男女共同参画社会をめざして

＜令和２年度＞

私の⾔葉で私の⼈⽣を描こう
カウンセリングで大事な、人の話をしっかり聴く
力を身につけながら、自分の人生を自分の力で
組み立てていく道筋を考えあい学びあいたいと思
い、今年度 10 回の講座を用意しました。様々な
立場の方から話題を提供していただき、参加者
みんなで話しあい考えあって理解を深めたいと思
います。明日の自分が今より少しでも輝くことが
できるように。
日

程

内

会 場

年会費

6/１３（土）

すこやかな幼児の心を育む関わり

３

7/1１（土）

若者の生きづらさ

４

8/２９（土）

聴く力 ： 男性の心と女性の心

５

9/１９（土）

事例相談

６

10/1７（土）

発達障害の理解と対応

７

11/７（土）

特別講演 「地域の中の多様性を考える
～ＬＧＢＴ・引きこもりの視点」

８

12/12（土）

10

2021 年

1/16（土）
2/20（土）

年会費 6,000 円
（継続会員 5,000 円）

容

２

９

土曜日 13:30～16:30

１回ごとの参加も可能（１回 1,000 円）
※学生は半額

5/2３（土）

２０２０ 年

（ 31 集 会 室 ）
室）

日 時

総会 ・ 講演会
「私の言葉で私の人生を描こう」

１

アイセル２１

講

師

城内カウンセリング研究会代表

蔭山 昌弘
元こども園園長

鳥羽美紀子・蔭山昌弘
スクールカウンセラー

富永惠子・蔭山昌弘
蔭山 昌弘
医学博士・臨床心理士

松下恵美子
特別支援教育士

荒木美保子・蔭山昌弘
スクールカウンセラー

茂泉知代
スクールカウンセラー

睡眠の心理学

望月由美子・蔭山昌弘

心身の健康を育む親子の関わり

川野辺令惠・蔭山昌弘

話し合いと交流 （みんなで語ろう）

お問い合わせ

城内カウンセリング研究会
☎ 090‐8333‐8754 （9 時～21 時 深澤方）
主催 ： 城内カウンセリング研究会
後援 ： 静 岡 市 後 援 事 業

医師

蔭山 昌弘

団 体 の 沿 革
設立年度
平成 ８年
沿

９月

革

城内カウンセリング研究会発足

（敬称略・例会講師は主に蔭山昌弘）

平成７年度

６月 講演会「心の扉を開いて」（蔭山昌弘）
９月～ 「カウンセラー養成講座」開催（１０回）
平成８年度 ９月 城内カウンセリング研究会発足
10 月～ カウンセリング理論と実習（６回）
平成９年度 ４月 静岡市福祉センター社会福祉団体認定
４月～ カウンセリング学習会（１３回）・事例研究会（５回）
平成 10 年度 ５月～ カウンセリング学習会（１０回）
４月～ 事例研究会（１１回）・カウンセリング入門講座（９回）
７月 相談窓口開設
平成 11 年度 ４月～カウンセリング講座「精神分析における夢と象徴」（９回）
４月～ 精神分析入門講座（１１回）・事例研究会（７回）
平成 12 年度 ６月～ 「不登校の理解と自立支援」講座（８回）
日本財団助成事業
主な講師 富田富士也・信田さよ子・高橋良臣 等
４月～ 事例研究会（１２回）・不登校親の会（７回）
平成 13 年度 ５月～ 「子育て支援セミナー 子供の心を開く子育て」（９回）
11 月～ メンタルフレンド養成講座（４回）日本財団助成事業
４月～ 事例研究会（12 回）・不登校親の会（12 回）
平成 14 年度 ５月～ 「家族について考えるー 家族療法」（９回）
４月～ 事例研究会（12 回）・不登校親の会（12 回）
４月～ メンタルフレンド派遣事業実施
平成 15 年度４月 映画「ＨＯＭＥ」上演と講演 小林博和・貴弘兄弟
５月～ 「私のことは私が決める 第２弾」（９回）
講師 松本和子・野本律子・若尾典子 等
４月～ 事例研究会（12 回）・不登校親の会（12 回）
６月～ メンタルフレンド養成講座（５回）
平成 16 年度 ４月 公開講座 講師 信田さよ子
５月～ 「自分を生きる － 精神分析の理論と実際」（９回）
４月～ 親の会（10 回）・メンタルフレンド養成講座（５回）
平成 17 年３月映画「あしがらさん」上映とトーク 飯田基晴・北村年子

平成 17 年度４月～「カウンセリング失敗例を通して人生を考える１」（８回）
９・10 月 講演会 高橋良臣・松本和子
親の会（12 回）
平成 18 年度５月～「カウンセリング失敗例を通して人生を考える２」（７回）
５・７月 講演会 佐々木光郎・高橋良臣 親の会（９回）
平成 19 年度 ５月～ 「夢分析を通して人生を考える」（７回）
５・６月 講演会 佐々木光郎・金香百合 親の会（８回）
平成 20 年度 ５月～ 「子どもの発達と皆でかかわる子育て」（９回）
11 月 講演会（共催） 宮本延春
親の会（11 回）
平成 21 年度 ５月～ 「人とつながる勇気をもとう」（９回） 親の会（12 回）
平成 22 年度 ５月～ 「自分の生き方を見つめてみよう」（９回）
４月～ 親の会（10 回）
平成 23 年度 ５月～「私を変える小さな気づき」（９回） 親の会（10 回）
平成 24 年度 ５月～「自分が好き・他人が好きー私の生き方を考える」
（９回）
４月～ 親の会（10 回）
平成 25 年度 ５月～「自分が好き・他人が好きー自己肯定感を高める」
（９回）
４月～ 親の会（10 回）
平成 26 年度 ５月～「自分を知る・家族とつながる ～自己肯定感を高
める」（９回）
４月～ 親の会（11 回）
平成 27 年度 ５月～「関わりの中で生きていく力～自己肯定感を高める」
（９回）
４月～親の会(11 回)
平成 28 年度 ５月～「関わりの中で生きていく力 2016 年～自己肯定感
を高める」（９回）
４月～親の会（10 回）
平成 29 年度 ５月～「生きづらさをきり拓く小さな気づき」（９回）
４月～ 親の会（11 回）
平成 30 年度 ５月～「男女共同参画社会をめざして
生きづらさをきり拓くカウンセリングマインド」（10 回）
10 月 特別講演 講師 夏苅郁子
親の会（12 回）
令和元年度 ５月～「男女共同参画社会をめざして
人の心を結ぶ聴く力」（10 回） 親の会（１２回）
１２月 特別講演 講師 上藤美紀代

松下恵美子

医学博士・臨床心理士

鳥羽美紀子

元こども園園長

富永 惠子

スクールカウンセラー・臨床心理士

城内カウンセリング研究会代表。

望月由美子

スクールカウンセラー・看護師

静岡雙葉高校講師。

荒木美保子

特別支援教育士

『お母さんのための子どもの心をひらく子育て』（黎明書房）

川野辺令惠

医師

『現場教師のための学校カウンセリング入門』（黎明書房）

茂泉 知代

講 師 紹 介
蔭 山

昌 弘

≪ 著 書 ≫

『思春期トンネル』（静岡新聞社）『四十九日』（幻冬舎文庫）
『夢分析が開く心の声』他

■□その他の活動■□

親 の 会

毎月 第１土曜日 13:30～16:30
静岡市中央福祉センターにて

子どものことなどで、悩みを抱えていらっしゃる方が集まり、
共に語り合う会です。共感できる人がいることで気持ちが楽になり、
どうすればよいかが見えてきます。
親子での参加も大歓迎です。

連絡先：054-246-6744（荒木）

発達障害児応援団ＮＰＯばく相談担当
教育委員会スクールカウンセラー

