
総会直前幹事会記録 

 

日時：平成 30年 6月 30日（土）12:30～13:10  会場：山梨英和大学 学生食堂 

出席：清水会長（医療）、小野事務局長、百瀬（倫理）、河西（こころ電話）、佐野（産業）、田中（広報代理） 

中嶋（福祉臨床発達代理）、設樂（研修）、遠藤・大塚（子育て）、三澤（高齢者）、比志（被害者） 

欠席：深澤（学校）         

陪席：吉川代議員          

書記：比志（被害者） 

 

Ⅰ：総会について 

  本日予定されている平成 30年度山梨県臨床心理士会総会について、運営等を確認した。 

 

Ⅱ：報告及び審議事項 

1． 被害者支援委員会（比志）より 

   ・災害時の連絡体制構築に向け、総会の場で安否確認「プレ訓練」を実施したい旨説明があった。

総会で H30年度委員会活動案が承認された後、出席者に説明し実施することとなった。 

   ・やまなし性暴力被害者サポートセンターの相談員を会員に呼びかける旨報告があった。 

募集案内文は総会資料に同封する。 

 

2． 幹事会の書記輪番表について 

     総会で役員改選と委員会組織変更が予定されているため、輪番表の改訂が必要。現時点で

は次回幹事会記録を子育て支援委員会（遠藤）が担当することを確認し、新たな輪番表につ

いては次回幹事会で検討することとした。 

 

      ＜参考までに：これまでの書記輪番表＞ 

事務局長→学校→子育て→広報→こころ電話→福祉臨床発達 

→産業→高齢者→研修→倫理→被害者支援  （医療＝会長は外しました）   

 

 3． 次回幹事会日程について 

     総会で深澤新会長を含む新役員が承認された後、あらためて幹事会日程を調整し、 

幹事にはメール稟議等で確認していく。 

 

以上 







2018年 7月幹事会記録 

 

日時：平成 30 年 7 月 26 日(木) 18:30～20:10 

場所：山梨英和大学 会議室 B 

書記：今村(事務局 広報班) 

出席幹事：深沢(会長、学校)、佐野(副会長、産業)、小野(事務局長)、設樂(副会長、研修)、小林(福

祉臨床)、比志(被害者支援)、三澤(高齢者支援)、齊藤(倫理) 

代理出席：細川(医療保健)、長田(子育て支援) 

陪席：吉川(代議員)、今村(広報) 

 

Ⅰ 郵便物回覧 

関係機関からの便りなどを閲覧した。 

 

Ⅱ 会員動向 

以下の方からの入退会希望があり、了承された。 

 入会：なし 

 退会：松浦美峰さん（学校、子育て） 

 

Ⅲ 報告および審議事項 

1. 報告事項 

（1）山梨ダルク 10 周年記念感謝フォーラムへの後援名義 

 事務局より、当会として後援する旨を 7 月 25 日に郵送にて回答したことが報告された。 

 

（2）6 月 30 日総会議事録 

 吉川代議員より、一部修正の申し出があり、その後了承された。 

 総会議事録は後にホームページの会員ページにて開示することとした。 

 

（3）会長改選に伴う外部機関へのお知らせ 

 事務局より、当会会長の改選を周知すべき機関に郵送する文面案が提示され、一部修正された

後、了承された。 

 また深沢会長より、ホームページの会長挨拶文を変更する案が出され、了承された。 

 

2. 検討議題 

（1）グレイス・ロードからの車両献金願い 

 事務局より、グレイス・ロードから車両購入に対する献金の依頼があったことが報告された。

寄付、協力金等の依頼に対して、会としてどういう基準で判断するか未確定であったため、今

回は当会としての献金は見合わせるが、グレイス・ロードが献金を募集していることは会員に

周知することとした。 

 



（2）平成 30 年精神保健福祉事業功労者に対する精神保健協会長表彰候補者の推薦について 

 事務局より、平成 30 年精神保健福祉事業功労者に対する精神保健協会長表彰候補者について、

当会からの推薦者を検討した。幹事会で数名候補者があり、勤続年数などを再度確認し、改め

て推薦の打診をする旨確認され、比志委員長ならびに事務局から推薦の諾否を確認することと

なった。 

 

（3）本会より公認心理師施行に伴う動向アンケート 

 事務局より、日本臨床心理士会からの「公認心理師法施行に伴う各都道府県臨床心理士会の現

時点での動向アンケート」について報告があり、その回答を検討した。公認心理師の職能団体

を都道府県単位に発足させる意義について確認されたものの、未だ公認心理師合格者がいない

現状での検討には限界があることから、すべての回答欄は空欄とし、自由記述欄に「公認心理

師登録後、全ての項目について検討する」とした。 

 なお、本県における今後の職能団体のあり方については幹事会で引き続き議論を重ねていくこ

ととした。 

 

Ⅳ その他 

（1）倫理委員会より 

 齊藤委員長より、業務を百瀬前委員長より引き継いだこと、11 月 12 日に全国の担当者研修が

予定されているものの参加できないため、別途、倫理研修会に参加予定であることが報告され

た。 

 

（2）研修委員会主催 勉強合宿 

 設樂委員長より、8 月 25 日～26 日に開催される勉強合宿について、より多くの参加者を募る

ため、応募締切りを 8 月 10 日に延長することが報告され、各委員会が委員に対して参加を呼び

掛けるよう依頼があった。 

 

■次回幹事会日程：平成 30年 10月 4日（木） 時間：18:30～ 書記担当：福祉臨床発達 

書記輪番 

 産業→高齢者→研修→倫理→被害者→事務局(事務局長、会計、広報内で輪番)→医療→子育て→福祉臨床

発達 

  ※ 会長(学校)は書記は行いません 

 



201８年度 学校臨床心理士委員会からのお知らせ 

 

201８年８月 15日 

 

１. 201８年度継続研修会 「スクールカウンセリング研究会」について 

今年度も継続研修会を開催する予定です。今年度は「スクールカウンセリング研究会」と名前

を改め、事例だけでなく SCの活動について気軽にお話のできる場として会を進めていく予定で

す。皆様のご参加をお待ちしております。 

つきましては、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、順番に発表をお願いする予定です。コーディネーター（石原）よりご連絡させてい

ただいた方は、ぜひご協力をお願いいたします。 

 

9／２５は、山梨県総合教育センターで進めている、いじめ対応に関する研究についてお話しい

ただく予定です。 

 

＊スクールカウンセリング研究会は、山梨英和大学 202教室、18:20～20:20 に実施します。 

＊年間 10回行われる継続研修（メンバーで行う９回の研究会と、講師の先生をお招きする１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、また発表者は 6p

が取得できる予定です。 

＊発表者には資料代として1000円が支払われます。 

＊なお、2017年度に上記の条件を満たしポイントを取得された方で、まだ研修証明書を受け取

っていない方は、スクールカウンセリング研究会にてお渡しいたします。 

＊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 

昨年度からお知らせしておりました上記リストが完成いたしました。作成にあたってご理解と

ご協力をいただきました多くの施設、皆様には、大変感謝申し上げます。ありがとうございまし

た。 

SCの皆様には、先日行われた「第 1回 SC研究協議会」にて配布させていただきましたが、

山梨県配置スクールカウンセラー、また要請訪問スクールカウンセラーの方々に広くお配りし、

活用していただきたいと思っております。リストをご希望される方は、スクールカウンセリング

研究会および「第 2回 SC研究協議会」にてお配りいたします。よろしくお願いいたします。 

 

3. 「スクールカウンセラー配置校一覧」配布について 

 今年度のスクールカウンセラーと配置校の一覧を作成いたしました。スクールカウンセリング

研究会で配布いたします。よろしくお願いいたします。 

（牛山） 

4/23 5/28 6/25 7/23 9/25 10/22 11/26 12/17 1/28 3/18 

深沢 SC 保坂 SC 石原 SC 今村 SC 佐野 T 後藤 SC 鈴木 SC 小俣 SC  拡大委員会 

mailto:学校臨床心理士委員会scyamanashi@yahoo.co.jp
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ワークショップ会場

山梨英和大学 101教室

住所：山梨県甲府市横根町888

参加申込先・期限 未定（今後の広報にてお伝え致します）

お問い合わせ先

山梨県臨床心理士会研修委員会

E-mail：
psychoyamakenshuiinkai@yahoo.co.jp

日時 2019 年 1 月 13 日（日）
10 時 30 分〜17 時 15 分

内容

【第一部】 10:30-12:00
森田美弥子先生のご講演
「心理アセスメントと治療関係
－継続面接におけるロールシャッハ法の活用」

【第二部】 13:00-17:15
事例検討会（助言者：森田美弥子先生）
事例内容「未定」

（発表者：未定）

講師紹介

名古屋大学名誉教授。国際基督教大学を卒業後、
10年以上精神科病院で臨床実践を行い、名古屋大
学学生相談室の相談員等を経て、名古屋大学で長
年に渡り臨床心理学を教授。現在、中部大学人文
学部心理学科教授。主な専門は、ロールシャッハ
法。著書多数（『実践ロールシャッハ法』、『心
理アセスメント』いづれもナカニシヤ出版）。

平成30年度山梨県臨床心理士会研修委員会主催

冬のワークショップ

森田美弥子先生



  

 

 

Active     

Book     

Dialogue 
とは？ 

 

第２回 子育て支援委員会研修会 
 

 子育て支援委員会では、11 月の公開講演会に講師として 

大河原美以先生をお招きする予定です。それに先駆けて、 

第２回目の研修会は、大河原先生の著書を題材に読書会を行います。 

当日は、Active Book Dialogue という事前準備のいらない、 

当日いらっしゃっていただければ OK！の超参加型読書会形式で行います。 

その場で読んで、その場でまとめて、みんなで味わう研修会にしたいと思います。

ご興味のある方は、是非ご参加ください。子連れ参加も歓迎です！ 

日時  ：2018/9/29(土)10 時～12 時 

場所  ：山梨学院大学サザンタワー4F 

お申込み：y.kosodate@gmail.com 9/26(水)締切 
※本は委員会が用意しますので、購入準備などの必要ありません 

会場詳細はお申込みいただいた方に追ってご連絡します 

使用予定著書『子どもの感情コントロールと心理臨床』日本評論社 

1 冊の本をその場で分担して読み、要約し、

プレゼンします。みんなで読むことで、 

わずかな時間で読み切ることができる！ 

対話をしながら進めることで、気づきが得

られる！といった楽しさがあります。 

協力：山梨学院短期大学地域連携研究センター 

mailto:y.kosodate@gmail.com


平成 30年度 
 

 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、自助のための会が、被害者支援委員会の中に立ちあがりま
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、奇数月の第一月曜日を予定しています。 

 

 

日  時： ２０１８年９月３日（月）１８：３０～２０：３０ 
場  所： 山梨県立大学飯田キャンパス C１０２教室 
内  容：  
「性被害を受けた人へのカウンセリング 

～アセスメントからトラウマ後の成長まで」 
     カウンセリングオフィス ・ハートフル 所長 
           稲永 澄子 氏  
 

☆ 守秘義務のある専門職の方も参加可能です。 

                      

第３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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