
 

第１回 

⽇時：９⽉２４⽇（⽇） 場所：布池⽂化センター3 号館 3F セシリアホール  

      (名古屋市東区葵 1 丁⽬ 12-23)                  

1. ⼼理学講座の⽬的 
 現代の様々な問題について、⽅法論ではなく、⼼理学の原点に学び、同時に、そこからフォーカスした問題
を、様々な⽴場の⽅とともに考え、それぞれの実践に活かすこと。 
 

2. プログラム⽇）     (司会：⿊野和将(⽮作川病院 臨床⼼理⼠) 
○第１部(10:00〜12:00)： 『こころが渇いたら、ユングと語ろう。』 
 (講演)          講師：吉野要(元⾦城学院⼤学 教授)  
 
 ユング分析⼼理学の概要、元型の⼒(⼤いなる⼒、それは⼈間として⽣きる根源的な⼒。“ユングのセルフにつ
ながるもの”)についてお話しします。⼈間の普遍的で集合的な無意識、アーキタイプを想定した上で、個性化へ
の道をわかりやすく提案します。 
 
○第２部(13:00〜15:00)： 『ネット依存症の家族と本⼈にできること』 
 (ワークショップ)     話題提供   ：⼩瀬⽊尚美(⼀般財団法⼈愛知総合 HEAR センター 理事⻑) 
 ()            コメンテーター：三和啓⼆(⼋事病院 臨床⼼理⼠) 
                     吉野要 
              
 「やめたくてもやめられない。」ネット依存、中⾼⽣ 52 万⼈。「今」、急速に増加しているネット依存症。 
なぜネット依存症になってしまうのか、ネット依存から抜け出すためにはどのようにすればいいのでしょう。周
りにいる家族は、どう本⼈と関わればいいのでしょう。初めに、ネットゲーム依存の事例を話題提供させていた
だきます。三和先⽣には、これまで家族との関わりで⾏なってこられた“CRAFT 家族教室”をご紹介いただき、
また、本⼈がいかに⾃⽴していく⼒を⾒出していくか“⾃助グループ”が果たす役割についてもご提⽰していただ
きます。フロアの皆さんとご⼀緒に考える場にしたいと思います。 
 

3. 申込⽅法 
①メール：<1>⽒名 <2>所属 <3>⼀般または学⽣ <4>臨床⼼理⼠番号(臨床⼼理⼠の⽅) <5>郵便番号 
 <6>住所 <7>メールアドレス <8>電話番号 をご記⼊の上、hear.aichi2017@gmail.com にご送信下さい。 
②FAX：裏⾯に必要事項をご記⼊の上、052-932-9337 にご送信下さい。 
③ホームページ：www.hear-aichi.com にアクセスし、必要事項をご記⼊後、メールでご送信ください。 
＊申込締切は 9 ⽉ 10 ⽇(⽇)、振込期限は 9 ⽉ 18 ⽇(⽉)です。 
＊臨床⼼理⼠ポイント申請予定です。 
＊定員(100 名)を超えた場合、お断りすることがございます。予めご了承下さい。 
 

4. 参加費 6,000 円 
受付確認メールを送信しますので、届きましたら、指定された銀⾏⼝座に参加費をお振り込み下さい。 
 

5. お問い合わせ先 
⼀般財団法⼈ 愛知総合 HEAR センター 事務局 
〒461-0014 名古屋市東区葵 1 丁⽬ 12-23 布池⽂化センター 3 号館 
TEL/FAX：052-932-9337  MAIL：hear.aichi2017@gmail.com  HP：www.hear-aichi.com 
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主催：愛知総合HEARセンター
一般財団法人

～現代を生き抜くために～
〈心理学講座 4回シリーズ〉

第１部：講演

第２部：ワークショップ

会場
布池文化センター３号館

セシリアホール

吉野 要 氏 Kaname Yoshino

こころが渇いたら、ユングと語ろう。
～ユング分析心理学を学ぶ～

愛知総合HEAR センター 理事
元 金城学院大学 教授

日2017 年 249

金井 篤子 氏 Atsuko Kanai

学ぼう、身近な組織の心理学。

名古屋大学大学院 教育発達科学研究科 教授

日112017 年 5

富樫 公一 氏 Koichi Togashi

暴力とは、他者の主体性を自分の意志の元におくこと。
～自己愛と他者性、怒りの精神分析～

甲南大学文学部 人間科学科 教授
栄橋心理相談室

日122017 年 17

笹尾 敏明 氏 Toshiaki Sasao

「安全・安心する生活空間」から「つながる社会」を目指して
～コミュニティ心理学で家庭・学校・地域のこれからを学ぶ～

国際基督教大学教養学部・大学院 教授

日32018 年 4

Naomi Ozeki

愛知総合 HEAR センター 理事長
小瀬木 尚美氏

ワークショップの内容は、
随時HPにてお知らせします。



日時 /会場

布池文化センター３号館 3F セシリアホール
〒461-0004   愛知県名古屋市東区葵 1丁目 12-23 布池文化センター 3号館 3F
○地下鉄東山線「新栄町」・「千種」、桜通線「車道」より徒歩 8分
○ＪＲ中央線「千種」駅より徒歩 8分
○市バス栄 15 系統「水筒先」バス停より徒歩 3分

申込方法 /参加費 /対象
【ホームページからの申込】
　ホームページにアクセスして頂き、『心理学講座 4回シリーズ「今」に活かせ、心理学。詳細はこちら』から申込書の　
　必要事項をご記入いただき、メール :hear.aichi2017@gmail.comに添付して送信して頂くか、FAX:052-932-9337 にてお
　送り下さい。

【振込先】
　三菱東京UFJ 銀行 覚王山支店　普通 
　口座番号：0082316
　一般財団法人 愛知総合HEAR センター

【対象】
　心理学に興味のある方

【定員】
　各回 100 名

＊定員になり次第、締め切りとさせていただきますのでご了承下さい。　　
　詳細はHPにて随時ご確認下さい。
＊お申込みの確認が出来次第、受付確認メールを送信いたします。メールが　
　届かない場合はお手数ですが、愛知総合HEAR センターまでご連絡下さい。
＊その他ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

お問合せ先／注意事項
主催：一般財団法人愛知総合HEAR センター
〒 461-0004   愛知県名古屋市東区葵 1丁目 12‐23 布池文化センター 3号館
TEL/FAX：052-932-9337　MAIL：hear.aichi2017@gmail.com　 HP：www.hear-aichi.com
＊臨床心理士のポイント申請予定です。その場合、午前と午後の両方の参加が必要となります。
＊公共交通機関をご利用下さい。お車でお越しの場合は近隣のコインパーキングをご利用下さい。
＊エレベーターはございません。あらかじめご了承下さい。

【参加費】 ＊下記口座までお願い致します。
　●４回分ご一括前納の方は２０１７年９月７日 ( 木 ) までに 20,000 円 ( 学生は 10,000 円 ) お振込み下さい。
　●１講座ずつでお申込みの方は１講座 6,000 円 ( 学生は 3,000 円 ) を各講座の開催日２週間前までにお振込み下さい。

第１回 2017.9.24(Sun)
第４回 2018.3.4(Sun)第３回 2017.12.17(Sun)
第２回 2017.11.5(Sun)

第１部 講演 10:00～12:00 第 2部 ワークショップ 13:00～15:00

愛知総合 HEAR センター

【メールからの申込】
　<1>氏名　<2>所属　<3>一般または学生　<4>臨床心理士番号　<5>郵便番号　<6>住所　<7>メールアドレス　
　<8>電話番号　<9>参加日　<10> 参加費の合計金額、をご明記の上、お申込下さい。
　＊<4>は臨床心理士の方のみご記入下さい。



ふりがな

所属

⼀般/学⽣

臨床⼼理⼠番号

郵便番号 都道府県

住所１

住所２(マンション名等)

電話番号

第１回 ：9⽉24⽇(⽇)

第２回：11⽉5⽇(⽇)

第３回 ：12⽉17⽇(⽇)

第４回：3⽉4⽇(⽇)

①：４回まとめて前納の場合          円

②：１講座ごとの場合          円

⼼理学講座４回シリーズ

「今」に活かせ、⼼理学。
〜現代を⽣き抜くために〜

申し込み書

お名前

       ⼀般   ・   学⽣     (どちらかに○をつけてください)

臨床⼼理⼠の⽅のみ
ご記⼊ください

臨床⼼理⼠ポイント申請予定です。その場合は、１部と２部両⽅の参加が必要となります。

住所

⼀般財団法⼈ 愛知総合HEARセンター

          FAX: 052-932-9337 までご送信ください。

メールアドレス

＊このメールアドレスに申し込み確認メールをお送りします。お間違えのないよう丁寧にご記⼊ください。

参加の有無

       参加   ・   不参加  (どちらかに○をつけてください)

       参加   ・   不参加  (どちらかに○をつけてください)

       参加   ・   不参加  (どちらかに○をつけてください)

       参加   ・   不参加  (どちらかに○をつけてください)

参加費

⼀般：20,000円 学⽣：10,000円 (締め切り：9⽉７⽇(⽊))

1講座ごと ⼀般：6,000円 学⽣：3,000円

①または②のどちらかをご記⼊ください。参加費の合計⾦額をご記⼊ください。

ご不明な点がございましたら、hear.aichi2017@gmail.com までお気軽にお問い合わせ下さい。


