
●函館・札幌で無料公開講座開催
●国家資格キャリアコンサルタント講習閉講（2017年前期）
●国家資格キャリアコンサルタント資格を保有する皆さまへ
●「働く人の電話相談室」を開設しました
●代議員任期満了に伴う、新代議員選出について
●「会員研修運営についてのアンケート」ご協力のお礼
●2017年度支部総会アンケート結果報告
●キャリアコンサルティング自主学習会の報告
●全国研究大会実行委員たよりvol.2
●会議議事録報告
◯各部からのお知らせ　◯行事等のお知らせ（会員研修）　
◯会員部ブログ・SNS『産カン北海道」OPENしました!!
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公開講座を開催します
今回、函館と札幌にて無料の公開講座を開催致します。支部会員はもちろん、賛助会員や一般企業の人事総務部
門・安全衛生部門の方・一般の方も参加できますので、皆様お誘い合わせの上ご来場くださいます様お願い致します。
函館では公開講座の後、場所を変えて「ホワイトかふぇ」を開催いたしますので、情報交換や会員同士の交流の場と

してご活用ください。

日　時：11月12日（日）１３:００～１７:００  
場　所：ホテル法華クラブ函館　函館市本町27-1
プログラム1：講演（９０分）　  
                  講　師：田中 隆志氏（日本精神科看護協会顧問）  
                  テーマ :「ストレスチェックと自殺予防」 
プログラム2：傾聴教室（１２０分） 

日　時：12月７日（木）１３:００～１７:００  
場　所：かでる２・７ １０６０会議室 札幌市中央区北2条西7丁目
　　　　　 （道民活動センタービル） 

プログラム1：講演（９０分）　  
　　　　　　講　師：石見 忠士氏（こころの耳 事務局長）
　　　　　　テーマ：「ストレスチェックはしたけれど・・・」
　　　　　　　　  ～高ストレス者へのフォローと現場視点での
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　効果的な職場環境改善活動～

プログラム2：賛助会員 情報交換会（９０分）  
※プログラムの内容が多少変わる場合もあります。ご容赦ください。

函
　
館

札
　
幌

受講無料

ホワイトかふぇ（交流会）
時間：18:00～20:00　場所：シエスタ函館 ホテル法華クラブ函館

かでる2・7

田中 隆志氏

石見 忠士氏

北海道支部にて開催された 2 回目キャリアコンサルタント養成講習が 9 月 10日㈰全 12
回の講習が修了しました。短期集中のカリキュラムは協会 57年の活動実績からのノウハウ
が凝縮されたもので、受講者にとっては厳しい体験過程だったようです。その中でも一緒に
学ぶ仲間や、自分の伸びしろの確認や、安くない受講料にも（？）動機づけられて、12 名全員
揃って修了されました。
そして殆どの受講修了者が、第 6 回試験を受験される予定と伺っております。CC 講座
部は11月23日（木祝）、12月3日（日）の両日試験対策講座を開催予定でWeb 案内の準備中です。
受験資格をお持ちの皆さまもこの機に受講の検討をお願いします。

修了式の様子

国家資格キャリアコンサルタント講習閉講（2017年前期）

資格更新のためには、5年間に厚生労働大臣の指定するキャリアコンサルタント更新講習38時間（知識講習8時間・技
能講習30時間）以上を受講・修了することが求められています。まとめて受講するよりも、毎年1コースづつ受講し理解を積
みあげるのはいかがでしょうか。北海道内で募集中の講習は以下のとおりですので以下のとおりご案内します。
◀技能講習▶事例に学ぶ女性へのキャリアコンサルティング基礎編 ＜5ポイント＞　
※募集期は9月25日までです。ご検討中の方はお急ぎください。
◀技能講習▶キャリアコンサルティング事例検討「女性」実践編 ＜5ポイント＞　
◀技能講習▶キャリアコンサルティング事例検討「職業キャリアの円熟期」 ＜5ポイント＞
なお、申込方法は会員研修に準じています。ホームページのご確認のうえお申込をお待ちしています。

国家資格キャリアコンサルタント資格を保有する皆さまへ
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 今年も世界自殺予防デー（９月１０日）に合わせて「働く人の電話相談室」が９月８日（金）
～１０日（日）までの３日間、支部相談室で実施されました。
実施前のＰＲとしては、支部ホームページ・facebookに掲載し、前日の９月７日（木）の
12：00～ 12：50に、紀伊国屋書店前にて連合の協力を得て、６名の会員の方々にご協
力をいただき、ポケットティッシュを配布して宣伝活動をしました。

３日間で延べ１８名のカウンセラーの方 に々担当をしていただき、実施しています。
残念ながら、相談件数は、３件と前年よりも大幅に減少するという結果になりました。
相談内容は、仕事の適性に関すること、人生の生き方に関すること、労働環境に関することなど

でした。
従事してくださった支部認定カウンセラーのみなさんから、地方のラジオ局などへのPR・ポケットテ

ィッシュの配布時間を通勤時間や帰宅時間に変更する、会員への協力依頼など、様 な々ご意見を
いただきました。
改めてご協力に感謝すると共に、来年度の実施に向けて広報活動の改善を考えていきたいと
思っております。以上簡単ですが、ご報告させていただきます。

相談事業部長　木村礼子

「働く人の電話相談室」を開設しました

実施報告として（平成 29年 9月 8日～10日 10：00～ 22：00）

代議員任期満了に伴う、新代議員選出について
皆様ご承知のとおり、協会運営は全国の支部から選出された代議員が総会で審議・決議していく代議員制を採用して

おります。
現代議員の任期は2017年12月31日までとなっておりますので、北海道支部でも新代議員の選出を行います。
選出にあたっては、代議員選挙規程、代議員選挙実施細則にもとづいて、9月6日の運営幹部会と運営協議員のご承
認をいただきまして、まずは選挙管理委員会を立ち上げました。
選挙管理委員に選任れた方は次の３氏です。9月7日の委員会において互選により桑原富美恵さんが委員長に就任さ

れました。（敬称略）

桑原　富美恵 、 佐久間　千雅 、 増見　典昭

また、立候補とは別の代議員推薦制度を担う支部代議員推薦委員会の設置につき、支部長の任命、運営幹部会、運
営協議員のご承認をいただき下記の６名が委員に選任されました。（敬称略）

松山　翰吉 、 大塚　功喜 、 木村　礼子 、 金　利紀 、 林　美幸 、 山村　弘美（敬称略）

北海道支部の代議員（定数1 1 名）立候補受付は、9 月15 日（金）から10 月10 日（火）の間に行われます。
受付方法などは、支部事務局までお問い合わせください。または支部ホームページにも詳細を掲載しております。

「会員研修運営についてのアンケート」ご協力のお礼
平成２９年３月に実施いたしました「会員研修運営についてのアンケート」につきましては、１０２名の会員の皆さまからご

回答をいただきました。会員の皆様におかれましては、大変お忙しい中ご回答いただき心より感謝申し上げます。
ご回答いただいたご意見・要望等につきましては、先般集約作業を終え、現在、今後の会員研修の運営のあり方や新
たな研修の企画等の検討に着手しているところでございます。
会員研修部としまして、引き続き会員の皆様のニーズに沿った自己研鑽機会の提供に取り組んで参りますので、今後と

もご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
　（会員研修部）
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北海道支部
継続企画

第５回、第６回の実施報告
　第５回から、キャリコンとしてはほとんど経験のないＫが “世話係”になりました。初心者からベテランまで
対等に参加して聞きたいことを聞き言いたいことを言う、緩い“学習会”になっております。

■５回目（８月１１日）参加者７名
　新しいメンバーが加わりました♪　各地の雇用情勢、雇用関係の支援制度の最新動向などを情報交換した後
に、参加者が作ってきた創作の「ジョブカード」と相談内容をもとに、３人のキャリコン役がリレーでロールプレ
イを行う、という新たなスタイルを試みました。

■６回目（９月１日）参加者３名
　キャリアドック制度など、ジョブカードを活用した支援を実際にどのような導入すればいいか、話し合った後
に、今回も創作した「ジョブカード」をもとに、２人のキャリコン役によるロープレを行いました。

●今後の予定
　１０月２８日（土）１８：３０から、１１月１８日（土）１０時からを予定しています。１２月は平日夜間開催に
なる見込みです。会場は、北海道支部会議室です（札幌駅から徒歩５分の札幌ホワイトビル）。

●参加へのお誘い
　当協会会員で、キャリアコンサルタント資格（他団体の講習等で取得した方も可）を
お持ちの方ならどなたでも参加できます。会費としまして、会場費を参加人数で割っ
た額を都度徴収しています。

キャリアコンサルティング自主学習会
◆キャリアコンサルティング自主学習会「ほっかいガンバ」の活動報告です！◆キャリアコンサルティング自主学習会「ほっかいガンバ」の活動報告です！

2017年度支部定時総会アンケート結果報告
総会終了後に回収したアンケートの結果をまとめましたので、ご報告いたします。　出席会員６４名 アンケート回収３９名

お住まいについて 札幌市内 29人QQ その他 10人

特別講演（鎌田隼輔先生）のご感想（一部）QQ

通常総会の内容・進行についてQQ
良い まあ良い ふつう あまり良くない 良くない 回答なし
17 9 12 0 0 1

2016年度事業の取組状況についてQQ
良い まあ良い ふつう あまり良くない 良くない 回答なし
17 9 12 0 0 1

2017年度支部方針（案）についてQQ
良い まあ良い ふつう あまり良くない 良くない 回答なし
17 9 12 0 0 1

2017年度事業計画（案）についてQQ

今後ご自身が参加したい支部活動・支部への要望など、ご自由にご記入ください。（一部）QQ

良い まあ良い ふつう あまり良くない 良くない 回答なし
17 9 12 0 0 1

・自閉症スペクトラムについて具体的でとても興味深いお話しを拝聴できました。  
・発達障がいへの支援に大変役立つと思います。・今後も機会があれば受講してみたいと思いました。
・わかりやすく事例等変えて先生のキャラクターあり聞きやすい講座でした。

・会員研修の参加をがんばります。　・今回は出席者も多く、また暖かい雰囲気が漂っていました。     
・傾聴トレーニングの機会を増やしていただきたい。　・ 会員確保に協力したい。 
・「ホワイトかふぇ」参加したくなる動機、アピールがもっとあればと思います。     



５

広報宣伝部は、毎月発行される本部会報誌JAICOへの記事投稿を
はじめ、大会HPやFacebookを利用して、会員にも会員でない方にも宣
伝する役割を担っております。そのため、全国研究大会in中部で配布す
る大会チラシの作成やHPの企画・公開をするなど、他の部に先立って、
昨年度末から本格的に活動を開始しました。今後も他部と連携し、大会
への参加意欲を促すための記事作成や、道外の参加者さまへ北海道
の魅力を発信していきます。
また、大会当日もボランティアの皆様の力を借り、撮影作業などに勤し
む予定です。
企画や調整担当の藤原、記事校正やデザイン担当の加納、記事全
般作成の小松とそれぞれのメンバーの得意分野を生かして作業してお
ります。
（次号では、交流会部の取組みを紹介する予定です。）

全国研究大会実行委員たより全国研究大会実行委員たより vol.2vol.2

連載シリーズ

大会組織図ができました。

広報宣伝部の取組み

こちらのメンバーで力を合わせ
企画運営していきます。
これから毎号のすずらんで各部の
取組みを紹介していきますので、
是非応援お願いします。なお、【】がリーダーです。

実行委員長
【松山支部長】

副実行委員長
【大塚・林】

実行支部理事
【桑原】

運営事務局長
【乙坂】

実行
委員

企画部 総務部 交流会部 分科会部 広報宣伝部 事務局

【関川】
金
今井
宗原
佐藤
西山
大平

【山村】
横山
林
木村
北畠
澁谷
富岡

【藤原】
加納
小松

【乙坂】
川南
広沢

【大塚】
乙坂
佐久間
立花

【桜井】
河村
増見

▲藤原広報宣伝部長(右)、
　加納広報宣伝部副部長（左）、
　小松部員（上部ワイプ）
※諸事情により猫画像
　を使用。

「本部と一丸となって▶
頑張ってます！！」　

～協会本部ポスターの前で　
桜井企画部長～　

JAICO10月号で
各部の意気込みを
川柳にしています。
是非ご覧ください。
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会議議事録報告
2017年度　第5回幹部会議事録2017年度　第5回幹部会議事録
【報告・協議事項】
１．支部長会議報告
・中期計画・新体制での方針について再度説明、また支部総会の総括報告がなされた。
2.事務局
・役員改選後につき、支部規程、支部予算、現状課題の再確認。幹部通信費の見直し。
・道庁自殺予防対策連絡会議への出席報告　・連絡網作成についての承認
・2018年度支部総会について2018年6月24日（日）に決定、場所はかでる2・7予定
3.全国大会運営委員会
・運営組織図をもとに説明、各運営幹部が各職務の役割を担う事を確認。部ごとのリーダーの選任を依頼した。
4.養成講座部
・通信講座の募集が始まるので幹部の皆様にも勧誘をお願いしたい。
5.広報部
・前回すずらんの全国大会に向けた広報部員募集についての結果報告。・今後の全国大会広報スケジュール報告。
6.会員部（関川）
・全国大会については、結構大きなボリュームだが、前年のデータをもとに取り組んで行きたい。
・会員部をあずかることになったが、有効な情報発信をしていきたい。

平成29年7月5日（水）18：30～20：30　出席者13名

2017年度　第6回幹部会議事録2017年度　第6回幹部会議事録
【報告・協議事項】
１．支部長
①支部長会議報告について下記の項目について説明があった。
・2017年度事業計画の実行方針について、本部業務体制および執行理事担当区分と組織機能について
・キャリアコンサルタント養成講習について（受講料割引率、年間開催回数の要望など）　他
②営業員配置について
・中期計画に基づき、外部組織等との関係強化のために活動を開始したい。
２．理事
・北海道地域両立支援推進チーム協議会出席報告
３．事業推進部
・2107年度の取り組みを説明、企業で働くカウンセラーの交流会も開催したい。
・今年度の公開講座・認定講師研修のスケジュール確認。　・支部認定講師運用規程（文書化）の提案。
４．相談事業部
・エンカウンターグループ研修（10月7～9日）の申込み3名のため中止　・CST１グループについて
・7月自殺対策事業の相談件数について　・9月働く人の電話相談（全国一斉）の相談員募集開始
５．養成講座部
・8日から通信講座の募集を開始した。・傾聴トレーニング地方開催日程については会員研修部と調整して決定。
６．ＣＣ講座部
・後期講習は9月1日から募集開始　・更新講習は9月13日から随時開催　・キャリアインターン推薦
７．会員研修部
・石崎先生の研修は11月12日にかでるで開催となった。　・ＴＶ会議システムの運営を開始したい。
８．広報部
・すずらん9月号について原稿依頼及び校正・発送スケジュールの確認をされた。
９．会員部
・会員部ＦＢ、ブログの立ち上げについて運営方法について説明があった。
１０．総務部
・事務局について勤怠・経理の二面管理をして行く。
１１．事務局
・7月30日実施、シニア講座責任者会議報告がなされ、支部でも今年度1回は実施したい。
・運営幹部・運営協議員の会議室カードキー運用についての提案。

平成29年8月9日（水）18：30～20：40　出席者13名
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行事等のお知らせ
会 員 研 修

最少催行人数を設定いたしましたので、予めご了承願います。
なお応募締切日は、催行１４日前とさせていただきます。

ご
注
意

【平成29年11月の研修】 

【平成29年12月の研修】 

5ポイント札幌市「ＣＣトレーニング」⑤
日　　時：
場　　所：
講　　師：
定　　員：
受講費用：
申込締切：

１１月４日（土）９：３０～１６：３０（６時間）
北海道支部会議室
支部ＣＣ講師
１２名（最少催行人数３名）
６，０００円
１０月２１日（土）

5ポイント　札幌市「ＣＣトレーニング」⑥
日　　時：
場　　所：
講　　師：
定　　員：
受講費用：
申込締切：

１１月５日（日）９：３０～１６：３０（６時間）
北海道支部会議室
支部ＣＣ講師
１２名　（最少催行人数３名）
受講費用 ６，０００円
申込締切 １０月２１日（土）

5ポイント　札幌市「キャリアコンサルティング
　　　　 基本のき」

日　　時：
場　　所：
講　　師：
定　　員：
受講費用：
申込締切：

１１月１２日（日）９：３０～１５：３０（５時間）
かでる２．７（５１０会議室）
石﨑一記（東京成徳大学教授）
４０名　（最少催行人数１０名）
会員５，０００円　非会員７，５００円
１０月２９日（日）

※1日コースが基本ですが、繰り返し体験することで、より
　技能向上が見込めますので、複数回参加も効果的です。
※ＣＣ資格者、資格取得希望者にはお勧めの講座です。

※1日コースが基本ですが、繰り返し体験することで、より
　技能向上が見込めますので、複数回参加も効果的です。
※ＣＣ資格者、資格取得希望者にはお勧めの講座です。

3ポイント　札幌市「上手な問題解決の仕方」
日　　時：
場　　所：
講　　師：
定　　員：
受講費用：
申込締切：

１２月１０日（日）１４：００～１７：００（３時間）
かでる２．７（１０２０会議室）
金澤潤一郎（北海道医療大学准教授）
（最少催行人数１０名）
会員３，０００円　非会員４，５００円
１１月２６日（日）

□事業推進部　□会員部　■養成講座部　□会員研修部　□CC講座部　□相談事業部　□広報部
□支部事務局　□その他

各部からのお知らせ
Each division

Information

申込み期間は8月8日～10月5日となっておりますが、定員になり次第〆切になります。
お近くに申込を迷われている方がいらっしゃいましたら、ぜひともお声かけをお願いいたします。

◆2017年度産業カウンセラー養成通信講座札幌教室募集中！
養成講座部

2016年度から本部主催の全国統一研修により、養成講座の実技指導者が育成されております。
当時、応募し支部推薦を受けられた６名の修習生が２年目の研修に入り実技指導者を目指しているところです。
この育成研修は、本部（東京近郊）での合同研修もあり、全国の仲間との出会いと学びがある一方、移動時間や金銭
的な負担が大きいことから、当支部では研修費用の一部を負担する等、これから実技指導者を目指す会員の皆さま
をサポートしています。
別紙、募集詳細をご確認いただき、関心のある方は是非この機会に内容をご確認の上、ご検討・ご応募ください。
養成講座部一同お待ちしております。

◆2018年度産業カウンセラー養成講座実技指導者修習生を募集いたします！

更

新

対

象

5ポイント　札幌市「カウンセリングの学びを
             深める」③
　　　　～心理面接法アップデート～ 

日　　時：
場　　所：
講　　師：
定　　員：
受講費用：
申込締切：

１１月２５日（土）１０：００～１７：００（６時間）
北海道支部会議室
清水信介（トポス心理療法オフィス所長）
３０名　（最少催行人数１０名）
会員６，０００円
１１月１１日（土）

更

新

対

象

更

新

対

象

3ポイント　札幌市「傾聴トレーニング」②
日　　時：
場　　所：
講　　師：
定　　員：
受講費用：
申込締切：

１２月２１日（木）１８：３０～２１：００（2.5時間）
北海道支部会議室
支部実技指導者
１８名　（最少催行人数３名）
１，８００円
１２月７日（木）

3ポイント　「傾聴トレーニング」①
日　　時：
場　　所：
講　　師：
定　　員：
受講費用：
申込締切：

１２月１３日（水）１８：３０～２１：００（2.5時間）
北海道支部会議室
支部実技指導者
１８名　（最少催行人数３名）
１，８００円
１１月２９日（水）



 

（一社）日本産業カウンセラー協会北海道支部
札幌市中央区北4条西7丁目1番地5
札幌ホワイトビル3階

振込先

電話：011-209-7000 FAX：011-209-7011

郵便振替 02700－9－1731
（一社）日本産業カウンセラー協会北海道支部

各 種 研 修 申 込 先

第79号

広報部員のつ・ぶ・や・き
札幌も周辺の山々の木々
が色づき始め、冬を前に
鮮やかな演出を見せてく
れる季節になりました。
今回のすずらんも来年の
全国大会始め、様々な部
の活動を感じられるもの
になったのではないかと思います。
各部の活動や支部情報・研修情報等も充実させていき
ますので、次号も楽しみにお待ち下さい！

編集
後記

このたび会員部では、産業カウンセラーの方・産業カウンセラーを目指す方にむけて、
さらなるスキルアップを目的とした情報発信ブログサイト【産カン北海道】をOPENしました。

発信する情報は主に次のふたつが中心になります。

研修や講座、函館・札幌・旭川・帯広での
学習会などの情報

産カン指導者や支部運営メンバー、会員の方々
の紹介や養成講座同期会などの情報

産カン北海道産カン北海道ブログ
サイト

OPEN
しました!!

モノ・コト情報 ヒト情報

『産カンのきずな』と題し、リレー形式でカンタンなプロフィー
ルや産カンを取得した理由、産カンとしてのオススメ本・映画な
どのコラムをＵＰしていきます。
カウンセリングマインドを刺激する情報が満載！！
ぜひ、ご覧ください！！

フェイスブックとツイッターも同時OPENしましたので「いいね!」やフォローをお願いします!!
そして、多くのみなさまからのコメントもお待ちしております！！

このアイコンが
目印です!!

http://sankan-hokkaido.hatenablog.com/産カン北海道
ブログURL 

産カン北海道
をフォロー

北海道支部
サイトバナー
をクリック!!

アクセス方法
1 32

産業カウンセラーの方・産業カウンセラーを目指す方、必見!!

会員作品：奥尻港

I’m Counselor.

北 海 道 会 員 部

産カン北海道

協会入会時にアドレスを登録されている方、支部にアドレスを登録されている皆様には、ブログサイトOPENのご案内メールをお送りいたしますの
でご了承ください。（今後、メールでの案内ご不用の場合はその旨をご記載の上ご返信ください。）

産業カウンセラーの方・産業カウンセラーを目指す方、必見!!
産カン北海道産カン北海道ブログサイト

I’m Counselor.

北 海 道 会 員 部

日本産業カウンセラー協会北海道支部会員部
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