
会費納入の
お願い

2020年度分会費の納入をお願いいたします

正会員￥6,000 準会員￥4,000

下記にお振込みください

納入先 山梨県臨床心理士会事務局

ゆうちょ銀行総合口座 普通預金

記号10880 番号7321171

＊ 現金でのお受け取りはできません

＊ 振込は登録されている会員名でお願いします

山梨県臨床心理士会 事務局
psychoyamanashi@yahoo.co.jp



2020年 5月幹事会記録 

 

日時：2020年 5月 14日(木) 18:30～20:10 

場所：Web会議（zoom) 

書記：三澤(高齢者支援) 

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

遠藤（子育て支援)、比志(被害者支援)、齊藤(倫理)、小林(福祉臨床発達)、三澤(高齢者支援) 

欠席幹事：清水（医療保健) 

陪席：吉川(代議員)、細川(会計)、今村(事務局広報班)、長田（子育て支援） 

 

Ⅰ 郵便物回覧 

 次回幹事会にて確認する。 

 

Ⅱ 会員動向 

 以下の希望を確認し、承認した（敬称略）。 

 会則には「休会」の扱いがない。他の組織での「休会」扱いを参考に、「年会費の支払いは

なし」「再開時の審査がない」「HPへのアクセス以外のサービスは停止」とすることになる。 

 入会希望：古谷順子（医療・被害者）、渡部雪子（学校、子育て、研修） 

 退会希望：望月昌恵（被害者、医療、広報） 

 休会希望：内藤紗智（学校） 

 

Ⅲ 報告および審議事項 

1. 報告事項 

  特になし。 

 

2. 審議検討 

（1）2020年度山梨県臨床心理士会総会の実施、決議形式 

・緊急事態宣言は解除されたものの、英和大学を会場として利用することは困難。参集する

ことで感染拡大のリスクも上がるため、今年度は委任状に加えて書面決議を用いる。 

・具体的な書面の内容については、事務局にて作成。各委員会においても、総会の方法や書

面による議決について周知する。 

（2）2020年度総会資料 活動報告・計画 

 ・予定していた研修が中止、研修や講演会が開催未定の委員会はあるが、概ね活動計画は承

認された。 

（3）2020年度総会資料 決算・予算案 

・活動計画と併せて予算案を変更する委員会もあるが、口頭説明のもと内容は承認。活動計

画とあわせて、決算・予算案も次回幹事会までに提出すること。 



・事務局へ返金する際の振り込み手数料について、会計担当から「返金以外の対応」が提案さ

れた。しかし、これまでの処理が「通帳の数字（残金、事務局からの入金）を明確にし、会計

処理の透明性を担保する」目的であったことから、引き続き「残金を事務局に返金する」対応

とする。加えて、次年度以降は、各委員会にて振り込み手数料を予算計上する。返金以外に振

込手数料が発生する場合は、まとめて予算計上すること（研修講師への振り込み等）。 

・予算が増額している委員会もあるが、いち委員会の活動を超えている内容も多い。例えば、

「臨床心理士の地位向上」、「災害時の緊急支援や被災者支援」など。「会全体の活動」という

認識のもと、必要な活動に十分な予算が使われることを確認し、予算は概ね了承された。 

（4）役員改選 

 各委員会から、新体制の報告（敬称略）。 

役職・委員会 現任者 新任者 

会長 深沢 孝之  

副会長 佐野 孝枝  

副会長 設樂 友崇  

事務局長 小野 綾子 小野 綾子 

倫理委員会 齊藤 徳仁 齊藤 徳仁（2期目） 

研修 設樂 友崇 設樂 友崇 

産業領域 佐野 孝枝 佐野 孝枝 

被害者支援 比志 真美 比志 真美 

医療保険領域 清水 隆義  

学校臨床 深沢 孝之 深沢 孝之 

子育て支援 遠藤 清香 （新）長田 由布紀 

高齢者支援 三澤 知恵 三澤 知恵 

福祉臨床発達 小林 真理子  

 会長は、現任の深沢会長から交代の意思表示がある。後任については、副会長の設楽氏、佐

野氏が指名される。次回幹事会で改めて審議。 

（5）ホームページへの情報掲載 

・子育て支援委員会にてまとめている、「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う保護者や専門

職向けの相談窓口の情報」を、県心理士会のホームページへ掲載すること、委員会より提案さ

れ承認する。 

 

■次回幹事会日程：2020年 6月 11日（木） 時間：18:30～ zoomにて 

書記担当：研修（次々回 被害者支援） 

書記輪番： 

産業→高齢者→研修→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 
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2020年 6月 15日 

1. 2020 年度 継続研修会について 

 以前よりお知らせした内容に一部変更がございます。 
 

❖ 継続研修会は今年度も例年通り年 10 回開催予定だが、すべてをスクールカウンセ

リング研究会とする（年 1回予定していたスクールカウンセラーのための内部研修会は今年度は見

送る） 

❖ 例年月曜日 18:20～だったスクールカウンセリング研究会は、土曜日の午前中等と

する 

❖ 研修会の内容として、他団体との共催で実施する予定 
 

 継続研修会は臨床心理士資格更新に関わる教育研修機会の 2 群(種)に該当します。10回

の継続研修会のうち、7 回以上の参加者は 4 ポイントが、事例発表者／研究会ファシリテ

ーターは 6ポイントが取得できる予定です。 

 

2. 第 1 回（5 月）スクールカウンセリング研究会を開催しました 

 去る 5月 23日(土) 10時～12時、第 1回のスクールカウンセリング研究会を開催しま

した。初めてのオンライン開催でしたが、23名の方々にご参加いただきました。 

 深沢孝之委員長をファシリテーターとして『配置 SC の勤務形態等に関する報告と今後の

課題の検討』をテーマに、前半は各部門の役員より、①役員体制、②本年度の SC活用事業、

③チーフスクールカウンセラー、④継続研修会、⑤緊急支援、⑥会計年度任用職員ワーキン

ググループの説明がなされ、後半はそれらを元に活発な意見交換が行われました。SCの会

計年度任用職員化に関しては、“限られた時間の中でどの業務を勤務時間に含めて良いの

か”、“どの程度学校と協議して良いのか”などの話題が出ました。また新型コロナウイルス

に関わって、“どのように面接を設定すれば良いのか”“在宅勤務としての扱いは可能か”と

いった話題が提供されました。 

 こうした現場の声を共有できたことは大変有意義でした。混迷の今だからこそ、より深い

協議と共有が必要であることを痛感しました。そこで… 

 

3. 第 2 回（6 月）スクールカウンセリング研究会のお知らせ 

 ということで、5月に引き続きオンライン開催となる第 2回（6月）スクールカウンセリ

ング研究会では、会計年度任用職員×新型コロナウイルス禍のダブルパンチで環境が一変

した SCの現状にして協議・共有することし、5月では時間と構造上の問題で不十分であっ

た部分を掘り下げようと思います。Zoomの機能を活用し、小グループに分かれての話し合

2020年度 学校臨床心理士委員会からのお知らせ 
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いの機会も準備しております。また、5月研修会の後に「事前に資料があれば読むことがで

きた」というご要望にお応えし、今回は事前に資料を得られるようにいたします。詳細はメ

ール等でお知らせします。 

 

第 2 回スクールカウンセリング研究会 

 ・日時：令和 2年 6月 27日㈯ 10:00～12:00 

 ・会場：Zoomによるオンライン開催 

 ・詳細と申込方法：後に記載されているチラシをご覧いただき、申し込みください 

 ・ファシリテーター：今村亨 SC（学校臨床心理士委員会） 

 ・テーマ：『新型コロナ流行下における学校臨床のありかた』 

 

 また、今年度初めて SCが配置される学校に勤務される方や、初めて SCになられた方に

は特にご参加いただき、横の繋がりを持っていきたいと考えております。当日、ファシリテ

ーターが十分に配慮いたします。 

 

4. スクールカウンセリング研究会 年間予定 

 ※新型コロナウイルスの感染拡大の状況次第では変更・中止等もあり得ます。その場合は決定次第、メ

ールでお知らせいたします。 

 

 発表者／ファシリテーター 開催日(曜日) 時間 会場 

第1 回（5 月） 深沢孝之 SC 5/23(土) 10:00～12:00 オンライン 

第2 回（6 月） 今村亨 SC 6/27(土) 10:00～12:00 オンライン 

第3 回（7 月） 未定 7/18(土) 10:00～12:00  

第4 回（8 月） 未定 8/29(土) 10:00～12:00  

第5 回（9 月） 未定 9/26(土) 10:00～12:00  

第6回（10 月） 未定 10/31(土) 10:00～12:00  

第7回（11 月） 未定 11/28(土) 10:00～12:00  

第8回（12 月） 未定 12/19(土) 10:00～12:00  

第9 回（1 月） 山梨県弁護士会との共同開催 未定  未定 

第 10 回（2 月）  2/27(土) 10:00～12:00  

 

 スクールカウンセリング研究会は学校臨床の関する多様な発表内容／発表形式が可能な

研修会です。現在、事例発表者／研究会ファシリテーターを募集しています。スクールカウ

ンセリング研究会での発表を希望される方は scyamanashi@yahoo.co.jp（担当：松本）に

ご連絡ください。ご都合の良い日時もあるかと思いますので、ご相談ください。 

 

 

mailto:scyamanashi@yahoo.co.jp
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 事例発表者／研究会ファシリテーターは上述の通り、更新に必要な 6 ポイントが取得で

きる予定です。また資料代として 1,000円が支払われます。希望者がいない場合、学校臨

床心理士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。研修担当（松本）

よりご連絡させていただいた方は、ぜひご協力をよろしくお願いいたします。 

 

5． 《SC のための連携施設リスト》について 

 学校臨床心理士委員会では一昨年度 SC のための連携施設リストを作成し、配布いたし

ました。お手元にない方には、スクールカウンセラー協議会にてお渡しできる予定です。当

委員会役員にお声をかけてください。 

 

6． 役員の募集 

 学校臨床心理士委員会では、一緒に活動してくださる役員を募集しています（現・役員

構成は 5月の広報を参照のこと）。当委員会は山梨県で活躍される SCの方々がお仕事し

やすいよう活動しています。ご理解とご協力いただけると幸いです。役員募集に関するお

問い合わせは scyamanashi@yahoo.co.jpもしくは scyamanashi@gmail.comまでお願

いいたします。 

 

7． 既に当委員会に所属されている委員の皆様へ 

 学校臨床心理士委員会では、所属されている皆様に、当委員会所属に関するご意思の確認

をさせていただく予定です。7月中に、メールにて Googleフォームを送信いたします。学

校臨床心理士委員会 G-mail：scyamanashi@gmail.comよりメールが届いていなかった方

は、同アドレスまでご連絡ください。 

 

 

発表内容／発表形式の一例 

  ・事例検討 

  ・ご自身が参加した研修会の内容の発表

  ・ご自身の研究発表 

  ・学校臨床に関連する書籍の紹介や解説 

mailto:scyamanashi@yahoo.co.jp
mailto:scyamanashi@gmail.com
mailto:scyamanashi@gmail.com


参加申し込みは「scyamanashi@yahoo.co.jp」まで。
参加に必要なZoomミーティングIDとPWをお伝えします。
※締切：６月２６日（金）正午まで

第２回スクールカウンセリング研究会

２０２０年６月２７日（土）１０時～１２時
（Zoomミーティングにて）

テーマ

（ファリテーター：今村亨SC）

学校臨床心理士委員会主催

会計年度任用職員×COVID-19流行のダブルパンチで環境

が一変したSCの現状にして協議・情報共有します。Zoomの機
能を活用し、小グループに分かれての話し合いの機会も準備し
ております。

＆ 会計年度任用職員

『新型コロナ流行下における
学校臨床のありかた』

mailto:scyamanashi@yahoo.co.jp


フォーカシングとは、
自分の心とからだの声を聴く方法であり、
こころの旅の道案内（ガイド）です。
フォーカシングを道連れに、自分の真実の声に
従って、自分にやさしく、自分を頼りに
生きられる、安心できる方法であり体験です。

インターネットを利用してＷｅｂ上でご視聴いただけるセミナーです。
パート１＆パート２ （4本ずつ、計８本）の動画から構成されており、通訳付きです。
テキスト３冊 （英日対訳の資料、ビデオ１－８のワークシート、英語オリジナル原稿）
もWebサイトからダウンロードできます。
録画ですので、 ご都合のよいときに ご覧いただくことができ、 また繰り返し
学んでいただけます。

通 訳 ： 木田満里代 （キダアソシエイツ代表、 1994年以来アンのＷＳ通訳）

参加費 ： １５０００円（日本フォーカシング協会メンバー）／ １６０００円（一般）

申込み方法 ： メール にてお申込みください。
本文に、 ①お名前、 ②お名前の ローマ字表記 （Ｗｅｂ登録に使用します）、
③電話番号、 ④メールアドレス、 ⑤協会メンバー／一般 （協会メンバーでない）
をご記入の上、下記までお申込みください。
確認の上、事務局よりメールを返信させていただきます。
なお、お申込みのメール送信後、3日経過しても連絡がない場合は、再送していた
だきますようお願い申し上げます。

申込み・問合せ : E-mail ｆopro2020@yahoo.co.jp

企画・運営 ： フォーカシング・プロジェクト

フォーカシング・リソース代表

国際フォーカシング研究所コーディネーター

講師 アン・ワイザー・コーネル

停止したプロセス、トラウマの癒し、内側との関係
Stopped Process, Healing Trauma, and Inner Relationship

アン・ワイザー・コーネル のビデオセミナー



■ 停止したプロセス、 トラウマの癒し、内側との関係

人生の重要な課題の多くは、 早期のトラウマ体験に由来しますが、それは「過去」が
「現在」に、長い影を落としているからです。低い自己評価、権威的な相手との関係性、
仕事や日常生活での行き詰まりなど、その根底には幼少期のトラウマが隠れているの
かもしれません。

「内側との関係によるフォーカシング （Inner Relationship Focusing）」 では、
トラウマを「停止したプロセス（stopped process）」としてとらえます。 自己の一側面
（部分）が、トラウマの領域に取り残され、凍結しています。他の部分は、その人にとって
トラウマの痛みとの接触があまりにつらすぎることを予測して、眠気や注意散漫を送って
援護できる態勢で、凍結した部分の境界を巡回しています。

トラウマからの癒しは、援助的な内側との関係の中で可能です。フォーカサーは、
より早期の段階で行き詰った部分と 「プレゼンス状態 （Self-in-Presence）」で共に
いる能力を育みます。 そして、フォーカサーが自身の苦悩する 感情状態と安全で
共感的な内側との関係を築くことにより、愛着の欲求（ニーズ） が満たされていきます。

■ ビデオセミナーで学ぶこと

＊ フォーカシング・パートナーとして、フォーカサーが自身の感情状態によって押し流さ
れることなく、それらと関係性を築く過程を援助する言語の使い方を学びます。

＊ 仕事や家族といった感情的にストレスの多い状況の只中であっても、シンプルで
現実的な言語の使い方を学びます。

＊ たとえ疲れていたりストレスを感じていたりしても、他者との間で穏やかで確かな
プレゼンス状態を維持する方法を学びます。

＊＊ 過去のトラウマから癒えるために、なぜ具体的な記憶を回復する必要はないのか
―その代わりにすべきことは何か。

＊＊ ユージン・ジェンドリンの “ the organism can fill in what was missing
（生命体は欠けているものを満たすことができる） ” という考え方を基盤とした、
知恵と希望に満ちた、プロセス指向のトラウマヒーリング・プロセス。

講師紹介 アン・ワイザー・コーネル Ph.D. （Ann Weiser Cornell）

1972年から、フォーカシングの創始者ユージン・ジェンドリンより学ぶ。1975年シカゴ大学で
言語学の博士号取得。1980年からシカゴでジェンドリンと協働してワークショップを手掛け、
1983年に カリフォルニアに移り、 独立して活動を始める。 以来、 30年間に20か国以上で
フォーカシングを教え、 ベストセラーの「やさしいフォーカシング―自分でできる心の処方―」
「臨床現場のフォーカシング―変化の本質―」など たくさんの著書がある。
最近の活動としては、 ユージン・ジェンドリンの晩年に 電話による セミナーを企画した他、
スカイプなどで世界に向けてトレーニングやワークショップを実施している。1994年初来日
から２０１１年まで、８回来日しており、初心者にもわかりやすい教え方には定評がある。



オンライン認知療法セミナー	
2020	

主催　認知療法研究所	
共催　哲学心理研究所	

•  井上和臣	

•  内海メンタルクリニック・認知療法研究所	

•  若井貴史	
•  長岡病院心理課・哲学心理研究所・認知療法研究所	

　担当講師	

日程	
　　　2020年8月9日（日）10：00～16：30 



オンライン認知療法セミナー 2020 のご案内	
認知療法研究所では，哲学心理研究所の共催を得て，認知療法・認知行動療法
に関心をお持ちの保健・医療・福祉・教育・産業保健の専門職の方々を対象に，
下記の要領で『オンライン認知療法セミナー2020』を開催いたします。	
初めての方はもちろん，すでに認知療法・認知行動療法を実践しておられる方に
も，治療の基礎から学んでいただけるよう，プログラムを作成してあります。	
奮ってご参加くださいますようお願い申し上げます。 

参加申し込みの方法について 
参加費	
　①  当日のZoom参加    8,000円 （カメラ・マイク必須，パソコン内蔵のもので可）	
　②  後日の録画視聴  10,000円 （グループワーク等には参加できません）	
　③  ①と②両方  12,000円	
　　  ※ ①を選ばれる方は，②③用の録画に同意されたものとみなします。 
 
参加申し込み 

 ご参加を希望される方は，下記の申込サイトにアクセスいただき，　　　
 氏名・所属・職種等をご記入のうえ，「送信」ボタンを押してください。 

 

https://forms.gle/33PUHu8c9HqoYFco8 
 
お問い合わせ先 

 〒663-8247 　兵庫県西宮市津門稲荷町5-8　大丸ハイツ　 
  　　　　認知療法研究所（担当：井上和臣） 
   kazuomi0304@gmail.com	

•  10：00～12：00　認知療法・認知行動療法：基礎（井上和臣）	
•  12：00～13：00　昼休憩	
•  13：00～14：30　行動的技法：活動記録表（若井貴史）	

•  14：30～14：50　休憩	
•  14：50～16：20　認知的技法：コラム法（若井貴史）	

　8月9日　10：00～16：30	



8月 23日　　　　～ 9月 30日

2020 年

配信まで
配信

臨床心理士資格更新ポイント申請予定
WEB

Live

申込み

9 月 22 日　〆切申込期限

https://forms.gle/
FEakmEVQ12AaCHk18

午 後 の 部（13：0 0 ～16：0 0）

② 認 知 行 動 療 法 セミナ ー３

第3回のテーマは参加者の皆様からいた

だいた対応にお困りの場面について扱う

予定となっております。

午 前 の 部（10：0 0 ～12：0 0）

① 動 機 づ け 面接 の 基 礎 の 基 礎

初心者向け研修。動機づけ面接のエッセ
ンスについて解説し、継続的な練習へい
ざないます。

上 村  拓（こころとからだ クリニ ック 福 井 ） 岡 村 優 希（ 京 都 C B T セン ター所 長 ）

料 崎 智 秀 （ 京 都 C B T セ ン タ ー ）

坂 田 昌 嗣 （ 京 都 C B T セ ン タ ー ）

公 認 心 理 師 ・ 臨 床 心 理 士公 認 心 理 師 ・ 臨 床 心 理 士

公 認 心 理 師 ・ 臨 床 心 理 士

公 認 心 理 師 ・ 臨 床 心 理 士

(5 時間 ) 5,000 円 (WEB 公開 ・ 録画視聴 ・ 期間内何度も視聴可 )受講料

認知行動療法初心者 ・ 中級者、

医療、 保健、 福祉、 産業、 教育、 司法の有識専門家および大学生 ・ 院生

対　象

mail: kyotocbt01@gmail.com問合せ



京都ＣＢＴセンター主催研修会のご案内 

 

〇「ウェルビーイング療法ワークショップ」 

ウェルビーイング療法：Cl さんが日々の生活でポジティブな体験を十分に味わえるようになることを

狙いとした心理療法。その背景には、ウェルビーイングに関する心理学理論や認知行動療法の技術が活用

されている。諸外国の研究では、うつ病や不安症の回復、改善の維持に対する有効性が報告されており、

マニュアルの出版から 2 年で多言語に翻訳されるなど、世界的に期待されている。 

完全版での研修は国内初となります！この機会をお見逃しなく。 

【内容】ウェルビーイング療法の解説、ホームワークの実施方法など 

【受講料】10,000 円 

【講師】竹林由武（福島県立医科大学 助教） 

【対象】臨床心理士、公認心理師（受験予定者も含む）、臨床心理学専攻大学院生・修了生、教育・福祉・

医療機関の関係者 

【日時】オンライン視聴：8 月 8 日（土）10:00-17:00/録画視聴：8 月 10 日～9 月 7 日 

【会場】WEB 上 

【申込み】下記フォームよりお申込みください。 

 https://forms.gle/ofbVeQSnAJ42UkJF8 

【主催】京都 CBT センター 

【共催】CBT スキルアップ研究会 

【お問い合わせ先】 kyotocbt01@gmail.com 

 

〇ココロの仕事 2.0 心理職の働き方，新しいカタチ 

【内容】 オンラインカウンセリング・SNS カウンセリング・オンライン研修・VR・テレワーク・格差社

会…目まぐるしく環境が変わりゆく昨今、私たちは心理職は、どのようにクライエントや連携する

専門職・同業者と向き合い、仕事を構築してけるのでしょうか？このシンポジウムでは、各自のフ

ィールドでユニークな仕事を構築している 3 人の若手心理職が、これまでの軌跡から得られた心

理職の新しい働き方を示し、これから広がる仕事の可能性についてディスカッションします。 

【受講料】無料 

【講師】武田 正文（浄土真宗本願寺派高善寺） 

    徳田 勇人（フリーランス） 

    岡村 優希（京都 CBT センター） 

【対象】臨床心理士、公認心理師（受験予定者も含む）、臨床心理学専攻大学院生・修了生、教育・福祉・

医療機関の関係者 

【日時】オンライン視聴：7 月 5 日（日）10:00-16:00/録画視聴：8 月 9 日(日） 

【会場】WEB 上 

【申込み】下記フォームよりお申込みください。 

 https://forms.gle/PYCi5AEDQvawXeG36 

【主催】京都 CBT センター 

【お問い合わせ先】cocorowork2.0@gmail.com 



心理オフィス K オンラインセミナー 

「臨床心理士・公認心理師のための節税・年金・資産運用」 

 

■概要 

 「心理の仕事、やりがいはあるけど、お金の面がね

…」 

 そう思っている心理職の方、多いですよね。でも大

丈夫。対策はあります。 

 現代社会は、モノは飽和し、その価値が無くなりつ

つあります。これからは、物語やココロが価値を持つ

時代です。そんな新しい時代は、私たち心理職の仕

事に対する追い風となります。これからますます私た

ち心理職の仕事の意義が社会的に認められていくの

です。 

 しかし、現状では、私たち心理職は「高学歴ワーキ

ングプア」「やりがい搾取」の代名詞のような位置づけ

となってしまっています。時代を担う私たちがこのよう

な状態で、どのように力を発揮すればよいのでしょう

か？できる対策を今のうちから取っておくことが大切

です。 

 今回のセミナーでは、そんな時代を担う心理職の皆

様が勇気づけられるように、「節税」「年金」「投資」、

そして「働き方」など、お金に関する役に立つ知識を、

心理職×FP 資格ホルダーの私が、分かりやすくお

話しします。 

 

■日時 

2020年 7月19日（日）10:00～16:30（昼休み12:30

～14:00） 

 

■参加資格 

臨床心理士、公認心理師、対人援助職、大学院生な

ど。 

 

■講師 

小山拓哉 先生（ファイナンシャルプランナー2級、臨

床心理士、公認心理師、精神保健福祉士、産業カウ

ンセラー） 

 

 

■オンライン開催 

 Zoom をもちいたオンラインセミナーとなります。必

要なものはパソコンもしくはスマートフォン、タブレット

等です。スマートフォンとタブレットの場合にはあらか

じめアプリをインストールしておく必要があります。ダ

ウンロードは以下のアドレスから可能です。ちなみに、

参加者は基本的には顔や声は出ない設定にしてい

ますので、ご安心ください。 

https://zoom.us/download 

 

■参加費 

7,000円 （注）振り込み後の返金は行っていません。 

 

■定員 

10000名 

 

■臨床心理士更新ポイント 

臨床心理士の更新のためのポイントを申請する予定

です。 

 

■問い合わせ・申し込み 

心理オフィス K 受付事務 

参加希望者は以下の必要事項を書き、件名に希望

セミナー「資産運用セミナー参加希望」と明記して、

info@s-office-k.comまでメールしてください。その後、

振込先を案内します。 

・名前（ふりがな） 

・所属 

・メールアドレス 

・所持資格（臨床心理士、公認心理師、その他） 

 

■主催 

心理オフィス K（ https://s-office-k.com/ ） 

横浜精神分析研究会（ https://yokopsy.com/ ） 

 

■詳細 

https://s-office-k.com/news/archives/222 

https://zoom.us/download
https://s-office-k.com/
https://yokopsy.com/
https://s-office-k.com/news/archives/222
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