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ご挨拶                   理事長  岩田 満理子

このたび日本カウンセリング協会理

事長に就任いたしました。微力ではあ

りますが、精一杯努めさせていただく

所存でおります。よろしくお願いいた

します。

日本カウンセリング協会はこのほど

創立 50 周年を迎えました。創立以来、

当協会は人間の成長に関わる多くの活

動､地域貢献を行ってまいりましたが、

50 年を経て､社会の状況も変わってき

ました。そのため、さらに活動を充実

させることが求められています。

これからも、日本カウンセリング協

会につながる皆さまのお力を借りなが

ら､時代と人々のニーズに応えられる

ように、日本カウンセリング協会の在

り方を模索し､取り組んでいきたいと

考えています。皆さまのお力添えをお

願いいたします。

「節目の年に」

近年、ロジャーズのカウンセラーの

態度としての中核三条件「一致」「無条

件の積極的な配慮」「共感」についての

再認識の動きがあると聞きます。その

ことに関わる本も出版されています。

ロジャーズ理論への関心が高まってい

るようです。中核三条件ばかりではな

く、理論は一人天才のひらめきから生

まれたものではなく、膨大なリサーチ

から得られたひらめきであります。か

つて、私も、自身の体験や心の未整理

な課題に対して悩んでいた時に、理論

をひもといてみて「ああ、こういうこ

とだったのか」という気づきが多々あ

りました。

日本カウンセリング協会が､ロジャ

ーズの論文やロジャーズに学んで心動

かされた先達の方々によって創立され

たということを思い起こしてみると、

もう一度「理論」に、もっと目を向け

ていきたいと思うこの頃です。まず「理

論ありき」ではありませんが、体験を

理論と照らし合わせて自己吟味すると

いうことが､自己の成長に大きな力と

なり、自分の実践を深くしていくため

にも大切な作業だと思っています。
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             湯河原ワークショップ              

協会設立 50 周年特集

日本カウンセリング協会の発足当時から深く活動に関わっておられた、日本カウン

セリング協会顧問藤木偉和雄先生と神奈川カウンセリング研究会会員、現協会監事の

浜田ヨシ子氏に協会についての思い出をお話し頂きました。

「カウンセリングと私」
            

                日本カウンセリング協会顧問 藤木偉和雄

私の古い古い手帳を探して思い出を

見ると、第一回カウンセリング講習会

“昭和３６年４月２０日”今はどうな

っているかわかりませんが、“横浜市教

育研究所 大広間にて参加者６４名”

と書かれています。続いてその参加者

が宿泊研修をやろうと、今考えてみる

ととても考えられないくらいの熱気で

した。その仲間たちが色々な会場を探

して勉強会を開きました。その精神的

支えとなったのは秋田大学から横浜国

立大学へ来られた伊東 博先生です。

            日本カウンセリング協会の発足           

「横浜から全国へ発信しよう。」と神

奈川から全国へ、参加された大学の先

生は、東大の佐治守夫先生、そして明

治大学の堀 淑昭先生などの方です。

そして当時、全国カウンセリング協議

会が発足した時、神奈川カウンセリン

グ研究会は、グループのメンバーから

種々の考えが出ましたが、カウンセリ

ングの普及は「日本カウンセリング協

会」としようと話しが出て、昭和４０

年９月１６日、場所は横浜市神奈川公

会堂、役員は理事長に伊東 博氏、副

会長は山縣正明氏、幹事長藤木偉和雄

と決まりました。

当時の活動の場は神奈川県湯河原の

双見荘という温泉旅館でした。今は、

横浜では、多くのホテルがあり、利用

も便利ですが、当時はニューグランド

ホテルしかなく、利用しても値段がと

ても高くとて手がでませんでした。ま

た、多くの人に利用していただけませ

んでした。ホテルのマネージャーとい

われる方が熱海ではなく、湯河原なら

なんとか話に応じてくれるでしょうと

お話しを頂き、湯河原温泉のお偉方に

連絡をとっていただき、それならば私

共の財布でなんとかなるだろうと思い、

いろいろな方からの援助で３泊４日の

カウンセリングというのは、“指示か非指示か・・・”ということを一日中、話

し合った昔がなつかしく思い浮かびます。

             神奈川カウンセリング研究会           
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                これからも                

勉強会が出来ました。出来るだけ色々

な方々に利用していただこうという思

いから、こうするだけで精一杯でした。

開催してみると、思ったよりも多く

現在、86 才、カウンセリングと聞け

ば飛び出したい思いですが、家族に心

配はかけられません。70 才の時、人生

70才定年と考えて、種々お世話になっ

た方々におい出いただき、カウンセリ

ング定年として会を開きました。現在

勉強する仲間が集まり、懐も大変でな

く集まっていただきました。

86 才、カウンセリングと一つになって

走りましたことを胸に、カウンセリン

グに思いを抱いている方々とご縁があ

れば、カウンセリングの創造に対して、

お話し会が出来ればと念じております。

カウンセリング、いついつまでも・・・。

「日本カウンセリング協会との出会い」    
                       

神奈川カウンセリング研究会 浜田ヨシ子

学校卒業後、昭和 38年 4月 1日付け

で横浜市の職員になり、ナースとして

働いていたのですが、昭和48年 4月に、

総婦長の推薦で看護師養成に携わるよ

う辞令が出ました。東大の一室を借り

て実施された研修に参加して、正式に

教員免許を取得して看護学校の教員に

なりました。

看護学校の教員として勤務する中で、

今の自分には何か足りないと思うよう

になった時、日本カウンセリング協会

が病院などに配布していた講座のチラ

シを見て、昭和 51年頃から、学習に参

加するようになりました。

現在では看護師に30時間のカウンセ

リングの基礎学習が義務つけられてい

ますが、当時はそのような機会はなか

ったのです。

子育てと看護学校の教員の両立で大

変だったのですが、学びたいという気

持ちが強かったので、熱心に勉強会に

参加しました。子育てと仕事をしなが

らも勉強してよかったとつくづく思っ

ています。

次第に、協会の研修チラシを配るお

手伝いをするようになり、ワークショ

ップの会計も担当するようになり、協

会の運営に携わるようになりました。

黒石先生、藤木先生と活動すること

が多かったです。湯河原双見荘でワー

クショップを何十回となく開催しまし

た。全国から 100 名ぐらいの参加者が

―――カウンセリングを学ぼうとされたきっかけはどのようなことでしたか。

―――当時の湯河原ワークショップの様子をお聴かせください。
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集まり、大広間には入りきれないくら

いの人々が円陣を組んで座り、4泊5日、

3 泊 4 日のワークがスタートしました。

最初の沈黙は生みの苦しみで、独時の

雰囲気でした。世話人は、堀先生、末

永先生、藤木先生、黒石先生方でした。

駒込先生や広瀬先生をお呼びしたこと

もありました。

堀先生は、とても個性的な先生です

ので、近寄りがたいところもありまし

たが魅力のある方でした。信頼関係を

作るのに時間がかかりますが、魅力を

感じると虜になってしまいます。

黒石先生は、サニーハイツに売り物

件が出た時、伊東博先生と一緒にマン

ションを見に行かれて購入に立ち会わ

れたそうです。先生は、ミニカウンセ

リングをなさっていらっしゃいました。

私は、神奈川カウンセリング研究会で

何十年もご一緒にワークショップをや

ってきました。

末永先生は、女性的な繊細さを持っ

た方で、率先してお手本を示してくだ

さったように思っています。凄く優し

い感じがしました。

藤木先生には、先生が勤務されてい

た学校の生徒さんの面接をさせて頂き

ました。スーパーバイザーとしてその

都度ご指導下さったのでとても勉強に

なりました。綱島サニーハイツでの勉

強会では、藤木先生のグループの世話

役を長らく続け、藤木先生が理事長で

いらした時は、事務局長として毎年先

生とご一緒に総会に出席しました。

湯河原のワークショップに参加され

ていた方々は教員が多かったのですが、

時代の流れなのか、教育委員会などで

研修が行われるようになってくると、

大金を使ってワークに参加する方がめ

っきり減ってきました。

協会の運営を新しい人たちが活動し

易いようにと、協会運営から手を引き

ました。そして、モラロジーの学習に

移りました。モラロジーの最高道徳は

私が学んだロジャーズカウンセリング

の 3要素と重なると思っていますので

大変魅力を感じています。

カウンセリングとモラロジーの方々

に出会えたから今の私が在ると感じて

います。皆様には本当に感謝していま

す。

―――当時の世話人の先生方のことをお話ししてください。

―――最近はどのような勉強をされていらっしゃるのですか。

―――今日はお忙しい中でお時間を作ってくださいましてありがとうございました。これか

らも、協会の先輩としてご指導をよろしくお願いいたします。  (聞き書き：井上淑子)
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各加盟団体で長年にわたり、カウンセリングに関わっていらした方にカウンセリン

グとの出会いや現在の思いを寄稿して頂きました。

「私のカウンセリングとの出会い」

日本カウンセリング協会くまもと 福原 徳也

私が初めてカウンセリングと出会っ

たのは昭和 36年夏（当時 29歳）、西南

地区キリスト教教育同盟主催のカウン

セリング研修会であった。講師の茨城

キリスト教学園のスクールカウンセラ

ー遠藤勉先生のことばや物腰に感じる

徹底した人間尊重の精神と人間理解の

深さに圧倒された。

これが伏線となり、日本カウンセリ

ング協会主催の第2回目（昭和 40年夏）

の湯河原ワークショップに参加した。

司会者も講師もいない、その上 4 泊 5

日間のスケジュールもない、すべて参

加者の自由にまかせられる会合の中で、

とまどい、怒り、苦しみ、もだえるう

ちに、今まで抱いていたカウンセリン

グに対する概念が壊され、自由な中で

久々人間らしい気持ちがとり戻され、

何か自分から動き出したいという気持

ちが起こり、「人間性の恢復」「主体性

の恢復」とはこれなんだと体感できた。

昭和 45年、伊東博先生の後ろ盾もあ

って、「日本カウンセリング協会熊本支

部」が結成され、今日のように支部主

催のワークショップを毎年開くように

なっている。それも今年で 51回目を迎

えることが出来た。ルーツをたどれば、

メンバーのそれぞれにカウンセリング

との出会いがあって今日があるのであ

ろう。

「協会と私 ～岡山支部の草創期を中心に～」
                 

日本カウンセリング協会岡山 森口 章

記録によると、昭和 58 年 9 月 28 日

(日)に岡山市内で 9 名が集まり初会合

を開いたアリカの会(仮称)が岡山支部

の前身です。

この時から毎月末の週末(土日)に例

会を開くことになりました。私が入会

したのは翌年 4月例会からですが、5月

に熊本で開催の協会総会に岡山から 2

名が出席し入会が承認されました。協

会岡山支部の誕生です。

その後10年ほど加藤忍先生(顧問)に

導かれました。加藤先生のエンカウン

ターはテンポの速い厳しいものという

印象があります。よく言われたのが「岡

山はクライエント協会だ」とか、「金持

ちばかりだ」（ハングリー精神がない？）

などだったと思います。

正直に言うと私たちは、学びよりも

仲間に会う嬉しさや“癒し”を求めて

参加する傾向があったと思います。だ

から、休憩中や夜のセッション終了後

になると多弁で、セッションが始まる

と寡黙でした。

藤木偉和雄先生に初めて出会ったの

は、藤ケ鳴牧場(現在の岡山空港)で例

会をしていたころです。先生には個室
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を用意していたのですが、一人寝は寂

しいからと、仲間と雑魚寝されたお姿

が印象深く残っています。

カウンセリング演習後、先生が高く

聳える頂に見え、まだ山裾を登ってい

る自分のふがいなさを思い知らされた

ものです。しかし、その先生に「岡山

ではカウンセリングが分かった人がい

ないので」などと、挨拶される度に内

心では反発したものです。末永先生や

堀先生との出会いも“本物を知らない

私たち”にはそれぞれに衝撃でした。

その意味で協会は、本物を学べる岡山

での唯一の場だったと言えるでしょう。

村山正二・尚子ご夫妻のグループを

支部で何度も体験させていただいたこ

とが、私たちにとって良い導きであっ

たことも確かです。この頃から、いわ

ゆる“お地蔵さん”(毛布を被って固ま

る存在)が減り、セッションの質が変わ

りました。ご夫妻から学んだものは“自

己開示できる空気づくり”がどれほど

大切かということです。これは、加藤

先生の厳しいエンカウンターを経験し

たからこその気づきではなかったかと

思っています。

あらゆる場で孤立が問題視される時

代にあって、私たちには、カウンセリ

ングの能力と共に人間関係をコーディ

ネート(調整)する力が問われています。

その力が(私たちに)幾分なりと身に

ついているとすれば、さらにそれを伸

ばし、後輩たちに伝えていくことが、

今後の命の使い方ではないかと考えて

います。

「カウンセリングと私」
              

日本カウンセリング協会関西   城市 恵美子

高校教員を退職して三年余りになる。

現職の頃と比べて、のんびりした生活

を送っていて思うのは、相談室での緊

迫した生徒との関わりの中で、よくや

ってきたなあと改めて思われることで

ある。そして生徒がよく無事でいてく

れたなあとしみじみ思うのである。

現職時、時には生徒との関係の中で、

自分の立場、位置、自分の在り方に迷

い、今すべきことを見失いかけたり、

途方に暮れた時、私を支えてくれたの

が、カウンセリングの学習そのもので

あり、カウンセリングの学習を共にす

る仲間であったと思う。

ロジャーズの三条件を頼りに生徒に

寄り添いながらも現実の壁に突き当た

り、エネルギーが切れそうになった時、

カウンセリングを学習する同志の一言

が、クライエントの私を蘇らせてくれ

た。

退職してから、カウンセリングの学

習の目標が揺らいだ時、「カウンセリン

グは城市さんのライフワークやから」

の一言を私にプレゼントしてくれたの

も、ずっといっしょに学習してきた仲

間だった。
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「ワークショップの思い出」

島根カウンセリング研修会 岡坂 幸子

このほど､島根カウンセリング研修

会の会長、菊地節雄さんから「島根の

カウンセリング研修会のメンバーの中

で一番古いのは、岡坂さんだけど、昔

のワークショップのようすを書いても

らえんだろうか」という話がありまし

た。「私が一番古いのかー」と感慨深く､

歩んできた道を振り返ることにしまし

た。

わたしは､38年間勤務した仕事を退

職し､退職後引き受けていた2つの役職

も 3年前に終え、趣味とボランティア

活動と月 1回のカウンセリング学習会

と年1～2回のワークショップに出かけ

ています。

はじめてカウンセリングワークショ

ップに参加したのが昭和53年でしたか

ら 38年も止めることもなく、ひたすら

続けてまいりました。こう言うと「へ

ー、すごい!」と言われそうですが、会

員であるならば参加するものだと思っ

ていたような気もするのですが、当時

は自分の仕事にカウンセリングの勉強

が必要だとはりきっていました。

その頃のワークショップ は、島根県

の中央にある大田市の三瓶山の温泉地

の「志学山荘」で毎年お盆がすんだ頃 3

泊 4日でありました。参加者は 40～50

人くらいでした。「志学山荘」を全館貸

し切っての開催でした。最初の全体会

は大広間の円座で始まり、各グループ

に分かれるのに丸 1日かかりました。

この時のクライエント体験が今日まで

続けることになった理由です。

当時のワークショップの世話人に先

生方には、佐治守夫先生、都留春夫先

生、堀 淑明先生、黒石希美子先生(他

にもいらっしゃると思います)、そして、

藤木偉和雄先生、末永清明先生のお二

人には20年以上も島根に通っていただ

きました。もちろん、島根の地元にも､

素晴らしい先生方が勢揃いしておられ

ました。今思うとあの頃が島根カウン

セリング研修会の黄金時代ではと思い

ます。同じ時代を過ごせて 私は幸せ

者だと思いました。

「このカウンセリングという勉強の

中で出会えた沢山の方々の感動と感謝

の気持ちを、ぜひ、これから続けてい

く方々にも体験してもらいたい!」心の

底から思います。これからも、日本カ

ウンセリング協会の方々としっかり手

をつないで歩みたいと思っています

「私とカウンセリング」
日本カウンセリング協会三重 豊田 昌子

私は三重での藤木先生のカウンセリン

グ研修会の発足に誘われて参加し、以

来、毎月 1回カウンセリングの勉強を

続けてきました。
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日常の仕事の中でいろいろな人間関

係で悩んだり、家庭生活で家族とのか

かわりに悩むこともとても多くありま

したが、毎月のカウンセリング研修や

藤木先生のカウンセリングを受けるこ

とで､私の心の支えになり、何とか乗り

越えることができました。これも、藤

木先生や一緒にカウンセリングを学ぶ

三重の仲間がいたからだと心から感謝

しています、

そして研修会は、現在では､「三重教

室」から「三重支部」を経て、「日本カ

ウンセリング協会三重」となり、毎月

自分たちでカウンセリングの勉強会を

すすめています。日常生活では味わえ

ない､温かい心の交流を感じられる仲

間たちに出会った事が何よりうれしく、

これからもこの仲間たちとともにカウ

ンセリングを学んでいきたいと思って

います。

「まだ治そうと思っているのですか」 ～特別寄稿～

              日本カウンセリング協会顧問 城 武信

気が小さいということで悩んでいる人

が太っ腹でものに動じない人を見ると､

多くの場合、自分の劣等感を駆り立てら

れ、ますます気が小さくなってゆくでし

ょう。いろんな事に自信のなくなりつつ

あるときに､自信に満ちた人に接すると

ますます自信喪失して､自分が嫌になっ

ていく状態もおこってくるでしょう。

人間関係からくる､このような悩みは､

かならず誰にでも､大なり小なり起こり

うるものであり、それを乗り越えてゆく

ことそのものが、人間関係のなかで生き

ていることの証しの一端でもあるわけで

すが、往々にしてこのような人間関係の

中に起こる自分の心の動きを自分で何と

かしなければと思いながらも、どうにも

できないし、どうにかしようと思えば､

それが焦りになって､ますます深いくら

いところへ落ち込んでいくような状態が

起こってくることがあります。このよう

なとき､親とか教師とかその他の人で、彼

らに愛情を注いでその成長を願っている

者が、どのように援助できるのでしょう

か。このことについてひとこと私の経験

にもとづく感じを書いてみました。

ただ、このことはすでに十分に言いつ

くされていることであり、わかりきって

いるという感じをもたれることばかりだ

と思います。ただ私には、このわかりき

っていることがなに故にか覆い隠され､

彼らの成長を願う人たちの対応に逆の動

きをさせていることに、なんとなくいら

だちさえ感じているのであります。この

私のいらだたしさが、どこからきている

のかと言いますと､人間を直視すること

を覆い隠しているものの存在なのであり

ます。その覆いを取り除いて人間という

ものを直視してくださいと声を大きくし

たい気持ちなのかもしれません。こう書
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きながら私の目は､悩んでいる彼らより

も､その彼らを治そうとしている親とか

教師とか彼等に深い関係を持っている

方々の人間的成長とか人間観とかいうも

のに釘づけにされてしまうのです。治そ

うと思っている（このことが間違ってい

るのですが）その人の人間観とか人間的

成長の違いによって彼等に対する援助と

か対応とかいうものが違ってゆくことは

明白なことであり、それがとりもなおさ

ず悩んでいる彼等の成長を促進してゆけ

るかどうかの分かれ道になっていると思

われます。このキーポイントを明確にし

ないで､やたらに対応しているとますま

す彼等の心を混乱させるだけで､ますま

す彼等を反社会、非社会的道へとすべり

こませてしまうことにもなりかねないの

ではないでしょうか。そしてこのやたら

な対応もこれを愛情の故になされること

であり彼等の幸せや成長を願うが故にな

されるものであると思い込んでいるとこ

ろにもう一つの大きな危険性が存在して

おります。彼等の幸せや成長を願う心、

これは尊い親心でしょうけれど､人間の

幸福、人間の成長とは何であるかをじっ

くりとたしかめることが大切なのではな

いでしょうか。彼等の人間的成長の流れ

を矯めるような対応をしておきながら､

すなわち治そう治そうとしながら､その

成長が止まったり、思わぬ方向へ走りつ

づけていることに気がついたときに、あ

わててもとにもどそうとしても非常に困

難であり、また考えようによっては虫が

よすぎることでさえあるかもしれません。

左にゆかせることも右にゆかせることも、

他から自由にできるのであれば､人間の

取り扱いなんてこれほど易しいものはな

いでしょう。けれど、そうなっている人

はもう人間ではありません。自分で経験

し、自分で感じ、自分で学習してその人

らしく成長していくのが人間であってみ

れば､それができないように対応されて

きたことは､最大の不幸であったともい

えます。幸せを願いながら､実は正反対の

対応がなされてきた不幸はとりかえしの

つかない不幸であります。

人生は二度とないとは言い古された言葉

です。今日は二度とありません。生まれ

て百日目はその人にとってその日一日限

りです。そのかけがえのない一日一日、

一時間一時間、いや、一分一分が積み重

ねられて今のこの人がここに存在してき

ているわけです。あのときのことをどん

なに悔いても､その人の丁度そのときと

同じ状態はもう再現できないのです。二

度と同じ生を生きることはあり得ません。

何年もかかって無意味な対応をし続けて

きた結果に気づいたとき、いまさらいっ

たいなにができるでしょうか。思わず私

はタメイキをついてしまいます。人間の

神秘さ、人間の不思議にお気づきの方は

その限りない不思議さの故に、大きな溜

息をつき、そしてまた前途に灯る淡いけ

れど真に美しい光にも気がつかれること

と思います。

（日本カウンセリング協会熊本会報 103 号

より転載させていただきました）
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これからの日本カウンセリング協会に向けて～総会報告～

                         理事長 岩田満理子

平成 28年度の総会は去る 6月 4日(土)に岡山で開かれました。

この総会では、役員の交代がおこなわれました。

理事長  吉田尚友から岩田満理子へ

副理事長 井上淑子･岩田満理子 から木村恵子へ

事務局長 藤木由理(留任)

監 事  浜田ヨシ子・近藤千恵子から浜田ヨシ子・井上淑子へ

今回の総会では、27年度実施のアンケートの結果から、これからの日本カウンセリ

ング協会に向けての話し合いがおこなわれました。

28年度は次のように事業を展開することが可決されました。

① 協会内 6団体の交流を深める

② 各団体が事業･･･カウンセリングを広めていくために･･･の交流をする。

③ 各団体所属のスペシャリストから学ぶ

④ ホームページのリニューアル･活用

総会後は岡山の方々のお世話で､懇親会が開かれました。懇親会のために･･･と岡山

の会員の方々も集まってくださって､楽しい交流の場となりました。

2日目の研修会は、50周年ということもあり、ぜひ「杖塾」にうかがいたいという

会員からの希望もあり、森口代表が主宰しておられる「杖塾」での講演会となりまし

た。杖塾は、自然豊かな中の古民家で開かれており、「まさに癒しの場」という雰囲

気が漂う場所でした。講演は森口岡山代表の「杖塾の活動」に加え、岡山会員の藤井

和郎氏が「『誰もが行きたくなる学校づくり』の取り組み」と題して総社市全体で取

り組んだ教育実践をお話ししていただきました。どちらも人間尊重、人間愛の熱い思

いが感じられるお話で、感動して帰りました。

平成２８年度一般社団法人全日本カウンセリング協議会総会報告

神奈川カウンセリング研究会会長 吉田 尚友

過日５月２９日（日）に協議会事務局において今年度の総会が行われました。私は、

協議会理事として、また協会理事長として参加しました。その総会の内容を報告し、

最後に私の感想を記します。

午後２時開始、5時閉会。出席者１２名。委任状７。（現在会員は１９団体。）

審議事項

１．平成２７年度事業報告、決算報告
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ワークショップ、２級カウンセラー研修会、通信講座等の内容、参加人数、収支内

訳に関し報告あり。財務諸表に公益社団法人に向けて必要な正味財産増減計算書内訳

表が初めて加わった。

２．平成２８年度事業案、予算案

公益社団法人化を目指し、実現させる。約２６００人の２級カウンセラー資格取得

者に認定カードを発行し、その学習の手助けと活動を支える。学習会を増やして、２

級取得者のカウンセリング力の充実を図る。夏季ワークショップの日程。第２３回２

級カウンセリング研修会は１１月２６日（土）、２７日（日）。

雑誌「カウンセリング」６００部発行予定。原則として年１回、必要に応じて臨時号

を出版。

３．役員改選・・・全役員留任

４．２級カウンセラー研修会について･･･講師未定

５．２級カウンセラー認定カードについて

６月半ばに２級取得者全員にお知らせを出す。初回カード申請時１万円、更新時５

千円。有効期限は５年間。ポイント制にし、５ポイント以上ある者に５年後再発行を

行う。すでに５０名ほどの応募があるとのこと。

報告事項

１．公益社団法人申請に関する進捗状況

総会後に税理士が内閣府に申請する。

２．その他

・兵庫県カウンセリング協会が一般社団法人兵庫県カウンセリング協会に名称を変更。

・千葉県カウンセリング研究会、信州カウンセリング協会、広島カウンセリング研究

会、ソーシャルカウンセリング研究所の４団体が退会した。

感想

公益社団になるにはしっかりとした財務諸表を求められるので、協議会の信頼が増

しよいことだ。加盟団体数が減少している今、組織維持のため退会の状況について検

討することは喫緊の課題と発言したが、危機感を共有できなかったのは残念である。

カウンセラーの認定カード制については、会員のカウンセリング力向上のためよいこ

とと思う。

他団体の研修会
第 125 回 日本カウンセリング学会神奈川研修会

期日：2017 年 2 月 11 日(土)9:30～12 日(日)16:30

会場： マホロバ・マインズ三浦

  神奈川県三浦市南下浦上宮田 3231

《編集後記》今年は、協会設立 50 周年という節目の年にあたりました。加盟団体の皆様のお力

添えのお蔭で、ニューズレター12 号を発行できましたことに心より感謝いたします。今後とも

よろしくお願いいたします。     岩田・井上


