ＮＰＯ法人 メンタルサポートアカデミー ®

メンタルサポート通信

第 27 回
2012 年 8 月

ミック研究所の「マネジメント通信」との合併号で発行しています。心問題とマネジメントは切り離せなく
なってきていますので、職場開発・人材育成の参考にして頂けたら幸いです。

ＮＰＯ活動のご紹介 ( 心問題のサポート )
平成 24年はじまって第 2 四半期、埼玉本部と東京支部でそれぞれカウンセラー養成講座
が進んでいます。埼玉は女性中心、東京支部は男性中心と参加者の違いはありますが
それぞれ活発に講座が進んでいます。
10 回のシリーズで行われていますが 1 回だけ、ちょっとのぞきにとどのような動機でも
構いませんのでご参加ください。講座は常にオープンに行われています。
現在、以下のような活動が展開されています。
・埼玉本部における第 10 期カウンセラー養成講座
・東京支部における第 1 期カウンセラー養成講座
・鴻巣吹上地区におけるカウンセリング勉強会支援
・本部中心に個別カウンセリング及び無料メール相談
・講演会、セミナー活動
・企業、自治体等における講演、セミナー活動支援等

会員に係らずご利用ください。

講演会のお知らせ
（福島復興応援の講演会）
平成 24 年 9 月 9 日（日） 10:00-11:30
場所：鴻巣市クレアこうのす

３階会議室

テーマ：「怒りの断舎離」 〜怒りのコントロール〜
講師：NPO 認定講師、認定カウンセラー

好田八千代

先生

費用：ワンコイン（５００円）
▼第 10 期生舟越さんがホームページ作成しました！！
認定カウンセラー交流のＨＰ http://www.mamejima.info/cocoro/
※これまでの講座参加者も含めて大いに投稿してください。

発行：ＮＰＯ法人メンタルサポートアカデミー
〒365-0064

埼玉県鴻巣市赤見台 1-3-8-201
Email:info@micc-co.jp

TEL:048-597-2239

FAX:048-596-7836

URL:http://npo.micc-co.jp

＝自分の性格を知ることは大切＝
カウンセラー養成講座の２回目は自分の性格がテーマです。ストレスからメンタル不全を起こす人の
性格はどのようなものでしょうか。
人は思うようにいかなくなった時にストレスを感じ、自分の許容を超えた時にパニックを起こします。
つまり、ストレスを感じる自分の性格を理解しておくことは自分を守るために大切なのです。

A さんの例

----------------------------------------------------------------------Ａさんは逐 一人の顔色を見る性格、周囲に合わ
せる性格が際立っています。
イエス、ノーが 言えずにまわりに合 わせてしま
います。
断れば嫌われると思ってしまってできないこと
でも「はい」と引き受けてしまうのです。
それが自分の能 力でできるものであれば良いの
ですが、そうでないと大変です。
でも「出来ます」と答えた以上相談 することも
出来なくなってしまいました。
仕事の納期は決まっています。加えて、
それ以外
の仕事の量も増えています。

一人で抱え込んだＡさんになったつもりで心が
どうなるか想像してみてください。
どうして良いか分からない、仕 事は進まない、
期日は迫ってくる・・・・。にっちもさっちも
いかない状況下でＡさんは躁状態に陥り、異様
な明るさ、興奮状態、多弁にもかかわらず仕事
の成果は上がらない・・・
おかしいと思って上司が受診をすすめて躁状態
と診断を受けたのです。
そこから治療が始まり、服薬しながら治療を受
けることになりました。
医療機関における治 療は症 状の緩 和を通した
回復です。
カウンセリングのアプローチはそうなる性格や
考え方の修正を試みます。つまり、応急法は医療、
基本法はカウンセリング、恒久的には教育や学習
ということで、いずれも必要だと言うことです。

◎平成24年度本部第10期カウンセラー養成講座のお知らせ
本部第10期のスケジュールは以下の通りです。

各回：午後1時半〜4時半

第 1 回：平成24年 6月 10日（日） NPO認定カウンセラーの位置と必要とされる能力について
第 2 回：平成24年 7月 8日（日） 性格の見方、とらえ方と自己分析
第 3回：平成24年 8月 5日（日） 聴くことの意味と受容・共感について
第 4回：平成24年 9月 9日（日） 人の欲求について考える
第 5回：平成24年 10月 14日（日） カウンセリング技術の理解、心理的な時間、人間関係の距離
第 6回：平成24年 11月 4日（日） カウンセリング技術の理解、技術はコミュニケーションを進めます
第 7回：平成24年 12月 15日（日） 認定講師会による活動報告
第 8回：平成25年 1月 20日（日） カンウセリングの技術と周辺のコミュニケーション技術について
第 9回：平成25年 2月

日（日） メンタルヘルスについて

第10回：平成25年 3月

日（日） カウンセリング学習総括、修了レポート

途中からでも結構ですのでお気軽にご参加ください。
※1月以降は会場の都合で未定となっていますので決まり次第ご連絡させていただきます。
講

師 ：特定非営利活動法人メンタルサポートアカデミー理事長及び認定講師、外部講師

開催会場：埼玉県鴻巣市「クレアこうのす」免許センター手前、駅からバスをご利用ください。
連絡先：特定非営利活動法人メンタルサポートアカデミー

Tel:048-597-2239

Fax:048-596-7836

Email:micc@olive.ocn.ne.jp（担当：佐藤良恵）

◎平成24年度東京支部第1期カウンセラー養成講座のお知らせ
※時間が本部とは異なりますのでご注意下さい。 各回：午前10時〜午後４時
第 1 回：平成24年 6月 24日（日） NPO認定カウンセラーの位置と必要とされる能力について
第 2 回：平成24年 7月 29日（日） 性格の見方、とらえ方と自己分析
第 3 回：平成24年 8月 26日（日） 聴くことの意味と受容・共感について
第 4 回：平成24年 9月 30日（日） 人の欲求について考える
第 5 回：平成24年 10月28日（日） カウンセリング技術の理解、心理的な時間のつくられ方と心理的な
人間関係の距離について
第 6 回：平成24年 11月25日（日） カウンセリング技術の理解
第 7 回：平成24年 12月16日（日） 先輩カウンセラーの活動報告
第 8 回：平成25年 1月 27日（日） カウンセリングの技術と周辺のコミュニケーション技術について
第 9 回：平成25年 2月 24日（日） メンタルヘルスについて
第10回：平成25年 3月 31日（日） カウンセリング学習総括、修了レポート

講

師 ：メンタルサポートアカデミー認定講師
(理事長／佐藤茂則 )(東京支部長／徳永いづみ )、他認定講師及びサポーター講師
※時間・費用は、本部とは異なりますので詳細は本部又は東京支部にお問い合わせ下さい。
東京都小金井市東町4-8-9 Tel:090-2317-7369（徳永） Email:msa.tokyo@gmail.com
東京支部：
開催会場：榎本会計事務所 会議室
東京都墨田区両国3-25-5 JEI両国ビル3F 総武線両国駅東口15秒

◆カウンセリングマインドについて
カウンセリングマインドについて前回 3 点お話しました。少し具体的に見ていきましょう。
①のより良い関心とはどういうことでしょうか。

カウンセリングマインド 3 点
①より良い関心を持ち続けること
②相手の気持ちを理解、感情表出を支援
③コミュニケーション配慮（傾聴等）

今、あなたのそばにいる人を想像してください。
その相手に関心のアンテナを張ったとして何を
キャッチしますか？
相手の欠点、短所、自分から見て気に入らない
ことだとしたら、それは正しいアンテナではない
ことになります。なぜならそのアンテナは自分の
気持ちや感情に向いているからです。

正しいアンテナは、相手に向けられたものです。
相手の立場に立った人は挨拶からして違うことが
まずは相手の表情、態度、話し方、服装、客観的
分かりますか？まずはここから始めましょう。
にみての良い点、相手の体調はどうだろうか、
どれくらい相手の立場に立った気持ちの良い挨拶
気持ちはどのようなものだろうか等、より客観的
をしているか。人は自分にアンテナを向けている
に捉えること、そしてその情報を元に相手に係り
人には敏感です。
続けることがカウンセリングマインドの始まり
関心もったらその相手にどうアプローチしますか？
です。
まずは声かけしましょう。挨拶しましょう。明るく
もし、相手が悩んでいる様子なら、どうしたら
さわやかに挨拶しましょう。
その悩みを解消することができるだろうかと理性
そこから印象がつくられます。その印象で人間関係
的に捉えているということになります。
の「質」がつくられます。感じの良い人、と思えば
そこから、相手は自分に好意的なアンテナを持っ
ていることに気づき、良い関係がスタートします。 良好な関係が生まれます。
歓楽街で良からぬ輩が肩を張って歩いています。 「イヤーな感じ」と思えば防衛します。良好な関係
からは、良好な思考が生じて、良好な行動が生まれ、
彼らのアンテナは自分に向けられています。
だから誰も近づきません。近づくのは同じ輩です。 そして良好な結果へと結びついていきます。
この続きはまた次号で。
マインドアップブログ：http://miccmsa.exblog.jp/
アメブロ：http://ameblo.jp/micc7831/

ブログ・Facebook も
やっています！！

フェイスブック http://www.facebook.com/shigenori.satou
ミック研究所：http://www.micc-co.jp
携帯：090-3317-2075 ss.micc.msa1022@docomo.ne.jp

会費納入のお願い
ＮＰＯ法人は皆様の会費によって運営されていますので平成24年度の会費についてお願いします。
正会員
法人会員

6,000円
8,000円

購読会員

3,000円

振込先：埼玉りそな銀行 鴻巣支店（380） 普通 4331993
口座名：特定非営利活動法人メンタルサポートアカデミー
尚、ご寄付につきまして1口3千円で受け付けております。

●平成 24 年度より、メンタルサポート通信の編集は第 10 期生清水が担当させて頂いてます。

