
2017 年度 学校臨床心理士委員会からのお知らせ 

 

2017 年 8月 15 日 

１. 2017 年度継続研修会（うち事例検討会）について 

 

今年度も事例発表者を募集しております。希望者がいない場合は、SC 委員会に所属さ

れている方々に、順番に事例発表をお願いしております。順次、コーディネーター（石

原）よりご連絡させていただきますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

＊事例検討会は、いずれも山梨英和大学 202 教室、18:20 から 20:20 です。 

＊年間 10 回行われる継続研修（8回の事例検討会と 2回の研修会）のうち、7回以上の

参加者は資格認定協会の研修にかかる 4p、また事例発表者は 6p が取得できる予定で

す。 

＊事例発表者には資料代として 1000 円が支払われます。 

＊お問い合わせは、学校臨床心理士委員会 scyamanashi@yahoo.co.jp（担当:石原）ま

で。 

 

2．「SC のための連携施設リスト」について 

 今年度、SC 委員会では「SC のための連携施設リスト」を改訂する予定で現在作業を

進めております。つきましては、SC との連携にご協力いただける施設・機関、開業され

ている方など、リストへの掲載希望がありましたら、学校臨床心理士委員会（石原・松

野）までご連絡ください。（scyamanashi@yahoo.co.jp）。 

 

3．地域連携子どもと親と教師のための教育相談事業 

この事業は、教員・児童生徒・保護者の相談に対してより専門的に応じるために、山梨

大学と教育センターが窓口となって専門家を各学校へ派遣するものです。派遣を依頼でき

る専門家は、医師、視能訓練士、言語聴覚士、理学療法士、福祉関係者等々多岐にわたっ

ております。ぜひ日頃の SC 活動にお役立てください。 

詳しい資料は事例検討会等で配布いたします。 

 

＊2017 年度の拡大員会は２０１８年 3 月１9 日（山梨英和大学）の予定で

す 

 

（今村） 
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平成２９年度 第２回子育て支援委員会研修会のお知らせ 

 

日 時：2017年９月 ９日（土） 

＊第一部 13:00～14:30 産前産後ケアセンター 見学 

場所：健康科学大学 産前産後ケアセンターママの里 

（ 山梨県笛吹市石和町窪中島 587-112 / TEL;055-268-3575 ） 

 

＊第二部 18:00-19:00 クリニックまつおか 見学 

場所：クリニックまつおか 

（ 山梨県甲府市川田町 933-18-1F / TEL;055-244-3054 ） 

 

★どちらか片方の参加も可能です。メールにその旨ご記入お願いいたします。 

 

内 容：子育て支援の臨床現場・リファ先の見学、連携先との顔合わせ 

みなさまのご参加をお待ちしております。 

 

※出欠の連絡は 8月 31日（木）までに、下記のアドレスへお願いいたします。 

事前に先方へ人数をお伝えしますので、お忘れのないようにお願いします。 

 

 

＊委員会へのご希望などありましたら、お書き添え下さるとありがたいです＊ 

 

 

子育て支援委員会  Mail: y.kosodate@gmail.com 

 



 この度、犯罪被害者支援（DV含む）に関わっている方々の、情報交換と技能
研修、自助のための会を、被害者支援委員会の中に立ち上げました。 

 県士会の会員で、実務に携わっておられる方、研究をしていらっしゃる方、
また、新たにその分野で活動したいという意欲をお持ちの方は是非ご参集くだ
さい。開催頻度は、年６回程度。会場は山梨県立大学飯田キャンパス C棟。 

 本年度の開催は、４／１０、６／１２、７／１０、９／１１、１１／１３、 

２０１８／３／５を予定しています。 

 

記 

日  時： ２０１７年９月１１日（月） １８：３０～２０：３０ 

場  所： 山梨県立大学飯田キャンパス C１０２教室 

話題提供： 「県内の DV被害者支援の現状～クローバーの実践から～」 

講  師： 清水 美穂 先生 （クローバー代表） 

      堀口 明枝 先生 （クローバー事務局員） 

      木村 正子 先生 （クローバー事務局員） 

 

☆ 今回は、県内のシェルターの関係者の方をお招きし、設立の経過から現在
の状況までお話しいただきます。関心のある方はどなたでもご参加ください☆ 

                     

 

第４回犯罪被害者支援部会 
開催のお知らせ  

☆ 連絡先☆  

    被害者支援委員会犯罪被害者部会 

    稲永澄子（カウンセリングオフィス・ハートフル） 

      TEL  055-228-8590 

      E-mail  kokoronosoudansitsu@ybb.ne.jp 
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山梨県臨床心理士会会則 

制  定：平成 ５年 ９月  ４日 

最近改正：平成２９年 ６月 ２５日 

第１条 名称 

この会は「山梨県臨床心理士会」と称する。 

 

第２条 目的 

この会は「臨床心理士」の資格取得者の相互の連携を密にし、「臨床心理士」としての資質と技術の

向上を計り、その技能を社会に還元し、また会員の権利を擁護し利益を向上させることを目的とする。 

 

第３条 事業 

前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。 

(１)会員相互の研鑽のための研修会や事例検討会などの開催 

(２)技能を社会に還元するため、講演会や相談事業などの開催 

(３)関係団体等との連絡、交流 

(４)会報等の発行 

(５)その他、前条の目的を達成するために必要と認める活動 

 

第４条 会員 

本会の会員は、本会の目的に賛同し、幹事会で認められた「臨床心理士」をもって構成する。 

また、この会に準会員を置くことができる。準会員規定は別に定める。 

 

第５条 入会および退会 

本会への入会、退会を希望する者は、事務局に申し出、幹事会で承認を受けなければならない。 

 

第６条 会員の資格喪失 

会員は、次の理由により、その資格を失う。 

（１）会員の自由意志による退会 

（２）２年以上の会費の未納があるとき 

（３）事務局との連絡が２年以上途絶えてしまったとき 

（４）この会の目的に著しく違反する行為を行なったとき。 

なおこの場合は総会での承認が必要となる 

 

第７条 事務局 

本会の事務局は幹事の所属する機関に置き、事務局長および事務局員を置く。事務局は本会の事業の

事務を処理する。 
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第８条 役員 

本会には次の役員を置く。 

  （１）会長    １名 

  （２）副会長  若干名 

  （３）事務局長  １名 

  （４）各委員会の長 

  （５）監事    ２名 

 

第９条 役員の選出 

役員は以下の方法により選出される。 

 （１）幹事は、各委員会の長（第１７条）、副会長および事務局長をもって充てる。 

    各委員会の委員長は、別に定める選挙規定に従って選出する。ただし、倫理委員長は幹事会

の推薦による。 

 （２）会長は、幹事の互選により指名され、総会の承認をもって任命される。 

 （３）会長は、副会長を若干名指名し、幹事会の承認をもって任命する。 

  （４）会長は、事務局長および監事を指名し、幹事会の承認をもって任命する。 

  

 

第１０条 役員の職務権限 

各役員の職務権限は次の通り。 

（１）会長はこの会を代表し、会を統括する。 

（２）副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。 

（３）幹事は、幹事会を組織し会の運営にあたる。 

（４）監事は、本会の会務および会計を監査し、総会に報告しなければならない。 

 

第１１条 役員の任期 

前条の役員の任期は２年とし、再任を妨げない。なお職場異動などで役員に欠員を生じた時は、必要

に応じて補充することが出来る。この場合、任期は前任者の残任期間とする。 

 

第１２条 顧問・名誉会員 

この会には、会の発展に資するために顧問、名誉会員を置くことが出来る。 

 

第１３条 会議の種類 

 この会の会議は、総会および幹事会とする。 

 

第１４条 会議の招集 

 総会および幹事会は会長が招集する。 
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第１５条 総会の開催および決議 

総会は会の最高決定機関で、年 1回以上開催し、会員の過半数以上(委任状を含む)をもって成立する。

総会における決議は、出席者の過半数以上の同意を必要とする。 

 

第１６条 幹事会の開催および決議 

 幹事会は必要に応じて随時開催する。 

幹事会における決議は、幹事の過半数以上の同意を必要とする。 

 

第１７条 委員会 

 この会は委員会を設置することができ、各委員会は総会で承認された事業計画に基づき運営にあたる。 

 会員は、本会の委員会に１つ以上所属しなければならない。 

 各委員会は、委員長を１名選出する。また、必要に応じ副委員長を２名までおくことができる。 

 委員長は、複数の委員会の委員長を兼任することはできない。 

新たな委員会活動の開設および委員会活動の解散を行う場合は、総会の承認を得るものとする。 

 

第１８条 事務局所在地 

 本会の事務局所在地は現在は次の通り。 

 平成１９年６月～現在 〒４００－８５５５ 山梨県甲府市横根町８８８ 山梨英和大学内 

 

第１９条 会則改正 

 本会の会則改正は、総会において行う。 

 

第２０条 会計年度 

会計年度は、毎年４月１日より翌年３月３１日までの間とし、年度途中の入会者はその年度の会費を

完納し、退会者は未納会費を完納しなければならない。 

 

第２１条 年度会費 

年度会費は６，０００円とする。 

 

（附則） 

平成 ６年４月２３日 一部改正    平成２９年６月２５日 一部改正 

平成 ７年５月２３日 一部改正 

平成 ８年５月１１日 一部改正 

平成 ９年４月２６日 一部改正 

平成１５年５月３１日 一部改正 

平成１７年５月２１日 一部改正 

平成２４年４月１４日 一部改正 

  平成２４年６月３０日 一部改正 

  平成２５年６月 ８日 一部改正 

  平成２６年６月 ７日 一部改正 
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細 則 

制 定 ： 平成９年４月２６日 

最近改正：平成２６年６月７日 

名誉会員について 

１．名誉会員の会費は無料とする。 

 

準会員について 

１．準会員は、心理臨床業務に従事し、本会の目的に賛同し、会員の推薦を受け、幹事会で認められた

者とする。 

２．準会員は、年度会費を 4,000円とする。 

３．準会員は、本会が主催する諸事業および活動に参加することができ、また、本会からの情報を受け

ることができる。 

４．準会員は、総会において発言権を有するが決議権はない。 

 

 

 

委員長選出に関する選挙規定 

制 定 :平成２４年４月１４日 

 

１．本会において設置した各委員会は委員長を 1名選出する。 

２．各委員会の委員長は、各委員会に所属する委員の互選により指名され、総会の承認をもって任命さ

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

甲府共立病院 中嶋 はるか 

 

甲府共立病院で臨床心理士をしている中嶋と申します。資格を取得して今年で４年目にな

りますが、昨年までは医療ソーシャルワーカーとして働いていたため、臨床心理士として本

格的にスタートしてまだ数ヶ月です。 

「臨床心理士とはどういう仕事なのか」ということに、今あらためて私自身が向き合って

いるように思います。 

ソーシャルワーカーの仕事も、当然ながら、患者さんの苦しみや困難に耳を傾け、寄り添

い、現在抱えている問題にともに向きあう作業が必要になるわけですが、患者さんの心理的

な課題よりも、生活上の課題（たとえばお金がない、家がない、介護が必要になった、など）

の解決が優先となる場合が多いと感じます。患者さんからも、院内職員からもソーシャルワー

カーは「何とかしてくれる人」という認識と期待が少なからずあるので、ソーシャルワーカー

自身も「この人の問題を何とか解決しなければ」とその期待を背負って仕事をしています。 

たとえば、一銭のお金も持たず、保険証も持たずに緊急入院となったホームレスの患者さ

んがいれば、まず治療にともなって発生する多額の医療費をどうするか、そして退院後再び

路上に返すわけにはいかないので生活場所をどうするか、などの検討が必要になってきます。

そこで、国民健康保険証を作りなおしたり、生活保護を申請したり、様々な社会保障制度の

活用を視野に入れながら問題解決をはかっていきます。この場合は、お金の心配がなくなり、

退院後の衣食住が確保できれば、とりあえず生活上の基盤は整ったことになり、喫緊の問題

は解決されたことになります。 

このように、当座の問題が目に見えやすく、「解決」の形が比較的はっきりしている、とい

えるのではないかと思います。患者さんが自分のこれからの人生をどう生きていくのか、は

むしろここから始まるのではないかと思いますが、次々に舞い込む新規の依頼に追われ、あ

わただしい医療の現場では短期間で患者さんの抱える問題に対して答えを出していくことが

求められる場面も多く、これまでは、ここを自分のなかでの支援の到達点と決めてしまって

いたように思います。 

今、臨床心理士として働き始めて、「解決する」「答えを出す」ということの難しさを感じ

ています。患者さん個々のこころの問題には、何か決まった解決の形があるわけでもなく、

客観的な指標があるわけでもありません。そもそも答えを出していくのは、臨床心理士の仕

事ではなく、患者さん本人の仕事である、という当たり前のことをようやく私自身が臨床を

通して実感できるようになったのかもしれない、と今更ながら感じています。 
振り返ってみると、ソーシャルワーカーとして働いていた時には、毎日のように様々な療

養上、生活上の相談があり、枠作りも難しく、来た球をとにかく打ち返すことに必死になっ
ており、患者さん主体の「答え」ではなく、私自身を含めた医療者側主体の「答え」を出す

ことが自分の仕事の中心になってしまっていたのかもしれません。 

 

 

 

 

 

 

裏面に続く 



臨床心理士としてのスタートを切ることができ、自身の未熟さを感じる毎日です。もっと

たくさん本を読み、研修や勉強会にも参加し研鑽を積まねばと思いながらも、家に帰ればつ

いつい怠けてしまい、手をつけていない本が机の上に積まれている状態が慢性化していま

す。あれもこれも、と欲張り焦るほど、自分のできていないところばかりに目が向いてしま

い、ますますやる気をなくしてしまい逆効果、ということもしばしばあります。そんな時に

は、余計なことはあれこれ考えず、まず行動してみようと考えるようにしています。やらな

ければいけないことに取り組めた時には、当然のことながら達成感がありますし、「やらね

ば」という気持ちから始めたことでも、やってみると案外面白く、あらたな興味がわいてき

て、思いがけず仕事がはかどったりすることもあります。 

そんな毎日を送りながら、「こころの鉱脈」という言葉を思い出します。これは、私が 10

数年前、高校生の時に国語の教科書で読んだ文章のタイトルなのですが、その文章が不思議

とずっと心に残り、何かにつけて思い出していたものでした。 

 “人間の心のエネルギーは多くの「鉱脈」のなかに埋もれていて、新しい鉱脈を掘り当て

ると、これまでとは異なるエネルギーが供給されてくるようである。このような新しい鉱脈

を掘り当てることなく、「手持ち」のエネルギーにだけ頼ろうとするときは、確かにそれを

何かに使用すると、そのぶんだけどこかで節約しなければならない、というかんじになるよ

うである。” 

 また、エネルギーの節約ばかり考えて新たな鉱脈を掘り出さないことは宝の持ち腐れに

なってしまうし、掘り当てられなかったエネルギーが底の方で動くので、なんとなくイライ

ラしたり時に爆発現象を起こしたりする、と続きます。 

その後、何年も経ってから、河合隼雄先生の「こころの処方箋」の中に、その文章を見つ

けた時には、自分の職業選択と高校生だった自分が感じたものとが、重なったように感じて

うれしく思ったことを覚えています。 

 

 心理士としての力量や、自身の人間性の未熟さを痛感する毎日で、自信喪失することも少

なくありません。県内で、同じ心理士の皆様と交流ができ、専門性を高めていける場がある

ことを本当に心強く感じます。これからも心理士会の皆様との交流を通して自身の「こころ

の新鉱脈」を探しつつ、励んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 



                      

業務発 第０９９号 

平成 29年 7月 31日 

 

関係 各位 

全国犯罪被害者支援フォーラム 2017 主催者代表 

公益社団法人全国被害者支援ネットワーク 

                       理事長    平 井  紀 夫 
                      （公印省略） 

 

全国犯罪被害者支援フォーラム 2017の開催について（ご案内） 

 

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

また、日頃から当法人の活動にご理解とご支援を賜っておりますことに、厚くお礼を申し上げます。 

さて、本年度の「全国犯罪被害者支援フォーラム」について、下記のとおり開催することとしましたので、ご案内申し

上げます。 

本年度の犯罪被害者支援フォーラムは、「性犯罪被害者支援の充実をめざして」をテーマに、第１部では被害者支援

活動に功労があった方々等の表彰式を行った後、犯罪被害者である早川恵子さんに「性犯罪被害に遭うということ『～

被害者の私が自分らしく生きる選択～』」の講演をいただき、第２部では、パネルディスカッション「性犯罪被害者支援の

現状と今後の展望」を企画いたしております。 

つきましては、ご多忙のこととは存じますが、ぜひご参加くださいますよう、お願い申し上げます。 

 

記 

 

１． 全国犯罪被害者支援フォーラム 2017 

目  的 ： 犯罪被害者等の置かれている現状と支援の必要性について、支援関係者を対象とする研修及び

国民一般を対象とする広報啓発 

日  時 ： 平成 29年 10月 6日（金） １３：００－１７：１０ （受付開始： １２：００） 

会  場 ： イイノホール （東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 4F～6F） 

参加費 ： 無料 

その他 ： プログラムや会場位置の詳細については別添資料をご覧下さい。 

報道等がはいります。 

定員（５００名）に達し次第、締め切らせていただきます。 

1７時３０分より意見交換会を開催いたします。（参加費 5,500 円） 

  

２． 参加申し込みについて 

    申込方法 ： 別紙参加申込書に必要事項を記入の上、FAXまたは e-mailで株式会社マルトまでお申込み下

さい。（添付の参加申込書以外ではお受けできませんので、必ず添付の参加申込書フォーマッ

トにてご記入下さい。） 

            （ＦＡＸ： 03-5776-0379）  

               （e-mail：info-shiennet@maluto.biz ） 



申込受領後、｢参加証｣をおおよそ 1～2週間後までに FAXまたは e-mailで返信いたします。 

｢参加証｣は当日必ずご持参ください。（参加申込書に受領印等を記入した用紙を FAX 等にて

返信したものが「参加証」となります）申込みが確認できない場合、ご入場をご遠慮いただく場

合がございますので、予めご了承ください。 

なお、意見交換会をお申込みの方には、参加証とは別に｢受付完了のお知らせ｣にて振込先口

座、振込期限等をご案内いたします。 

振込手数料につきましては、お申込者ご自身でご負担願います。 

           

申込締切 ： ９月８日（金） 必着 

 

３． お問合せについて 

   ■内容についてのお問合せ 

→ 全国被害者支援ネットワーク事務局 

TEL ０３－３８１１－８３１５ FAX ０３－３８１１－８３１７ 

〒１１３－００３３ 東京都文京区本郷２－１４－１０ 

東京外国語大学本郷サテライト６F 

担当：秋葉・鶴見     e-mail nnvs@nnvs.org 

 

   ■お申込状況のご確認 

→ 株式会社マルト 東京オフィス 

全国犯罪被害者支援運営担当：村中・由淵 

（警察庁委託により諸業務を担当します）   

電話 03-5776-0376 ＦＡＸ 03-5776-0379 

e-mail info-shiennet@maluto.biz 

〒105-0012 東京都港区芝大門 2-11-5美和ビル 2階 

※電話、メール、FAX 以外の対応はできかねる場合がございます。あらかじめご了承ください。  

 

                                                 

以 上 

 



全国犯罪被害者支援フォーラム 

参加申込書兼参加証 

送信先ＦＡＸ: 03-5776-0379 ／ 締切り：9月8日（金） 
送信先 e-mail：info-shiennet@maluto.biz（担当：マルト村中・由淵） 

 
■ 本用紙はお１人様 1枚でご利用ください。複数の方でお申込みの場合は、本用紙をコピーしてお使

いください。 
■ Ｅメールの場合でも、本用紙以外ではお受けできませんので、必要事項を記入の上、スキャンデー

タ等を添付してお申し込みください。 
■ 記入事項に不備がある場合は、受付できないことがございます。 
■ ※印の項目は記入必須項目です。但し、Fax をお持ちで無い場合は fax 番号の記入不要です。 
 

フリガナ
※ 

氏 名※ 

 

  

性 別※ 

 

男 ／ 女 
 

FAX番号※ 

 

   ―    ― 

 

Ｅメールアドレス※ 

（携帯アドレス以外） 

 

電話番号※ ―    ― 携帯電話番号 ―    ― 

所属/勤務先 
 

 
役職/職業  

住 所※ 

（〒   －    ） 

 

 
 

参 加 内 容 

 

10月 6日（金） 

フォーラム 意見交換会 

参加希望を 

○か×にて 

ご記入ください 

  

参加費 無料 5,500円 

お申込み後について 

■お申込み登録後、後日（1～2 週間程度）FAX または E メールにて受付完了をお知らせします。意見
交換会をお申込みの方には、受付完了とあわせて振込先をお知らせします。 

■ 定員 500名に達し次第、締め切らせていただきます。予めご了承下さい。 
 

事務局記入欄 
受付が完了しました。 

当日は本用紙をご持参

ください。 

受付番号 受領印 

 

 



 

 

全国犯罪被害者支援フォーラム２０１７プログラム 

「性犯罪被害者支援の充実をめざして」 

 

日 時： 平成２９年１０月６日（金） １３：００～１７：１０ 

会 場：  イイノホール（東京都千代田区内幸町２－１－１ 飯野ビルディング 4階～6階） 

主 催： 公益社団法人全国被害者支援ネットワーク 

日本被害者学会 公益財団法人犯罪被害救援基金 警察庁 

後  援：  総務省 法務省 厚生労働省 国土交通省 内閣府男女共同参画局 公益財団法人日本財団 

日本弁護士連合会 一般財団法人ひまわり基金 公益財団法人日工組社会安全研究財団 

日本司法支援センター（法テラス） 一般社団法人日本臨床心理士会 （以上予定） 

参加費： 無料 

申 込： 要事前申込み・定員 500 名に達し次第、締め切らせていただきます。 

受付開始： １２：００ 

総合司会：ひょうご被害者支援センター 遠藤えりな 西田まゆみ 
 

第１部：（13:00-14:50） 

 

 

13:00-13:50 

開会挨拶 全国被害者支援ネットワーク理事長 平井  紀夫 

来賓挨拶 
国家公安委員会委員長 

日本弁護士連合会副会長 

松本 純 

澤野 正明 

 犯罪被害者支援功労者・功労団体・功労職員表彰 感謝状贈呈 

13:50-14:50 
被害者の声 

「性犯罪被害に遭うということ『～被害者の私が自分らしく生きる選択～』」 

講演： 被害者 早川 恵子 

14:50-15:10 休 憩 

 
第２部：（15:10-17:10） 

 

15:10-17:00 

パネルディスカッション 

「性犯罪被害者支援の現状と今後の展望」 

 

コ－ディネータ－： 被害者支援都民センター監事、弁護士 

くまもと被害者支援センター、NNVS 認定コーディネーター 

熊谷 明彦 

髙橋 久代 

パネリスト： ぎふ犯罪被害者支援センター、NNVS 認定コーディネーター 

まつしま病院助産師、性暴力被害者支援看護職 

千葉県警察本部警務部警務課犯罪被害者支援室 上席相談専門員 

 

林  貴子 

幸﨑 若菜 

吉田 幸代 

17:00-17:10 閉会挨拶 犯罪被害救援基金専務理事 黒澤 正和 

 

意見交換会 

17:30-19:30 
法曹会館 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関 1-1-1 
会費５，５００円 

 
 

別紙資料 1 



 
 
 

全国犯罪被害者支援フォーラム 2017 会場案内 

イイノホール 所在地： 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 4F～6F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意見交換会 会場 法曹会館 

所在地：東京都千代田区霞が関 1-1-1 

■交通のご案内  

・ JR山手線「有楽町」駅 徒歩 10分  

・東京メトロ 丸の内線／日比谷線「霞ヶ関」駅 A1出口徒歩 5分  

・東京メトロ千代田線／都営三田線「日比谷」駅 A10出口徒歩 5分  

・東京メトロ有楽町線「桜田門」駅 5番出口徒歩 1分  ※駐車場はございません 

別紙資料 2 

■交通のご案内  

・東京メトロ 日比谷線・千代田線 「霞ケ関」駅 C4出口直結 

・東京メトロ 丸ノ内線 「霞ケ関」駅 B2出口 徒歩 5分 

・東京メトロ 銀座線 「虎ノ門」駅 9番出口 徒歩 3分 

・東京メトロ 有楽町線 「桜田門」駅 5番出口 徒歩 10分 

・JR山手線・京浜東北線・東海道線・横須賀線、都営地下鉄浅草線、 

ゆりかもめ 「新橋」駅 徒歩 10分 

・都営地下鉄 三田線 「内幸町」駅 A7出口徒歩 3分 



山梨県臨床心理士会 御中 

認定 NPO 法人エンパワメントかながわ 事務局 

 

日頃より大変お世話になっております。 

当団体では、デート DV についての予防教育、電話相談事業などを実施しておりますが、こ

のたび、専門職の方を対象に「デート DV 相談対応専門研修」を始めることになりました。

本研修は、「デート DV 対応スキルを学ぶ基礎研修」（１日研修）を修了いただいたのち、ご

受講いただくことができ、本研修を修了されると来年開設する研究コースを経て、デート

DV 専門相談員（仮）として認定することを予定しています。 

ぜひ貴会会員の皆さまにお知らせいただきたくお願い申し上げます。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＜デート DV 相談対応専門研修＞ 

日々出会う事案の中に、「デート DV」が見え隠れすることはありませんか？デート DV に

特化した対応方法を専門職の方を対象に、少人数で徹底的に演習・討論しながら学んでいく

講座です。※デート DV 対応スキルを学ぶ基礎研修を修了された方が対象です。 

 

10 月 8 日（日）・9 日（祝） 午前・午後 横浜 

1 月 20 日（土）・27 日（土） 午前・午後 横浜または東京 

※10 月と 1 月は同じ内容です。 

参加費：1 コマ（半日）1 万円 全プログラム（4 コマ）4 万円 

定員：15 名 

詳しくは、http://npo-ek.org/programs/4808/ 

 

＜デート DV 対応スキルを学ぶ基礎研修＞ 

1 日（6 時間）の研修です。いずれか一日をお選びください。 

 

8 月 18 日（金）横浜 

9 月 16 日（土）東京 

12 月 23 日（土）横浜または東京 

 

参加費：5 千円 

詳しくは、http://npo-ek.org/etc/3875/ 

 

認定 NPO 法人エンパワメントかながわ 

TEL045－323-1818 FAX045-323-1819 

http://npo-ek.org/programs/4808/
http://npo-ek.org/etc/3875/
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