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日本ゲシュタルト療法学会第 11 回大会のご案内 

生き方を学ぶためのゲシュタルト療法学 
－ゲシュタルト療法が目指すもの、日本ゲシュタルト療法学会が目指すもの－ 

【企画／運営】日本ゲシュタルト療法学会理事会 
【大会長】室城隆之（日本ゲシュタルト療法学会理事長） 
【大会事務局長】渡辺光俊（日本ゲシュタルト療法学会副理事長） 
【日程】2021 年 7 月 23 日(金祝) 9:00～17:30、24 日(土)9:30～17:15、25 日(日)9:30～16:45 
【開催方法】Zoom によるオンライン会議 
【研究発表・ワークショップ等申込】2021 年 2 月 15 日(月)～4 月 30 日(金) 
【参加申込】2021 年 5 月 10 日(月)～7 月 4 日(日) （入金締切：7 月 5 日） 

日本ゲシュタルト療法学会 第 11 回大会 
大会事務局長 渡辺光俊 

誰もが想定しない 1 年が過ぎました。見えない強敵を前に忍耐の日々を余儀なくされた時間、それぞ

れが見えない明日への不安と日々の辛さを抱えながら今日という日を迎え、何気ない日常が貴重である

ことを実感しているかもしれません。ゲシュタルトが大切にする「今、ここ」をどのように感じている

でしょうか。ゲシュタルト療法、そして当学会は皆さんにとってどのようなものでしょうか。一人ひと

りがどのように過ごし、どのように今を感じ、どのようにこれから生きていくのか、第 11 回目を迎える

この大会を通じて、共に考え、共有する機会となれば幸いです。 
招聘講師のご紹介 

アンセル・ウォルト Ed.D 
（ケント州立大学名誉教授） 
基調講演＆ワークショップ 
講演：「ゲシュタルトの教育

哲学と方法論－生き方を

学ぶ（仮）」…大会 1 日目午前 
ワークショップ：「今・ここ、我―汝、ゲシュタ

ルト療法の“何”と“如何に”」…大会 2 日目

午前 
 
プログラムのご紹介 

【大会 1 日目午後】 
大会長講演：室城隆之氏「生き方を学ぶためのゲ

シュタルト療法学－私にとってのゲシュタル

ト療法そしてゲシュタルト療法学会」 
大会企画「みんなで話し合おう～ゲシュタルト

療法が目指すもの、ゲシュタルト療法学会が

目指すもの～」 
【大会 2 日目午後】 
領域別シンポジウム ＆ 親睦会 
【大会 3 日目午前】 

特別講演：百武正嗣氏「対話型のアプローチ」 
※ 口頭発表は1日目午後および2日目午後を、

自主シンポジウムと学会員によるワークシ

ョップは 3 日目午後を予定しています。 
 
研究発表・ワークショップの募集について 
本大会では、以下の 3 つの発表形式でのお申

し込みを募集しております。 
従来の研究発表の枠をさらに拡げ、皆様に発

表頂きやすい大会運営を目指しております。 
① 口頭発表：90 分（発表 60 分＋質疑応答 30

分）…日ごろの研究・実践についての発表 
② 自主シンポジウム：90 分 

従来の研究発表の枠にとらわれず、自由な

発想について相互に意見交換等 
③ 学会員によるワークショップ：180 分 

会員の皆さまのワークショップ 
いずれの発表においても、連名による発表が

可能です。その場合は、代表者 1 名を明記して

下さい。奮ってのご応募をお待ちしております。 
お分かりになりにくい点などがございました

ら、大会実行委員会事務局へご連絡下さい。
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去年 11 月 28 日に JAGT 研修委員会主催の研

修会「行き詰まりへの対処法～Embodied 
Listening と投影物語り法」が行われ、今回は時

代にあわせオンラインでの開催となりました。

今回の講師は江夏亮氏、内容は 2020 年 7 月に

行われたオンライン大会での発表をフォローア

ップするもので、ゲシュタルト療法を行って行

き詰まりで終わる状況を、更に一歩進めて、行き

詰まりから気づきや洞察を得る技法を学んでい

ただこうというものでした。 
 
 
 
 
 
  
当日の午前中は、江夏氏からポリヴェーガル

理論、Embodied Listening についてパワーポイ

ントを用いてわかりやすく説明していただき、

その後、参加者同士で実際に Embodied 
Listening を体験してもらいました。午後は、江

夏氏による投影物語り法のライブセッションが

2 つ行われわれました。参加者 3～4 名の小グル

ープでのディスカッションも時折、組み込みオ

ライン形式ではあるものの一体感を感じてもら

えたのではないでしょうか。 
 
【内容概要】 
行き詰まりにある Cl（クライアント）へ共感

する方法として Embodied Listening と、行き

詰まりから過去の未完了、またはトラウマを明

らかにするための方法として、投影物語り法を

扱います。これらにより、ゲシュタルト療法のフ

ァシリテーターは、Cl が行き詰まっても、安心

して次の展開を見守り、最終的に Cl が気づきを

得る所まで同伴する事が可能となります。また、

ゲシュタルト以外のオリエンテーションの心理

職にとっても、Cl の回復援助に役立つ技法です。 
◎トラウマ理論

の耐性領域の概

念を活用する 
江夏亮さん 

 
 
 
 
 

 
【参加者からの感想】 
11/28(土)「行き詰まりへの対処法～Embodied 
Listening と投影物語り法」を受講して 

文：伊藤直信さん 
当日の午前中は、Embodied Listening につい

て江夏先生のレクチャーと参加者同士での実習、

午後は、江夏先生による投影物語り法のライブ

セッション 2 つが行われました。午前も午後も、

参加者同士（3～4 名）でのディスカッションも

適度に盛り込まれていて、楽しく学ぶことが出

来ました。 
＜Embodied Listening＞ 
実習の導入部分で話し手の思いが語られると

き、わたしが「Embodied Listening」すること

で、話し手の思いがわたしの身体に染みこんで

くるような体験をしました。わたしは身体感覚

を使うこの聴き方がとても気に入りました。 
＜投影物語り法＞ 
わたしは、セッション中にクライアントが耐

性領域を外れ始めた時、この技法はワークを進

めるうえで安全で且つ有効に働くと感じました。

理由は、クライアントに代えて新たな主人公を

設ける（安全の確保）、二つ目はクライアントも

過去も否定することなく、クライアントにとっ

て肯定的な物語を今ここで創造できることにあ

ります。 
  

研修委員会からの報告 

「行き詰まりへの対処法」ワークショップ 
～Embodied Listening と投影物語り法～ 

日時：2020 年 11 月 28 日(土)10：00～17：00 
場所：オンライン 
講師：日本ゲシュタルト療法学会スーパーバイ

ザー 江夏亮氏 
参加者：会員 25 名 非会員 2 名 合計 27 名 
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江夏さんの『行き詰まりへの対処法と投影物語

り法』に参加して 

文：田中千恵子さん 
クライアントの行き詰まりへの対処法として、

とてもわかりやすく納得のいく内容であった。

「ゲシュタルト療法における従来の行き詰まり

の解釈は機能しているのだろうか」という問い

かけから始まった。ゲシュタルト療法では、クラ

イアントが行き詰ったとき、そこに居続けるこ

とを促進すると、いずれ内破に進み、オーセンテ

ィックな自分に出会うことができるとのことで

あるが、その考え方への疑問から始まったのは

インパクトがあった。 
それは、トラウマの考え方がなかったころ、

1950 年代、1960 年代のパールズの解釈として

は有効であった。しかし、近年、トラウマの概念

が出始め、クライアントの中に何が起きている

のかに私たちは気づき始めた、と江夏さんは説

明した。 
「行き詰まりの状態は、凍り付きやマイルド

な解離が始まっている可能性が高い」と、ポリヴ

ェーガル理論のわかりやすい解説が挟まり、ク

ライアントを自律神経系の耐性領域に戻すこと

の重要性を江夏さんは訴えた。 
最終段階で、江夏さんが開発された「投影物語

法」に内容が進んだ。これは、私にとって新鮮だ

った。私も SE を学ぶ中で、クライアントを安全

な領域に戻し、耐性領域に戻すことがどれほど

重要なことかはわかっているが、レパートリー

が増えた感じがしていて、本当にありがたい。お

二方とのセッションがあり、この手法がどれほ

ど有効かが伝わった。 
そして、江夏さんのお人柄と受容的お話のな

さり方が土台にあっての投影物語法だと思った。

あらためて、技法ではなく、ファシリテーターの

在り方、自身のセンサーの使い方が大切であり、

クライアントとの協同作業であることを再認識

した。 

【11 月 28 日アンケート結果報告】 
次に参加者のみなさんからいただいた全体的

なアンケート結果をご紹介します。 
１．今回の研修を受講してどうでしたか 
 ①とてもよかった 86％ 
 ②よかった 14％ 
 ③あまり良くなかった 0％ 
 ④よくわからなかった 0％ 
２．講座の内容について 
 ①とても分かりやすかった 76％ 
 ②分かりやすかった 24％ 
 ③分かりにくかった 0％ 
 ④よく分からなかった 0％ 
３. 今後 Embodied Listening や投影物語り法

を学びたいと思いますか 
①是非学びたい 86％ 

 ②もう少し経験を積んでから学びたい 14％ 
③興味はある 0％ 

 ④あまり興味がない 0％ 
４. ポリヴェーガル理論について 
①今回初めて聞いた 10% 
②言葉だけは聞いたことがある 33% 
③研修や本で見聞きしたことがある 48% 
④よく知っている 10% 

５. Embodied Listening について 
①今回初めて聞いた 33% 
②言葉だけは聞いたことがある 19% 
③研修や本で見聞きしたことがある 38% 
④よく知っている 10% 

６. 投影物語り法について  
①今回初めて聞いた 42% 
②言葉だけは聞いたことがある 29% 
③研修や本で見聞きしたことがある 29% 
④よく知っている 0% 

備考：今回の研修からの学びを更に充実させた

い方は、学会誌の第六号の論文「ゲシュタルトワ

ークにおいて投影と外在化と物語を組み合わせ

た試み」とＤＶＤ「投影物語り法」（チーム医療

ラーニング）をご覧下さい。  
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海外の学会の現状および取り組み、ワークシ

ョップの情報を紹介します。 
 
【海外学会の現状】 
前号でもお伝えしましたが、Association for 

the Advancement of Gestalt Therapy (AAGT)
は、2020 年 9 月より International Association 
for the Advancement of Gestalt Therapy 
(IAAGT)へと、名称変更致しました。今年度の総

会はオンラインで実施されたようです。初めて

のヴァーチャル会議で準備が大変だったという

状況は、海外でも同じだったようです。 
また、総会において Eduardo Rubio が次期理

事長に選出されました。新理事長の書簡の中に

「私たちのゲシュタルト・コミュニティーは、大

変重要な課題に直面しております。共同体であ

ること、包括性と対話に注視することに力を入

れる必要があります」とあり、各国・各タイムゾ

ーンの新理事を迎えるなど多様性に挑戦しよう

とする姿が見受けられます。今後の IAAGT の

動向にも注目したいところです。 
 
【学会・ワークショップ】 
☆ ブラジルのゲシュタルト療法団体（Gegt 

Acolher）との交流プログラムについて 
日本ゲシュタルト療法学会（JAGT）では、こ

の度ゲシュタルトネットワークジャパン（GNJ）
の百武正嗣代表のご紹介により、ブラジルのゲ

シュタルト療法団体（Gegt Acolher）と GNJ と

のオンライン交流プログラムに、JAGT 学会員

であれば誰でも参加できるようにいたしました。

このプログラムは、毎月 1 回 2 時間（6 月を除

く 2 月～10 月）、ブラジルと日本のゲシュタル

ト療法家が交代で講師を務め、ゲシュタルト療

法に関するプレゼンテーションを行うもので、

デモンストレーション・ワークを含むこともあ

ります。参加費は無料で、Gegt Acolher の

Patricia 矢野氏が通訳してくださるため、安心

して参加できます。オンラインのツールとして

は Zoom を使用し、ログインのための URL は、

その都度毎回、開催日の前日夜にこの JAGT ウ

ェブサイトに掲出いたします。海外のゲシュタ

ルト療法について知ることの出来る貴重な機会

となりますので、ぜひご参加ください。 
開催方法：オンライン（ビデオ会議システム

【Zoom】使用） 
対象：JAGT 会員限定 
参加費：無料 
開催日程：2021 年 2 月～10 月（6 月を除く、毎

月 1 回のみ） 
2 月 11 日（木）AM9:00 ～ AM11:00 

Jorge Ponciano Ribeiro 
3 月 11 日（木）AM9:00 ～ AM11:00 

Monica Alvim 
4 月 15 日（木）AM9:00 ～ AM11:00 
陣内祐輔 

5 月 27 日（木）AM9:00 ～ AM11:00 
Lika Queiroz 

7 月 15 日（木）AM9:00 ～ AM11:00 
百武正嗣 

8 月 12 日（木）AM9:00 ～ AM11:00 
室城隆之 

9 月 14 日（木）AM9:00 ～ AM11:00 
Claudia Lins 

10 月 14 日（木）AM9:00 ～ AM11:00 
Mariana Pajaro 

通訳：Patricia 矢野（ブラジル・エーカー大学 
教授） 

主催：Gestalt Acolher（ブラジルのゲシュタル

ト療法の団体）・ゲシュタルトネットワークジ

ャパン(GNJ) 
後援：日本ゲシュタルト療法学会（JAGT） 
 
☆ International Gestalt Research Conference

（国際ゲシュタルト研究会議） 
主催：ドイツゲシュタルト療法学会（The 

German Association for Gestalt Therapy：

～ 国際交流コーナー ～ 
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DVG） 
共催：EAGT（ヨーロッパ・ゲシュタルト療法学

会）・IAAGT 
テーマ： Gestalt for Future – Creating a 

network for research 
日時：2021 年 9 月 24 日～26 日 
場所：ドイツ・ハンブルク 
受付：https://research-conference-hamburg20

21.com/prices/ 
詳細：https://research-conference-hamburg20

21.com/program/ 
 
☆ IAAGT Biennial Conference（隔年会議） 

2020 年 9 月に予定されていた隔年会議は、

Covid-19 のため延期になりました。次回の会議

は 2022 年 5 月 17 日～22 日を予定しています。

場所は、予定通りアイルランド・クレア州で開催

される予定です。5 月はハイシーズンですが、

The Falls hotel は当初の価格設定で提供してく

ださるそうです。引き続き、続報をお待ちくださ

い。 
詳細：https://aagt.org/conference-cancellation/ 
 
☆  GATLA (Gestalt Associates Training Los 

Angeles) 2021 
Robert W. Resnick, Ph.D.と Rita F. Resnick, 

Ph.D.による。 
 ゲシュタルト・セラピー初級・中級・上級

トレーニング・プログラム 
場所：ロサンゼルス（アメリカ） 

費用：1,900 ドル（奨学金有り） 
2021 年 2 月 20日－21日、3 月 20日－21日、

5 月 15 日－16 日 
 カップルセラピー トレーニング プログ

ラム 
2021 年 7 月 11 日－17 日 
ゲシュタルト 
2021 年 7 月 18 日－30 日 
リトアニア共和国、ビルニュス市 

 フュージョン（融合）モデルからコネクシ

ョン（繋がる）モデルへ 
50 年にわたって Resnick 夫妻は国際的にゲ

シュタルトのカップルセラピー及びトレーナー

として活躍している。ボブ（ロバート）のセラピ

ー・ビデオ販売中。「融合」から「繋がる」こと

によって如何に人が関係性の中で成長するかを

このセラピー・ビデオは語っている。 

【会員の皆様へのお願い】 
海外の学会・ワークショップや書籍等の情報について、最新情報を掲載できるよう努めてお

ります。皆様の方で情報をお持ちであれば、広報担当理事までご連絡いただければ幸いです。 
また、皆様が海外の学会・ワークショップに参加された際には、その体験報告もニューズレタ

ーに掲載したいと考えています。もし掲載していただける方がいらっしゃいましたら、JAGT 事

務局までご連絡いただけますようお願いいたします。皆様からのご報告をお待ちしております。 
（広報担当・筒井優介） 



＜JAGT News Letter No.20＞ 

6 
 

 
【理事会主催勉強会】 
 ゲシュタルト療法 オンライン理論勉強会 
現在、新型コロナウィルス感染拡大の影響に

よって対面でゲシュタルト療法を学ぶ機会が少

なくなっています。そこで、日本ゲシュタルト

療法学会では、この度オンライン形式によるゲ

シュタルト療法理論の勉強会を企画しました。

計 9 回のシリーズ企画ですが、1 回ずつでも参加

できます。話題提供者は、日本ゲシュタルト療

法学会の理事が務め、毎回、学会発行の『ゲシ

ュタルト療法テキスト＜新版＞』の中から、各

話題提供者が選んだテーマを採り上げます。最

初に話題提供者がその会のテーマについての話

題を提供し、エクササイズ等を行い、後半はそ

れに関するディスカッションを行います。オン

ライン形式なので全国どこからでも容易に参加

可能な勉強会ですので、お気軽にご参加いただ

ければと思います。これを機に、ぜひゲシュタ

ルト療法の理論の学びを深めていただければと

思います。 
※ 【使用するテキストの購入】は、学会ホー

ムページからお願いします。 
https://www.ja-gestalt.org/study/text-info/ 

 
《開催スケジュールおよび話題提供者》 
2 月 21 日(日) 20:00～22:00：室城隆之氏 

3 章：ゲシュタルト療法の基礎理論 
～気づきとコンタクト～ 

3 月 20 日(土)14:00～16:00：筒井優介氏 
5 章：ゲシュタルト療法の重要なアプローチ 
～夢のワーク～ 

4 月 17 日(土)14:00～16:00：山本直氏 
2 章：ゲシュタルト療法の基盤 
～「今、ここ」から現象学～ 

5 月 22 日(土)14:00～16:00：水野賀弥乃氏 
2 章：ゲシュタルト療法の基盤 
～実存主義とゲシュタルト～ 

6 月 12 日(土)14:00～16:00：相模佳世子氏 

4 章：ゲシュタルト療法の基本的な概念 
～両極性～ 

8 月 21 日(土)14:00～16:00：高山豪史氏 
4 章：ゲシュタルト療法の基本的な概念 
～コンタクトバウンダリーの障害～ 

9 月 4 日(土)14:00～16:00：宮木智子氏 
3 章：ゲシュタルト療法の基礎理論 
～有機体的自己調節とホメオスタシス～ 
および 2 章：ゲシュタルト療法の基盤 
～場の理論～ 

10 月 22 日(金)20:00~22:00：三上道代氏 
6 章：ファシリテーターの在りよう 
～ファシリテーターとしての倫理～ 

11 月 27 日(土)14:00～16:00：渡辺光俊氏 
6 章：ファシリテーターの在りよう 
～自分に起きていることに気づく～ 

※ 開催日程および内容が変更となる場合があ

ります。 
《参加費》 

 全 9 回参加 単発参加 
会員 10,000 円 1 回 1,500 円 

非会員＊ 15,000 円 1 回 2,000 円 
（＊一般の方々、及び 年会費 未納の会員） 

詳細・お申込は、学会ホームページより。 
https://www.ja-gestalt.org/study/online-
study/ 

 
 
【研修委員会主催研修】 
各研修の詳細やお申込み・お問い合わせは学

会ホームページをご参照ください。 
申し込み： 

https://www.ja-gestalt.org/form_toi.html 
お問い合わせ：jagt-seminar@ja-gestalt.org 
 
 第 3 回 日本のゲシュタルト療法研究会 

「ファシリテーターの在り方 ～自分自身

に気づく～」 
目的：ファシリテーターの在り方を学び自分の

在り方に気づくことで、クライエントやグル

ープと向き合っているときの気づきの精度を

ワークショップ情報 
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高めファシリテーターとして成長につなげま

す。 
内容：ゲシュタルトのワークでは関係の中から

気づきが生まれ、それが癒しや成長につなが

ります。そのためにはファシリテーターが

「今・ここ」の自分に何が起きているかに気

づき続けることが必要です。今回は、ファシ

リテートしているときに起きる自分の体感覚

や感情への気づきを高め、それがワークをす

る人との関係にどう影響するかに焦点を当て

ます。ファシリテーターとしての在り方とは

どのようなものであるのかを知り、自分自身

がファシリテーターとしてどのような在り方

でいるのかに気づき成長に生かしましょう。

方でいるのかに気づき成長に生かします。 
講師：江夏亮氏・岡田法悦氏 
日時：3 月 7 日（日）10:00～17:30 
開催方法：オンライン 
対象：アドバンスコースの履修者、または 
同等の実績経験者 

定員：50 名（定員に達し次第締め切ります） 
参加費：会員¥5,000 非会員￥7,000  
＜当日の予定スケジュール＞ 
10:00～10:20 挨拶とチェックイン  
10:20～12:40 小講義、質疑応答 
       ワーク 1（江夏または岡田講師） 
       フィードバック、質疑応答 
12:40～13:40 昼休憩 
13:40～16:00 小講演 

ワーク 2（講師交代） 
16:10～17:30 全体意見交換・質疑、 

チェックアウト  
＜講師からのメッセージ＞ 
〇江夏氏 
私が担当する部分では、ファシリテーターの

中に起こる気持ちや身体感覚に気づいた時に、

それをどのように理解して、よりよいファシリ

テーションに繋げていくかがテーマとなりま

す。これまでのスーパービジョンではファシリ

テーターの問題とされていた中には、ゲシュタ

ルト療法の理論にはないクライエントとの関係

性の問題（転移、投影同一化）が主たる原因の

ものがあり、これを理解するとファシリテーシ

ョンの質がより上がります。それらについて解

説いたします。 
〇岡田氏 
私が担当する部分では、欧米で主流の関係対

話アプローチを、ゲーリー・ヨンテフ（パール

ズからトレーニングを受けたセラピスト）がま

とめた「対話」の基本（インクルージョン・肯

定的受容・プレゼンス・間（あいだ）に身を委

ねる）をお伝えし体験しながら、ゲシュタルト

の初心に戻って頂こうと思っています。 
 
 夢のワークのファシリテーション 
夢のワークについて「夢は自分からのメッセー

ジであり、解釈や分析せずクライエントとともに

探す」とよく聞きますが、この研修はゲシュタル

ト療法における夢のワークを理論（講義）やワー

クのデモンストレーションから実践的に学習す

ることができます。また、当日は心理学世界での

夢のワークの代表的な理論も講義がありますの

で参考にしファシリテートの幅を広げましょう。 
開催：2021 年 6 月 27 日（日）10:00～17:30 
会場：オンライン 
定員：50 名 
参加費：会員¥5.000 非会員￥7,000 
講師：江夏亮氏 
＜当日の予定スケジュール＞ 
午前  講義 

「夢のワーク」の理論と事例、 
ファシリテートする際のポイント 

午後  講師によるデモンストレーション 
「夢のワーク」の個人ワーク 
（クライエントは参加者より募ります） 
フィードバック、質疑応答 

 
 第 3 回 JAGT グループファシリテーション

講座 
ゲシュタルトワークショップをファシリテー

トする方法とコツを講義と実習で学びます。 
開催：2021 年 10 月 2 日（土）10:00～17:30 



＜JAGT News Letter No.20＞ 

8 
 

会場：オンライン 
対象：アドバンスコースの履修者、または 
同等の実績経験者 

定員：30 名 
参加費：会員¥5,000 非会員￥7,000 
講師：岡田法悦氏 

2018 年（大阪）、2019 年（東京）で開催した岡

田法悦氏による「グループファシリテーション講

座」を好評につき今回はオンラインで開催するこ

とになりました。 今回の内容は、ワークショッ

プを開催する際に最も重要視される「安心・安全

な場」についてです。暫定トレーナーや新審査委

員にもぜひ参加していただきたい講座です 
内容：ゲシュタルトワークショップで起きるトラ

ブルの原因で多いものの 1 つにフィードバック

があげられます。今回は、改めてフィードバッ

クとは何かを確認し、メンバー同士のトラブル

が起きた場合にどう対応するかなど、ファシリ

テーターとしての場への関わりを具体的・実践

的に学びます。また、最近オンラインでのワー

クショップ、カウンセリングが増えていますが、

オンラインならではの注意事項についても考

えます。 
＜当日の予定スケジュール＞ 
1.基本を確認する【グループ討議】 
フィードバックとは何か ― アドバイスや分

析・解釈との違い 
ファシリテーターによる〝フィードバックへ

のフィードバック〟の大切さ 
メンバー同士のトラブルにファシリテーター

はどう対応するか 
2.フィードバックの実際【体験実習】 
3.ゲシュタルトワークショップにおける「安心・

安全」とは何か ― 心の痛みやネガティブな感

情回避する〝ぬるま湯〟的な場との違い【確認

と実習】 
4.オンラインならではの注意事項について【解説】 
※当日は参加者自身がご自身の体験や感じてい

ることを話し合い、意見をまとめ、岡田氏が補

足、解説を行います。 

 第 4 回 日本のゲシュタルト療法研究会 
「ファシリテーターの在り方その２ ～“難

しい”と感じるクライエントへのかかわり方

～」 
開催：2022 年 3 月 6 日（日）10:00～17:30 
会場：オンラインまたは集合研修かは状況次第 
定員：30～50 名 
参加費：会員¥5,000 非会員￥7,000 
講師：江夏亮氏・岡田法悦氏 

2021 年 3 月 7 日の研究会で参加者の関心が合

ったテーマをさらに掘り下げます。 
例えば「自分が難しいと感じる」クライエントへ

の対応をファシリテーターとしてどうするか 

などを、講師の話だけでなく自分自身や他の方の

体験を共有し対応についてともに学び研究して

いく講座となっています。 
 
【学会アンケート 研修会に関する集計結果】 
昨年皆さんに協力いただきました学会アンケ

ートの研修会に関する内容の要望として以下の

結果がでました。 
1 グループファシリテーションの方法 ２２％ 
2 ファシリテーションの方法     １７％ 
3 夢のワーク            １７％ 
4 スーパービジョンについて     １６％ 
以上の結果に基づき、今後の研修を企画いた 
しましたので、是非ご参加ください。 
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○ 2021 年度年会費振込のご案内 
会員の皆さま、学会活動運営費の基盤となり

ます年会費のお振込みを下記の通りお願い致し

ます。 
昨年度よりコンビニ振込用紙は、手数料値上

げのため採用を変更しました。 
※学会会計の都合上、2021 年度年会費のお振込

みは 2021 年 4 月 1 日以降にお願い致します。 
 

2021 年度年会費は、5,000 円です。 
振込手数料は個人負担でお願い致します。 

【振込先】 
三井住友銀行 横浜駅前支店 
普通 8863229 
日本ゲシュタルト療法学会 理事長 
室城隆之（むろきたかゆき）  

 
※2021 年 4 月には新年度となりますので、学会

ウェブサイトの会員ページ・パスワード更新

に伴い年会費の納入が必要となります。ま

た、学会認定コースの修了証発行については

コース受講期間中分の年会費の納入が必要と

なります。 
 
 
○ 学会事務局 FAX の廃止について 

2021 年 3 月 31 日をもちまして、学会事務局

の FAX を廃止させていただきます。廃止日以降

のご連絡につきましてはメール、電話、問い合

わせフォームをご利用いただきますようお願い

いたします。 
 

○ 退会手続きについて 
退会手続きは、 

・会員本人から退会の意思表示があった場合 
・３年間年会費が未納になると除籍 
となる以外は会員としての資格が継続してお

り、年会費のご請求や送付物、メールマガジン

等のご連絡をしております。 
退会の意思表示方法については、以下のいず

れかにて退会希望の旨のご連絡をお願いいたし

ます。 
＜連絡項目＞ 
 会員番号・氏名・退会希望の旨・登録の住所 
【学会事務局へのメール連絡】 
 jagt@ja-gestalt.org 
【学会 HP の問い合わせフォーム】 
 https://www.ja-gestalt.org/form_toi.html 
【FAX】 
 045-752-1859（2021 年 3 月末 FAX 停止） 
【郵送】 
 〒235-0023 神奈川県横浜市磯子区森 

1-10-9-201 ハートフリースペース内 
 日本ゲシュタルト療法学会 
行き違いで直近の郵送物・メールマガジンが届

く場合がございますのでご了承ください。 
また退会に伴う納付済年会費の返金はございま

せんので、ご了承下さい。 
 

事務局からのお知らせ 

 

《編集後記》 理事として今年で 3 年目、任期として最後の年に突入します。1 年目は引継ぎだけで

バタバタしておりましたが、徐々に色々なことが見えるようになってきたように思います。まだまだ

皆様が望むような動きができていないのではと思うこともありますが、今後も広く皆様からのご意見

を伺い、思いを反映できるよう頑張りたいと思います。（広報担当・筒井優介） 

日本ゲシュタルト療法学会 

〒235-0023 神奈川県横浜市磯子区森 1-10-9-201 ハートフリースペース内 
TEL 045-752-1759 ／ FAX 045-752-1859 

WEB: https://www.ja-gestalt.org 


