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　秋が深まるにつれて、巷の話題は紅葉や季節の料理であるはずですが、今年はもちろんコロナウ
イルスの感染拡大がメインです。日本の事情は、他国と比較すればそれほど深刻ではありませんが、
その違いは各国の政策の問題以外にも、国民性の価値観の違いにも起因します。
　例えば、テレビでは、世界各地でマスクの着用をめぐって大きな騒動が起こっている映像をしば
しば見受けます。日本に住むわれわれとしては、マスクを着用することは常識でほとんどの人はマ
スクを着けることに何も抵抗を感じません。この違いを説明するには、社会心理学の理論である個
人主義・集団主義（Harry Triandis 考案）、文化的寛容性・厳格性（Michelle Gelfand 考案）、文化
的自己観（Hazel Markus と北山忍考案）などが有用です。個人主義で寛容な文化の人びとにとっ
ては、マスクを使うかどうかは個人の判断や好みの問題であり、それを強制することは人権に反す
ると理解します。一方で、集団主義の人びとは、社会的常識、規範、慣習、価値観を守ることによっ
て、不確実性の少ない、秩序正しい社会を好みます。マスク着用は、個人の権利を優先するか、そ
れとも集団（社会）に同調することを重視するかによって強く影響され、それが感染拡大の状況に
鮮明に反映されています。
　感染防止策を社会にいかに浸透させるのかも文化・社会の違いが見れます。これは社会心理学の
古典的な研究テーマである、態度変容および説得的コミュニケーションの理論によって説明できま
す。公に向けて感染防止策をアピールするには、それが自己防衛のためか、社会的エチケットのた
めなのかの戦略が個人主義・集団主義により異なります。また、説得のアピールの仕方にも違いが
あり、情報処理をシステマティックに行う西洋人にはデータや科学的根拠を用いる方略、ヒューリ
スティック処理を好む東洋人には感情に訴える方略で説得メッセージを構築することが効果的で
す。
　コロナ禍によってもたらされたもう一つの社会現象には、レイシズム（人種差別）です。欧米諸
国では、コロナウイルスの発祥地説から、アジア系住民に対するハラスメントや暴力によるスケー
プゴーティング（scapegoating= 八つ当たり）が問題視されています。これは最近注目されている
進化心理学にもとづく存在脅威理論（TMT=Terror Management Theory、Ernest Becker 考案）
によって説明できますが、人は死の顕現性に直面すると、集団で固まって死の脅威を与える要因に
対抗するように動機づけられます。コロナ禍の場合、感染症による死の脅威から内集団（自民族）

　　　　　　　　  講師　高　井　次　郎
 （名古屋大学大学院教育発達科学研究科教授）

社会心理学の視点でコロナ禍を読む
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への帰属感が強まり、その結果脅威のもととなる外集団に対して敵意が向けられます。アメリカの
場合、差別はアジア系民族に限定されず、一般的にナショナリズム、白人至上主義や自民族中心主
義の高まりが、コロナ禍に起因しているように感じれます。白人のマジョリティは多様性に寛容で、
現代的な価値観を支持するバイデン氏よりも、アメリカ文化の根底にある厳格なキリスト教の精神
や歴史と文化を守る、保守的なトランプ氏を好むことが選挙でも明らかになりました。コロナによ
る死の顕現性が、伝統的な文化的価値観に戻るように白人の人びとを押しているかもしれません。
コロナ禍時代の世の中を理解する上で、私自身、社会心理学がいかに役立つのか実感できるように
なりました。
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　50 歳の男性Aさんは発熱と咳のため近くの外来を受診しましたが、風邪と診断されて咳止め
の薬を処方され、一時自宅で療養していました。けれども具合は悪くなる一方で、呼吸苦も出現
したため、数日後に緊急外来を訪れました。そして、新型コロナウイルス肺炎と診断が確定しま
した。しばらくの間、一般病室で治療を受けていましたが、５日後には呼吸不全のため集中治療
室に転室し人工呼吸器につながれました。
　病院では面会禁止令が出されており、家族にすら会うこともできません。朝、受け持ちの看護
師が笑顔で「今日も頑張りましょうね」と、励ましの言葉をかけたとき、Aさんは手で了解の
サインを出しました。その数時間後、状態が突然悪化し、長時間にわたる蘇生術の甲斐もなく亡
くなりました。Aさんの奥さま（Bさん）と 21 歳の息子さんが病院に駆けつけましたが、二人
は病室に入ることさえ許可されず、ドアのガラスに顔を押し付け、涙を流しながら「本当に死ん
でしまったの？」と何度も医師や周りの医療者に質問されました。「本当に亡くなられました。
やれることはすべてやりました・・・ 。」そう言うのが精一杯だったと若い研修医はつぶやきま
した。普段なら助けられる命が、まだ未知の部分の多い新型コロナウイルス肺炎であるため、そ
の命を救うことができなかったのです。Physical Distancing（物理的距離）を守らなければなら
ないという指令がでているため、我々は涙を流しているご家族の肩を支えることすらできません。
　集中治療室を離れるとき、Bさんは私たちにこう言いました。「あなたたちは、自分の命の危
険をおかして、主人の治療にあたって下さいました。本当にありがとうございました。他の大勢
の患者さんの治療にあたっておられる皆さんのことが心配です。どうぞ気をつけてください」。
たった今、夫を亡くし、深い悲しみに耐えながら、最期のお別れさえも言うことができなかった
Bさんの口からでたこのような感謝の言葉が、その命を救うことのできなかったわたしたち医療
者に対して語られたのです。この日、Aさんの治療にあたった多くの看護師と研修医、そしてソー
シャルワーカーは涙を抑えることが出来ませんでした。ここでも、コロナパンデミックによる医

さよならを言えなかった最後にあっても

 新型コロナウイルス　アメリカ医療の最前線から

　　　　　　　　  伊　藤　志　朋
カリフォルニア州立大学アーバイン校医学部

緩和医療臨床教授
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療現場での一つの闘いの幕が下りたのでした。　
　これまで当たり前と思っていた日常生活に大きな変化が生じ、アメリカも混乱しています。経
済活動の縮小、物流の停滞、人と人との接触まで限定されるなど、かつて経験したことのない現
実が、医療現場でも様々なドラマを生み出しています。あまりにも急激に、その命さえも絶たれ
てしまうこの騒動の中で、このような感謝の言葉が聞けることは、精神的にも肉体的にも極限の
状態にある私たち医療者にとって、力となり、癒され励まされ、次の闘いに挑む原動力となって
います。

“ヒーロー達が働いている場所”

大学病院の前に作られたサイン
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　「こういう相談できる場所があるっていうだけで、ものすごく「ほっ」とできたんです。
　コロナとかいろんなことで鬱屈しているので、ちょっとでも人に話しを聴いてもらいたい、み
たいな感じで・・・」「もっと早く利用すれば良かった。一回しか利用できないのかと思っていて・・。
今年前半から、大いに悩んでいた時期がありました」
　これは 11 月の「ほっ！と相談」に予約を入れられた２人の女性からの電話での訴えです。
　コロナ禍によって、生活環境も様式も随分変わり、全ての人が否応なしに意識改革を求められ
ています。多くの方がメンタルに変調を来たすような状況になっているのではないでしょうか。
また、このところ続く芸能人の自殺の影響も加わっているのでしょうか。10 月の全国の自殺者
は 2,153 人で前年同月比４割増。自殺者数が前年同月を上回るのは４か月連続で、特に女性が急
増していることが特徴です。

　富山事務所のメンバーは、平成 30 年３月に初めて「対話カフェ」を開催し、同年７月から
は毎月１回以上（自殺予防週間のある９月には２回、自殺対策強化月間である３月には３回）、
「ほっ！と相談」を行っています。
　昨年度から富山県自殺対策民間団体等取組強化事業に採択していただき、年間を通して会場を
富山県民会館に固定化することができたのが大きな力になっています。
　開始からこれまで約２年半、11 月の「ほっ！と相談」は 37 回目となりました。対応させてい
ただいた相談者は、延べ 199 名に上ります。富山事務所のメンバーは現在７名ですから、１名当
たり 30 名に近い方々と対話をしていることになります。
　１回の対話で「気持ちが楽になりました」と仰言って帰られる方、「また来ます」と言って毎
回のように来られる方、何回か連続して来られていたのに急に来られなくなり、半年位過ぎて忘
れたころに「また来ました」と、照れ笑いのような笑顔を浮かべて来られる方、本当に様々な方
がいらっしゃいます。
　「ほっ！と相談」の認知度も、少しずつですが高まってきているように感じています。冒頭に
書きましたように、「話せる場所」として信頼していただき、電話が通じただけで救われたよう
な声を出され、安心して予約の電話を架けてきてくださる方が増えてきたように感じます。
　年齢も幅広く、部活での悩みを話してくれた 17 歳の女子高校生から、90 歳を越えて「将来に
不安を感じる」と仰言る方まで、本当に千差万別です。
　複数回相談に来られた方の中には、お互いのマンネリ化を防ぐとともに、その方にとって対人
関係での一歩前進のためになればという思いもあり、対応する精神対話士を固定化せず、数回後
には異なる精神対話士が対応するということにも気を配っています。
　相談後のアンケートでは、「満足」と回答された方が約 70％、「まあ満足」を合わせると約

自分自身の大切な「生きがい」活動として

　　　　　  　富山事務所 所長
  精神対話士  吉　野　豊　明
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95％になります。「やや不満」、「不満」という回答は、今までありませんでした。
　そのため、このような対応も含めて、ご本人にとってこの相談会がプラスに作用するようにと
の願いが叶いつつあるのではと理解しています。

　精神対話士は精神科医師などとは異なり、薬物や精神療法を用いる治療行為は行いませんが、
他に類を見ない原則 80 分間という十分な時間をかけて、傾聴、共感、受容を基盤とした対話を
行うことによって相談者に対する精神的な支援を行います。
　精神対話士が傾聴を基本とする対話を行う「精神対話」とは、薬等による直接的、強制的な作
用に頼るのではなく、相談者自身が持っている「心の自然治癒力・回復力」を導き出し、活性化
させるということであり、まさに活動を通して「精神的触媒」のような働きをしているというこ
とを実感しているところです。
　「ありがとうございました」、「話をして頭の中が整理できました」、「気持ちが少し楽になりま
した」等と仰言っていただくと、一時を風靡した「脳内モルヒネ」が湧き出てくるような充実感、
達成感に満たされます。

　精神対話士としての活動を行うということは、相談者に寄り添い相談者を支援するための活動
ではありますが、自分自身が人のお役に立てたことへの喜びを感じるための活動でもあり、自分
自身の大切な「生きがい」になっていることに気付かされるのです。
　今年から、自殺未遂の経験者やそのご家族に対する「心の訪問ケア」も富山県自殺対策民間団
体等取組強化事業としての追加採択をいただき、これまでに延べ 18 名の方に対するメンタルデ
リバリーを行っています。
　必要とされる方に会場へお越しいただく「ほっ！と相談」と、私達精神対話士の方から必要と
される方を訪問する「心の訪問ケア」とを富山事務所の活動の両輪として、「私たちの他人への
思いがきっと社会貢献活動になっている。」と信じ、そして自負しつつ、これからもワンチーム
で活動を継続したいと思っています。

富山新聞（令和２年9月25日）
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 コロナウィルス感染予防のため、
　・ 「マスク着用」をお願いいたします。
　・ 発熱などの症状がある方はご遠慮ください。

会場  和歌山市中央コミュニテイーセンター　2階　活動室
和歌山市三沢町1丁目2番地
＜交通案内＞
　JR「和歌山駅」から南西に徒歩25分
　和歌山バス　塩屋経由・医大病院行　雄松町3丁目バス停下車　徒歩5分

会場  田辺市民総合センター　4階　会議室
田辺市高雄1-23-1
＜交通案内＞
　「田辺駅」より龍神バスで7分 6月・7月・8月 開催

安心
あたたか

どんな悩みも解決目ざしてどんな悩みも解決目ざして
コロナの不安やストレスコロナの不安やストレス

無料相談
心のケアの専門職・精神対話士による

成人の方
　病気や生活に関する悩み

人生や家族、人間関係に関する悩み
　　　　　　　　　　　　　　　ほか

仕事に関する悩み

青少年の方
　学校のこと 　家族のこと
　友だちのこと 　勉強のこと

　進路のこと
　　　　　 ほか

主催　内閣府認可　一般財団法人メンタルケア協会

〒150-0001  東京都渋谷区神宮前 2‒5‒8  カーデ青山 201
TEL 03‒3405‒7270（代）  FAX 03‒3405‒8580 E-mail:mca@mental-care.jp

1993 年慶應義塾大学医学部出身の医師たちにより設立

なんでも話そ
う

令和 2 年

全国31会場

  お問合せは  ＜全国統一電話番号＞ 03-3405-7282「ほっ！と相談」係まで。  受付時間  午前9時～午後6時（年中無休）

「ほっ！と相談」
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東彼杵
会場  東彼杵町総合会館　1階　研修室1

東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷706-4
＜交通案内＞
　JR長崎大村線「彼杵駅」徒歩7分

霧島

＜交通案内＞
　JR「西宮駅」徒歩5分　阪神電車「西宮駅」東出口　徒歩6分
　阪神今津線「今津駅」徒歩11分

会場  西宮市勤労会館　1階　第一会議室
西宮市松原町2-37

田辺

＜交通案内＞
   JR「浦安駅」前

会場  生涯学習センターまなびタウンとうはく　3階　小会議室
東伯郡琴浦町徳万266-5

琴浦

＜交通案内＞ 
　JR「広島駅」よりバス20分　東本浦で下車　徒歩5分

会場  広島市仁保公民館　1階　研修室1
広島市南区仁保新町1-8-6

広島市

＜交通案内＞
　JR牟岐線「阿波富田駅」下車　徒歩7分
　徳島バス　福祉センター前下車　徒歩1分

会場  徳島県立総合福祉センター　2階　201会議室
徳島市中昭和町1丁目2番地

＜交通案内＞
　西鉄天神大牟田線「高宮駅」西口すぐ

会場  福岡市男女共同参画推進センター「アミカス」2階
　　　①研修室B　②研修室A

福岡市南区高宮3-3-1

＜交通案内＞
　JR日豊本線「国分駅」徒歩10分

会場  鹿児島県霧島市国分公民館　3階　小研修室
鹿児島県霧島市国分中央3-45-1　国分シビックセンター内

  お問合せは
 ＜全国統一電話番号＞ 03-3405-7282「ほっ！と相談」係まで。 
受付時間　午前 9 時～午後 6 時（年中無休）

8/ 9（日）
8/30（日）

①
②

各日とも
13：00～16：30

6/21（日）
8/16（日）

①
②

各日とも
13：00～16：00

7/19（日）
9/27（日）

①
②

各日とも
13：00～16：00

5/24（日）
5/31（日）

①
②

各日とも
13：30～16：30

7/25（土）
8/22（土）

①
②

各日とも
13：30～16：30

7/17（金）
8/18（火）

①
②

8/29（土）
8/30（日）

①
②

①
②
10：00～12：00
13：00～14：00

8/16（日） 9：00～16：00

8/29（土） 13：00～16：00

各日とも
10：00～12：00
13：00～15：00

〈ご来場される方へお願い〉

https://www.mental-care.jp/

北海道／札幌市／宮城県／仙台市／秋田県／秋田市／山形県／茨城県／つくば市／群馬県／前橋市／高崎市／千葉県／流山市／
東京都／新宿区／神奈川県／川崎市／鎌倉市／新潟県／新潟市／富山県／富山市／石川県／金沢市／福井県／福井市／敦賀市／
山梨県／甲府市／長野県／上田市／岐阜県／岐阜市／静岡県／三島市／愛知県／名古屋市／大阪府／大阪市／兵庫県／西宮市／
和歌山県／和歌山市／田辺市／鳥取県／琴浦町／広島県／広島市／徳島県／徳島市／福岡県／福岡市／長崎県／東彼杵市／
鹿児島県／霧島市

精神対話士は社会に貢献する資格です。開催地

新型コロナウイルス感染症蔓延時における「ほっ！と相談」
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徳島会場

岐阜会場富山会場

愛知会場

札幌会場

福岡会場
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・悩みを聴いて頂いて気持ちが楽になりました。ありがとうございました。

・たくさんお話を聴いていただいて、気づきがありました。ありがとうございました。また気
が楽になりたいので対話士さんに聴いていただきたいと思います。

・親身に話を聴いていただいて、心の整理をしながら、お話できました。また、ご相談させて
ください。ありがとうございます。

・是非この相談会を続けて下さい。傾聴して頂いて心が軽くなりました。今日のこの出会いに
感謝しています。ありがとうございました。

・ふだんなかなか人と話せないのですが、自然にお話できて有難かったです。私と娘とまたお
世話になりたいと思います。その節は、よろしくお願い致します。

・感謝です。本当にありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願い致します。
　いつも話を聴いてくださりありがとうございます。

・ゆっくりとした空間の中で安心感がありました。共感して下さり“ 私はここにいる ”こと
を「ああよかった」と多くの人達に「ありがとうございます」と伝えたいです。感謝の気持
ちでいっぱいです。

・この「ほっと相談」にくるのがとても楽しみです。いつも心に寄り添ってお話していただき、
元気をもらっています。
　一緒に来る３人の男児を温かく見守ってくださり、ありがとうございます。

【クライアントの感想より】
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北陸中日新聞（令和２年６月 16日）

南日本日新聞（令和２年11月 26日）
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読売新聞（令和２年 11 月 20 日）
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精神対話士日記

　クライアントのAさん（40 代 男性）は、過去にトラブルがあり精神的に疲弊した。 よ
うやく落ちついた頃、別のトラブルが発生し、一時睡眠障害に。そしておさまったこの時期
にコロナ禍が蔓延し、不安感が増大した。妻は病院勤務、小学生の子供は自宅待機となって
いる。子供は友達に会いたい気持で心に葛藤を抱え、Aさん自身はこれまで仕事の他、地
域でスポーツ指導にとり組んできたが、それも現在は停止状態である。長年スポーツ活動が
自分を支えてきたが、コロナにもし罹患すると副作用で息苦しさが残り、スポーツができな
くなるのではないかと心配であると訴えられた。宅配で注文する食品や、学校から届いたプ
リント類なども、ウイルス除去のため、4～ 5日外気にあてたり、スプレー消毒を徹底しな
いと安心できないとおっしゃる。帰宅後の妻に対しても同様である。
　私は、コロナ感染に対する不安と恐怖の苦しさを訴えるAさんの気持ちに寄り添いなが
ら、ひたすら集中してお聴きすることに徹した。そしてAさんの家族に対する思いやりや
配慮に敬意を払いながら、妻の仕事と子供の教育の対応に苦しまれている事に心から共感し
た。
　そして、少しずつ社会が落ちつくにつれ人々へのスポーツ指導の役割が大きくなることの
話題に触れた時、表情が明るくなった。
　最後に、Aさんは人に話したのは初めてで、思いのたけを話せた、人に話すことができ
て気持ちが楽になったと今のこの気持ちをおっしゃってくださった。
　今は世の中が混乱をきたし、個々が判断して行動しなければならない状況にあって、家族
や自分自身の活動を大切に、希望をもって過ごしていかれることを強く願った。

精神対話士　藤　森　真　貴
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　認知症有病者数は 2025 年には 675 万人と推計され、また、昨年 2019 年の認知症の行方不明者は過去
最多の約１万 7500 人で 7年連続の増加傾向が続いています。
　そこで、認知症の方々に安心感と笑顔を得ていただくための「心のケア」を修得し、修了証を得るこ
とで、自信をもって認知症にやさしい社会環境を築くことに寄与することを目的に本講座を開催します。

日　　時　　令和 3年 1月 24 日（日）  13：00 － 16：50
会　　場　　「国立オリンピック記念青少年総合センター」センター棟　513（5F）
　　　　　　　東京都渋谷区代々木神園町 3-1　小田急線「参宮橋」駅　徒歩 7分
講　　師　　慶應義塾大学看護医療学部 福井里佳准教授 他
内　　容　　オリエンテーション
　　　　　　１、基礎編：13：15 － 15：00

 　　　　「精神対話」の基礎、認知症・高齢者に対する生活援助
　　　　　　　　   　― 休 憩 ―
　　　　　　　  ２、実践編 15：10 － 16：50
     　　　　 　　　　対応上の留意点、例題研修、レポート作成
◇修了認定者には本協会より「認知症こころのケア研修修了証」を交付します。

★本研修会に参加した精神対話士に対しては、「精神対話士研修会」出席と同等の扱いとします。

参加対象　　メンタルケア・スペシャリスト養成講座受講者、メンタルケア・スペシャリスト、
　　　　　　精神対話士、一般
費　　用　　2万円（税込み）
　〈振込先〉 三菱UFJ 銀行　表参道支店　普通 2105026　一般財団法人メンタルケア協会

◇申込締切：令和 3年 1月 20 日（水）

 “大事なのは、あなたが認知症の人にとっての
「懸け橋」になれるということ。
母はかつて、私は私の人生を忘れてしまうと
言いました。それはとても悲しいことです。
でも、あなたが過去の思い出を共有し、語りかけ、寄り添え
ばその人の人生は失われずに済む。あなたが手助けできるこ
とはたくさんあるのです。“
　　スウェーデン・シルビア王妃

                                             　　　 2018 年 講演「認知症と共に 自分らしく生きる」より

＊申込手続きを済まれた方は、当日直接会場にお越しください。（事前配付物はありません）

◎申込みは、メンタルケア・スペシャリストは氏名、認定証番号を、精神対話士は氏名、登録番号を、
　一般の方は氏名、住所、連絡先を下記までご連絡ください。（申込書を提出された方はこの連絡は不要）

TEL：03-3405-7270、7282   FAX：03-3405-8580   E-mail：mca@mental-care.jp

「認知症こころのケア」研修会開催

主催 一般財団法人メンタルケア協会

コロナウィルス感染予防のため、「マスク着用」・発熱などの症状がある方はご遠慮ください。
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入場無料入場無料

人生 100年時代の対話力

講演会のご案内

令和3年3月14日（日）日 時

演 者

開演  14：00（受付開始13：30）

◆お問合せ、参加お申込みは
　　TEL：03-3405-7282　FAX：03-3405-8580

E-mail:mca@mental-care.jp   https://www.mental-care.jp/

演 題

お申込み 電話、ファクスまたはEメールで、氏名、連絡先をお知らせください。当日は、受付でご来場の
チェックをされた上、ご入場ください。（定員になり次第締切）　

国立オリンピック記念青少年総合センター
　センター棟 4階  401室
　　東京都渋谷区代々木神園町3-1

会 場

■小田急線　参宮橋駅下車　徒歩約7分
■地下鉄千代田線　代々木公園駅下車　徒歩約10分

主催　一般財団法人メンタルケア協会 顧 問　養老 孟司 医学博士 東京大学名誉教授
27年の実績

　人生100年時代、良好なコミュニケーションの中での人と人とのつながりこそが満ち足りた生涯を送る
基盤となります。真心の『対話』で人を癒す「精神対話士」の活動は、現代社会で“孤立を防ぐセイフ
ティーネットの役割”を果たしております。心のケアの専門職「精神対話士」の資格取得に向けて開催い
たします。

14：00－16：10

「精神対話士」とは
メンタル不調の予防と回復を目的に温かな対話で人を支える活動を全国で展開しています。毎年３月の自殺対策
強化月間に全国で開催される厚生労働省・文部科学省後援による『ほっ！と相談』会場には多くの相談者が訪れ、
その活動は高い評価を得て社会貢献に力を尽くしております。

『精神対話士資格説明会』16：20－17：00★
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Ⅰ

ⅠⅠ

参宮橋

南新宿

代々木5丁目
バス停

JR中央線

甲州街道西参道口

京王新線
小田急線

明治神宮

井の頭通り

JR山手線

代々木

原 宿

渋 谷

明治神宮前代々木公園

新 宿

代
々
木
ラ
ン
プ

歩道橋
国立オリンピック記念
青少年総合センター
国立オリンピック記念
青少年総合センター

北門
（大型バス
　専用出入口）

北門
（大型バス
　専用出入口）

正門
（歩行者・出入口）

（車両入口）
（車両出口）

正門
（歩行者・出入口）

（車両入口）
（車両出口）

代々木公園

地下鉄千代田線

慶應義塾大学卒業
高齢者施設や震災被災者などを訪問し、温かな
対応で心のケアに務めています。

指導精神対話士 坂 本　照 夫

指導精神対話士 鬼 頭　　 靖
慶應義塾大学卒業
人の悩みを真に理解し、クライアントに夢や
希望を持っていただくことを使命として心の
ケア活動を続けています。

コロナウィルス感染予防のため、「マスク着用」・発熱などの症状がある方はご遠慮ください。

定員 名
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日      時
会   　場

交通案内

令和 3年 2月 20 日（土）
「エル・おおさか」504（5F）
　 （大阪市中央区北浜東 3－ 14）
地下鉄谷町線・京阪本線「天満橋駅」 徒歩 5分

大阪会場

日      時
会   　場

交通案内

令和 3年 3月 20 日（土・祝）
アステールプラザ 大会議室 B（4F）
　 （広島市中区加古町 4－ 17）
JR「広島駅」から
〈市内電車〉宇品行（紙屋町経由）
　　　　　  市役所前下車 徒歩 7分
〈市内バス〉広島バス吉島営業所行
　　　　　  厚生年金会館前下車 徒歩 1分

広島会場

日      時
会   　場

交通案内

令和 3年 2月 11 日（木・祝）
北海道大学 学術交流会館 第 3 会議室（1F）
　 （札幌市北区北 8条西 5丁目）
JR「札幌駅」北口より徒歩10分

札幌会場

 お 知 ら せ

「認知症こころのケア」研修会開催
　高齢化社会において認知症有病者が増加傾向にある中、安心感と笑顔を得て頂くために
「認知症」について学び、精神対話による「認知症こころのケア」を修得し、「認知症ここ
ろのケア研修修了証」の取得を目指し社会に貢献します。
★本研修会に参加した精神対話士に対しては、「精神対話士研修会」出席と同等の扱いとします。

日　　時・・・令和３年１月 24 日（日）　13：00 － 16：50
会　　場・・・「国立オリンピック記念青少年総合センター」センター棟　513（5F）
講　　師・・・慶應義塾大学看護医療学部 福井里佳准教授 他
対　　象・・・メンタルケア・スペシャリスト、精神対話士、一般
費　　用・・・2万円（税込み）　
〈振込先〉三菱UFJ 銀行　表参道支店　普通 2105026　 一般財団法人メンタルケア協会

　「認知症こころのケア研修会」 、「精神対話士研修会」を次の要領で開催いたします。
奮ってご参加ください！
参加申込みは協会あて、電話、FAX、E-mail でお願いいたします。

TEL：03-3405-7270　  FAX：03-3405-8580     E-mail : mca@mental-care.jp

◆ 精神対話士研修会

○ テーマ　「精神対話士のためのメンタルケア論」
○ 時　間　 PM 1：00～4：20
○ 費　用 　6,290 円（当日会場受付でお支払いください）
    〔各会場共通〕

　東京会場、大阪会場は年 2回、その他会場は
年 1回開催予定。

◎ 講演会「人生 100 年時代の対話力」・「精神対話士　
　資格説明会」開催（令和 3年 3月 14 日（日））
　 　※詳細は 14 ページ参照

※詳細は 13 ページ参照

日      時
会   　場

交通案内

令和 3年 2月 21 日（日）
名古屋市立大学  桜山（川澄）キャンパス
医学部研究棟　臨床セミナー室（2F）
　（名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄 1）
地下鉄桜通線「桜山駅」 3 番出口よりすぐ

名古屋会場

日      時
会   　場

交通案内

令和 3年 2月 6日（土）
ももちパレス　第 1研修室（3F）
　 （福岡市早良区百道 2－ 3－ 15）
地下鉄「藤崎駅」 徒歩 1分

福岡会場

日      時
会   　場

交通案内

令和 3年 1月 30 日（土）
フォレスト仙台（宮城県教育会館）
　　　　　　　  第 2 会議室（2F）
　 （仙台市青葉区柏木 1－ 2－ 45）
JR「仙台」駅より地下鉄南北線
「北四番丁駅」　徒歩7分

仙台会場


