
が最初からあり、両立が実現できたのです。病気になっ
ても企業にほんの少しの配慮があれば、治療と仕事は
両立できると身をもって知りました。
　そのような経験から、病気で治療をしながら働く方の
就労支援をしているのですが、その際、養成講座で学

んだ、心の声・本当の
想いを受け止めようと
する姿勢が活きている
と思っています。私
は、苦しい状況に立
たされながらも、働く
意思を持つ方たちに
寄り添った支援を心
掛けています。
【鳥居】　私は、相談
者のお話を聞くときに
『傾聴』を使って気持

お二人が、産業カウンセラーの資格を
取得しようと思った理由は？

実際に養成講座を受講されて、どうでしたか？

現在の仕事では産業カウンセラーの資格を
どのように活かしていますか？

最後に、後輩へのメッセージをどうぞ！

ちに寄り添えるよう心
掛けています。また、
法律の相談というより
も、「悔しい」とか「悲
しい」などの気持ちを
聞いて欲しいのでは？
と感じる方には、了解
を得てカウンセリング
をすることがあります。
　今後は、刑事事件
の弁護人で『傾聴』が
活かせるか、模索して
みたいです。

【秋山】　資格と仕事が直接結びつかないこともあると
思いますが、様々な立場で、養成講座で学んだことは活
きてきます。私が日頃受けている就労や年金の相談で
も、傾聴の重要性を実感しています。資格取得後も人
の話を聴く、気持ちを受け止めることを大切にして欲し
いなと思います。
【鳥居】　持っていて損のない資格です！コミュニケー
ション力が上がると思います。また、自分が感情的にな
りそうなとき、それを客観的に見ている自分がいて、一
呼吸置けることが増えました。学校などで子どものうち
から『傾聴』を学べれば、より良い社会になると思いま
す。広くみんなに知って欲しいですね。

はる

新広報部員を紹介します！
後藤 美由紀さん

　昨年、産業カウンセラー養成講座を
受講しました。
　学びの中で得た傾聴の大切さ、素晴
らしさを一人でも多くの人に伝えたい、何かできることは
ないかと思い、今期より広報部の活動に参加させていた
だいております。
　静岡事務所を始め、中部支部の方 と々の繋がりを大切
にし、少しでも皆様のお役に立てるよう努めてまいります
ので、よろしくお願いいたします。
　現在は更なるスキルアップのため、キャリアコンサルタン
ト養成講座を受講中です。

瀬畠 貴子さん
　私は産業カウンセラーの資格を取っ
て一年足らずで、いまだ自己研鑽中の
身ですが今回広報活動の機会をいただ
き所属する事となりました。
　看護師としての職業経験しかありませんが自分の知ら
ない世界に興味がわき、視野を広げてみたくなり参加を
決めました。
　会員の皆様方が日 ど々んな情報を必要としているのか
想像力を持って考え、広報誌Web化に向けて少しでも力
になれるよう自分にできることを見つけていきたいと思い
ます。
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私のプランド・ハップンスタンス※

あなたも中部支部認定面接カウンセラーを目指しませんか

新広報部員を紹介します！

認定面接カウンセラーとは

認定面接カウンセラーになるには

　今回は、協会のキャリア講師としても長年ご活躍の
長岡秀孝さんに伺いました。中部地区会員でキャリアコン
サルタント有資格者なら、一度は長岡さんの講座に参加し
たことがあるのではないでしょうか。まさに「プランド・ハップ
ンスタンス」を地でいくお話、必見（読）です。

加藤 仁美さん

1級キャリアコンサルティング技能士
長岡 秀孝さん

　私は、協会の養成講習や更新講習の講師、大学の
キャリア教育の講師、厚生労働省事業のキャリアコンサ
ルタントの3本柱で仕事をしています。キャリアコンサル
タント試験対策やキャリア研修の講師などもしています。
キャリアコンサルタントとしては、相談者一人ひとりに寄
り添ってキャリアプランやライフプランの構築をお手伝い
できることに、非常にやりがいを感じています。
　また、講師として教えたり育てたりすることのやりがい
もあります。大学の例を出すと、「働きたくない」と言う学
生にいくら働くよう説得しても伝わらない場合、まずは経
験することを勧めています。インターンシップに無理やり
にでも行って世の中を見ることで、どう人生を送ればい
いのかを考えるきっかけにしてほしいと思います。
　人に教えるためには、「知っている・やれる」以上の勉
強やトレーニングが相当必要になるわけですが、そのこ
と自体にもやりがいを感じています。

　大学の機械系学科を卒業し、重工業系製造業の会社
で技術職として30年近くやってきましたが、考えるところ
があり早期退職しました。そして再就職支援会社で支援
を受けていたところ「うちでキャリアカウンセラーをやらな
いか」と声をかけられました。
　技術屋一筋だった私にとって思いもよらない話でびっく
りしましたが、駄目ならやり直せばいいという軽い気持ち
で、53歳の時にその会社のキャリアカウンセラーになりま
した。キャリアの世界で「プランド・ハップンスタンス」とい
う言葉がありますけれども、まさにそんな出来事でした。

　キャリアカウンセラーとしてさまざまなトレーニングを
受ける中、会社の勧めで養成講座を受講し、産業カウン
セラーの資格を取りました。

　丁寧に人の話を聴くことが自然とできるようになりまし
た。自分では気づかなかったのですが、以前は自宅の電
話に出ると妻の友人が「ご主人、怖いね」と言っていたら
しいです。養成講座で傾聴を勉強してからは「怖くなく
なった」そうです。
　技術職時代アメリカに5年赴任していたことの影響か
分かりませんが、仕事で遠慮や謙遜をしてはいけない、
「人に負けてたまるか」と思い込んでいました。自分を強
く見せようとして、きつい性格を演じていたのかもしれま
せん。今はありのままでいられているかと思います。
　また、人の価値観はみなそれぞれ違うのが当たり前だ
と発想できるようになりました。昔の私だったら「こうある
べき」が先に立っていたかもしれません。キャリアコンサ
ルティングの場でも、一人ひとりの価値観をそのまま受け
止められるようになったのは、大きな違いだと思います。

　養成講座修了時に、キャリアコンサルタント養成講習
が始まりすぐに受けました。その後のステップアップ方法
が分からず、他団体のキャリアコンサルタント講座も受
けましたが、結局は自己研鑽するしかないと悟りました。
　そこからは、日程や自分の興味から受けられる研修は
すべて受けることにしました。そして2級技能士ができ、
1級もできるだろうから目指すなら1級をというモチベー
ションで、いろいろな研修に参加しました。厚生労働省
の2年間の指導者育成研修では、キャリアコンサルタン
トを何人か受け持って指導する経験もしました。
　特に印象に残っているのは、プロが実際のキャリアコン
サルティングを見せてくれる講座です。私はまだ駆け出し
で、「このやり方でいいのか？」と心配や不安がありまし
た。当時、本物の相談場面を見せる研修はあまりなく、
プロのやり方を見たい見たいと思っていたところ、チャン
スに恵まれたのです。

技術屋からの転身

傾聴でありのままの自分に

キャリアコンサルタントの世界で生きていく

おわりに

※プランド・ハップンスタンス（計画された偶発性理論）：
ジョン・D・クランボルツが1999年に提唱。「キャリアの
８割は偶発的な出来事によって決定される」に基づき、
偶然の出来事を意図的に活用し自分のキャリアを形成
していく考え方。

　参加するまでは、プロだったら問題がみるみる解決し相
談者が満足する、そんな魔法のような成果が出るのかな
と想像していました。でも実際は、地に足をつけて一つひ
とつ丁寧に話を聴きながら課題解決に向けて支援をして
いく、地道に積み上げていくようなカウンセリングでした。
　ものすごく感動し、それまでの不安は「私が目指したカ
ウンセリングは間違いではなかった」という手応えに変わ
りました。同時に「キャリアコンサルタントの世界で生き
ていきたい」と強く思いました。
　ありがたいことに実践の仕事をさせていただいており、
すごく勉強になっているなと思います。今後は、1級技能
士の上位資格ができたらチャレンジしたいですね。また、
両立支援コーディネーターや発達障害支援などの専門
性を身に付けるのもいいかなと湧き始めているところです。

　キャリアの仕事をするよ
うになって、生き甲斐とは
何か、仕事のやりがいとは
何かをとても意識するよう
になりました。過去を振り
返って、反省はたくさん
あっても後悔しないで、自
分にとって幸せな人生を
送りたいと思っています。
　キャリアの世界は、学べば学ぶほど支援に役立つこと
があると思います。これからキャリアコンサルタントを目
指す方には、非常にやりがいのある素晴らしい仕事です
よとお伝えしたいです。

　産業カウンセラー資格取得後、所定の研修を経て、支部の審査を受けて認定されます。
　主な業務は、契約事業所におけるカウンセリングと研修講師、三重事務所内相談室におけるカウンセリングです。
　現在活動中の3名の認定面接カウンセラーからのメッセージを紹介します。

　認定面接カウンセラーになるための所定研修は、①会員研修（傾聴の技法、傾聴ベーシック、傾聴アドバンス）、
②ベーシック講座、③シニア産業カウンセラー育成講座、④三重地区面接カウンセラー訓練講座です。興味のある
方、詳細をお知りになりたい方は、三重事務所（Tel : 059-213-6960）までお気軽にお問い合わせください。

ているという実感がありました。そのように考えていくと現
在まで所属してきた大なり小なりの組織一つひとつに意味
を感じます。仲間の実績・努力がなければ、たった一人で
は何もできないと感じます。そのような組織に自分はどん
なお返しができるのかと考えると、とても未熟な自分に気
付きます。貢献できるようなものがあまりないことに気付き
ます。しかし、お声を頂いてまずは、「はい」の一言がお手
伝いの第一歩と感じています。何ができるのか、何も大き
なことは言えませんが、自分に出来る事のお手伝いをさせ
ていただけたらと考えています。よろしくお願いします。

　私は、組織というものは自分を守る
存在でもあり、自分を成長させてくれる
存在でもあると考えています。例えば、
私は心理カウンセラーとして15年以上従事してきました。
その活動をしていく上で、自分の実績だけでなく所属して
いる団体の信用度の大きさも絶えず感じていました。産業
カウンセラー協会、組織の活動やあり方が信用を勝ち
取ってこられ、その信用に守られて仕事をさせていただい

　パートで働きながら、面接カウンセ
ラーに挑戦し、認定されました。公的機
関で月2日メンタルヘルスカウンセリン
グを、就労支援機関で月４日キャリアカ
ウンセリングを担当しています。時間が
限られた中での活動ですが、パートとは
全く違った職種なので楽しんで活動し
ています。  　　　　　　  （豊田弘美）

　フル勤務の本業を持っているため、
時間を調整して可能な範囲で認定面接
カウンセラーの活動に携わっています。
私立高校で月2日、生徒や保護者のカ
ウンセリングを担当しています。不安は
就職活動に付き物ですが、自分の力を
信じて社会へ一歩を踏み出せるよう支
援をしています。　　　 （中川真理子）

　企業在職中からカウンセリングを学
び、定年退職後、認定面接カウンセラー
になりました。企業2社で、月に2日ず
つ、メンタルヘルスカウンセリングを担
当しています。時間にゆとりを持って働
きたい私には、月４日の心地よい緊張と
新たな出会いに感謝しています。
　　　　　　　　　　   （清水みゆき）
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三重奏   三重事務所だより
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～スムーズな職場復帰と再発防止を目指して～

　うつ病などの病気により仕事を休職する人が増えてい
ます。しばらく休職してから仕事に戻りたいと思う人はた
くさんいます。皆さんの中にもそんな人たちの職場復帰を
支援している方も多いのではないでしょうか。
　今回は休職した人への職場復帰支援プログラム「リ
ワークプログラム」を実施している、特定医療法人十全
会 十全病院の「ふるりー」のスタッフの皆さんにお話を
伺いました。

ふるりースタッフの皆さん

特定医療法人十全会 十全病院 復職支援コース ふるりー

　メンタルヘルス不調のために病院・クリニックを受診
する人が増えています。厚生労働省が2017年に行った
「患者調査」では、気分障害の患者数は15年前の1.8
倍になっていました。正確な休職者数は分かりません
が、患者数と同様に増えていると推測できます。また、う
つ病などと診断され休職した患者さんには、復職がなか
なかうまくいかない方が少なからずいらっしゃいます。そ
のような休職者を支援しようと開発されてきたのがリ
ワークプログラムです。

　ここで言うリワークプログラムは、気分障害などの精
神疾患を理由に休職している労働者に対し、スムーズな
職場復帰とその後の再発予防を目的として行う医学的
リハビリテーションを意味します。治療の一環として、十
分な休養や薬物療法によって体調が回復してからプロ
グラムに参加いただく、というのが通常の流れです。
　うつ病は通常、個人の資質・特性や環境などの要因
が重なり発症すると考えられています。症状が改善して
も、その発症の要因になったさまざまな問題が解決した
こととイコールではありません。ましてや仕事では一定の
パフォーマンスを求められ、ストレスはつきものです。休
職者にとっては、そういったストレスが再び降りかかった
ときにも心身の健康を維持することができる、というとこ
ろが目指すべき回復です。リワークプログラムでは、病
気理解とともに、休職までの経緯の中にどのような問題
があったか、そして今後の対処可能性について検討し自
己理解とセルフケアの向上を目指します。

　参加者には決まった時間に通っていただき集団で

リワークプログラムについて教えてください

実際にはどの様に行われていますか

プログラムを通じて（日々）感じること

職場復帰支援について～メッセージなど

プログラムを行います。ふるりーでは午前9時に開始で
す。プログラムの参加にあたりクラス分けをしていて、全
ての方が午前中のみの利用からスタートし、ステップを
追って参加日数・参加時間の多いクラスに移行していき
ます。クラスの移行はご本人の希望や体調・出欠状況、
残りの休職期間などを基にスタッフが判断します。全過
程を修了していただくには少なくとも4～6カ月程度かか
りますが、途中のステップまで利用する形で、短期間で
復職を目指す参加者もいます。
　元気になったのでそろそろ復職しようと考えリハビリの
必要を感じていなかった患者さんがリワークに通ってみ
ると、半日のプログラムに参加しただけで帰宅後はクタ
クタで何時間も昼寝をしてしまった、あるいは、日常的
な活動には問題ないけれども仕事について深く考えると
体調が悪化する、といったことがよく起こります。復職を
焦る患者さんが、早くリワークの全過程を終えたい、
次 と々ステップを進めたいと希望されることもあります
が、慎重に体調の回復と安定、復職に向けたこころの
準備状況を見極めながらプログラムに参加いただくのが
スタッフの基本姿勢です。

　『医学的心理教育』は病気の理解を深めるためのも
の。『ストレスマネジメント』は自己理解を深めストレスへ
のより良い対処を目指す、心理療法（認知行動療法）を
基盤としたプログラムです。『スポーツ』はリフレッシュや
リラクセーションにも役立ちますし、定期的な運動には
うつの改善効果が示されています。『共同作業』では模
擬的な仕事に他の参加者と協同して取り組んでいただ
きます。病気の影響で一時的に低下した注意力や記憶
力などの回復を促すために『NEAR（認知矯正療法）』
が役立ちます。

　このように、うつ病等の改善や再発予防に役立つと
思われる活動の組み合わせでプログラムを構成してい
ます。また、擬似職場として毎日通うこと自体が通勤訓
練になること、久々の社会活動（集団活動）を体験する
ことも欠かせない要素です。

【仲間との出会いが休職者の助けになる…】
　リワークプログラムを利用した方々からこれまでに聞
いた感想で特に多いのが、“他の休職者と出会えて良
かった”ということでした。同じ立場の人の意見・経験を
聞くことは、励みにも参考にも刺激にもなるようです。
　病気理解や認知行動療法を学ぶための方法はいろい
ろあって、個人でもできるかもしれません。しかし、それ
を集団で行う、仲間を持つことができるのはリワークプ
ログラムならではなのだと考えています。利害関係なく
安心して話せる場を持つことは、医療スタッフとの関わ
りだけではない効果があるように感じています。
【復職を難しくさせる要因は実に多様…】
　安定し難い症状や失敗した業務への恐怖心を抱える
人、仕事内容と能力のミスマッチに悩む人、休職したこ
とへの後ろめたさや健康だったころの自分とのギャップ
を受け止めきれずに苦しむ人がいます。当然ながら、リ
ワークプログラムに参加してさえいれば困難を解決でき
て復職が成功するわけではありません。
　プログラムに携わるのは医師、臨床心理士/公認心理
師、精神保健福祉士、作業療法士といった医療スタッフ
ですが、プログラムの運営について検討するミーティング
には産業カウンセラーの資格を持つ職員も参加していま
す。医療スタッフにはない視点の意見が参考になります。
今後も、より良い支援を提供できるよう、いろいろな経
験・立場の皆さんの知恵をお借りしたいですね。

　うつ病は再発のしやすさが問題で、しかも繰り返すほ
ど治りにくくなると考えられています。初回の発症のとき
から、再発予防を目的とした治療・リハビリテーションに
アクセスしてもらいたいです。そのために、職場復帰支
援に携わるより多くの方々にリワークプログラムについて
知っていただけることを期待しています。

《ふるりープログラム》

HOKUR IKU   
福井･石川･富山から
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これまでの「ほのぼの中部」を振り返って

これからの  支部報  「ほのぼの中部」について

「ほのぼの中部」への
リニューアル号の表紙と見開き

「産業カウンセリング中部」・
「ほのぼの中部」・カラー化
した「ほのぼの中部」の3誌

　中部支部は、全国に点在する部会を11支部にする
本部方針を受け、2000年6月に東海部会と中部部会
を中心に生まれました。その時、何故か私が東海部会
代表として中部・静岡・北陸の方との会合に参加し「広
報をどうするか？」を議論しました。ただ議論百出でまと
まらないので、私が基本的枠組みをホワイトボードに整
理したら何となく広報部長に…。こうして5年勤める事
になりました。

　2000年9月発行の創刊号は、名古屋2人・各地域
１人で、中部支部設立を祝う会・組織図などを掲載しま
した。以降「会員間に爽やかな風が吹くものに！」をコン
セプトに、支部のお知らせ・各部の活動・研修・地域紹
介が四本柱でした。3号あたりから「この人も頑張って

　現在中部支部では「ほのぼの中部」の紙媒体から
Web媒体への移行を進めています。
　同方針については先の総会などでも報告させていた
だいておりますが、その方針の背景としては、大きく以
下の２つがあります。

　一昨年からのコロナウイルスまん延の影響による日
本産業カウンセラー協会、及び中部支部の財政面での

　当時、本部が発行する会報誌と中部支部の支部会報
誌の違いを明確にするために、支部会報誌に名前を付
けることになりました。会員の皆さんにその名前を募集し
て候補が集まったところで、支部総会の出欠の返信用
はがきを使って候補名に投票してもらいました。その結
果、一番多かったのが「ほのぼの中部」でした。名前も
素敵ですし、会員の意見をもとに会員に決めていただい
たというプロセスはとても良かったと思います。
　誌面では支部の取り組みを会員に伝えるとともに会員
自身の活動を伝えることで「資格を取得したけれど、そ
の後どのように活かしたらいいのか分からない」という会
員に対して、役に立つような情報の提供に力点を置きま
した。具体的には、周知や会員の活動を積極的に紹介
しました。他には、地元の情報を提供するために、愛
知・岐阜、三重、静岡、北陸の各地区でページを持つ
ようにして各地区にチーフ制度を導入しました。
　「ほのぼの中部」は紙媒体からWeb形式に変わる

広報部長就任の経緯は？

①財政面：
②利便面：

最後に一言

IT化について

コンセプトは？

　会員アンケートによると会員最大のニーズは「資
格を活用したい」でした。まさに服部さんはそれを
体験されたからこそ、大きく感謝されているので
しょう。ありがとうございました。

愛知･岐阜地区だより

中部支部設立時の初代広報部長

服部 治夫さん
（2000年～ 2007年）

「産業カウンセラー中部」から
「ほのぼの中部」へのリニューアル時の

広報部長

 木下 芳美さん
（2007年～ 2011年）

あとがき

いるんだ。なら私も！」と言う意識醸成を狙いに会員紹介
も始めました。

　広報物は、ノンアクティブな会員へ最低限の情報を届
けるハードルの低い「会員で良かった」と思える仕掛けと
して貢献したと思います。メールやLINEも頻度と内容が
不適切ならブロックされるし、会員ニーズも多様化する
でしょう。新しい仕掛けのアイデアは会員の中にあるはず
なので、広く会員の声に耳を傾けてはどうでしょう。

　支部との関わりが広報からだった事は、支部全体を知
るという意味で良いスタートでした。運営に関わった時
代も受託カウンセラーの今もありがたく、私は支部で一
番恵まれた会員だと思います。皆様に感謝いたします。

ようですね。そうなると「見てもらう仕掛け」が今まで以
上に求められます。また、本部が発行する会報誌と支部
からの情報発信をすみ分けして、中部という地域のカ
ラーをどのように打ち出していくのかが重要になるでしょ
う。内容的には、支部の活動には距離がある会員に何
を届けるのかという視点で工夫が必要ではないかと思
います。例えば支部が企業や各種機関から受託してい
る事業の情報などは新しい会員の方々はきっと興味を
もっています。他には会員の活躍している様子や、ある
研修を通じて何を学び、どう成長したのかといったこと
は関心が高いと思います。そういった「可能性」を伝え
ることが大切なのではと思います。期待しています。

悪化から、管理費用の縮減のため。これは喫緊の課題
であり活動継続のために必須の対応となっています。こ
れに伴い昨年度からはこれまで年４回発行であったもの
を年2回に減らし、本部協会報「JAICO®」との連携な
ども行ってまいりました。従来の紙面編集、印刷、郵送
費用などを鑑み、Web化によるさらなる縮減を目指して
います。

　昨今のスマートフォンの普及、YouTubeなどによる情
報発信の一般化など、情報発信のあり方が変化してい
る中で、会員の皆様への情報提供をよりタイムリーに、

より手軽にアクセスしやすくするためWeb化が必須との
考えからです。ただ紙面による安心感や保管性などの
メリットもあると考えており、今後２カ月に１回の発行を
想定されている本部協会報などとの連携も検討してま
いります。

　次年度からは、すでに東京支部などで導入されてお
ります、メールでの情報発信と支部ホームページを連動
させた方式に移行してまいります。

　より良い支部の情報共有・発信のあり方についてぜひ
ご協力いただけますようお願い申し上げます。

　４月からいよいよ、紙面配信
から、メールとホームページの
連動による情報配信サービスに
変わります。
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います。例えば支部が企業や各種機関から受託してい
る事業の情報などは新しい会員の方々はきっと興味を
もっています。他には会員の活躍している様子や、ある
研修を通じて何を学び、どう成長したのかといったこと
は関心が高いと思います。そういった「可能性」を伝え
ることが大切なのではと思います。期待しています。

悪化から、管理費用の縮減のため。これは喫緊の課題
であり活動継続のために必須の対応となっています。こ
れに伴い昨年度からはこれまで年４回発行であったもの
を年2回に減らし、本部協会報「JAICO®」との連携な
ども行ってまいりました。従来の紙面編集、印刷、郵送
費用などを鑑み、Web化によるさらなる縮減を目指して
います。

　昨今のスマートフォンの普及、YouTubeなどによる情
報発信の一般化など、情報発信のあり方が変化してい
る中で、会員の皆様への情報提供をよりタイムリーに、

より手軽にアクセスしやすくするためWeb化が必須との
考えからです。ただ紙面による安心感や保管性などの
メリットもあると考えており、今後２カ月に１回の発行を
想定されている本部協会報などとの連携も検討してま
いります。

　次年度からは、すでに東京支部などで導入されてお
ります、メールでの情報発信と支部ホームページを連動
させた方式に移行してまいります。

　より良い支部の情報共有・発信のあり方についてぜひ
ご協力いただけますようお願い申し上げます。

　４月からいよいよ、紙面配信
から、メールとホームページの
連動による情報配信サービスに
変わります。



天守閣の金鯱、瓦の緑青と桜のピンクが華やかさを演出する名古屋城の春。ソメイヨシノやシダ
レザクラなど約1,000本の桜の木が美しく咲き誇ります。愛知は「城どころ」、国宝犬山城や岡
崎城、小牧城などでも見事な桜が楽しめます。

愛知・名古屋城と桜

富山県

岐阜県

三重県石川県

静岡県

福井県

愛知県

可児市鳩吹山麓の北斜面、およそ7,000平方メートルに渡って約10万株の春の妖精、カタクリ
の花が咲きます。紫のじゅうたんが斜面一面に広がり訪れる人を魅了します｡

岐阜・カタクリの群生地

三重県菰野町にある標高1,212ｍの御在所岳は鈴鹿国定公園内に位置し、山頂にかかるロープ
ウエイからは四季折々の風景を楽しめます。春の訪れとともに、ツツジ科のシロヤシオが純白の
花を咲かせるなど、様々な花と出会うことができます。

三重・御在所岳登山道からの眺め

山々に囲まれ、美しいコバルトブルーの湖上にぽつんと浮かぶ「奥大井湖上駅」。一生に一度は
訪れたい奥大井エリアにある秘境駅です。駅の前後にかかる鉄橋は歩いて渡ることができ、大
自然を満喫することができます。

静岡・奥大井湖上駅

雪の残る美しい北アルプスの山々を背景に、舟川べりの桜並木、チューリップ、菜の花の美しい四
重奏が楽しめる、朝日町の春の風物詩です。壮大な自然と花々が織りなす絶景は息をのむ美しさ。

富山・あさひ舟川「春の四重奏」

小松市で毎年5月に行われる、菟橋（うはし）神社（お諏訪さん）と本折日吉神社（山王さん）の春季
祭礼。子供歌舞伎の舞台となる曳山はライトアップされると、その豪華な美しさが一層際立ちます。

石川・お旅祭り

県指定の名勝で、若狭湾の常神半島、神子の東西約1,000ｍ、南北約200mの区域に広がるヤ
マザクラ群です。山一面に咲く山桜と若狭湾による見事な景観を見に行きませんか。

福井・神子の山桜
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　主な目的は4つ！
　❶産業カウンセラー養成講座検討者へのPR
　❷キャリアカウンセラー養成講習検討者へのPR
　❸会員研修講座の情報発信
　❹その他　などなど
　すでに数名の方にご協力いただいていますが、まずは養成
講座検討者に向けて、本格的に動画を作成していく予定です。
そこで皆さんにお願いです！

　産業・キャリアカウンセラーとして活躍している方 へ々イン
タビューしていただける方を募集します。対談形式となりま
すので、傾聴力に自信がある方は是非ともご応募ください！
YouTuberデビュー！！ですね。
　産業カウンセラー協会中部支部肝いりプロジェクトです
ので、ご興味のある方は中部支部YouTube担当までご連
絡くださいませ。

ほのぼの中部Web化に伴い、ついに！YouTubeプロジェクトが始動します。

　日本産業カウンセラー協会中部支部では、中部経済新
聞に「産業カウンセリングの理論と私の実践」というタイト
ルで、2022年4月から半年間（26回）、毎週火曜日に中部
支部会員の皆様の書かれた記事をシリーズで掲載します。
「我こそは」という方は、
　中部支部事務局　chb-soumu@counselor.or.jp
まで、ご連絡ください。追って詳細をご連絡いたします。

※なお、過去4年間に中部経済新聞に掲載した記事内容は、中部支
部HP「会員向けサービス」内で、ご覧いただくことができます。
すでに掲載されたテーマでも構いません、執筆者それぞれの方
の個性や経験、価値観なども異なるため有意義なシリーズにな
るものと期待しております。

中部経済新聞にあなたの経験を書いてみませんか

会員の皆様この機会に是非お力をお貸しください！
　お勤めの会社、お取引先、友人、知人、その勤務先など
様々な人脈資産を皆様はお持ちだと思います。会員の皆様
の大切な人脈資産を協会の今後の発展のために是非ご紹
介いただけませんか。ご紹介内容については カウンセリン
グ 研修 等、幅広く紹介いただけますと幸いです。なおご紹
介いただけましたら紹介者にもれなく薄謝をご進呈させて
いただきます。

会員の皆様に紹介キャンペーンのお知らせです！

過去の掲載記事は
こちらからご覧になれます

　また、無事成約に至りましたら成約内容に応じまして謝礼
をさせていただきます。是非この機会に振るってご紹介いた
だけます様、心からお願い申し上げます。紹介いただけまし
たら企業担当者様との打ち合わせ等、様々な対応につきま
しては当支部にて行いますので、紹介者様のお手を煩わせ
ることはございませんのでご安心ください。なお当キャン
ペーンについての詳細は中部支部／事業推進までお気軽に
お問い合わせください。
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