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日本ゲシュタルト療法学会第 12 回大会のご案内 

大会実行委員長 三井洋子 
【大会テーマ】 ～気づく 選ぶ 生きる～ 
【趣旨】 
今回の新型コロナのパンデミックは、自然の大きなシステムの中で起こ

っている出来事であり、これをどのようにとらえ、どのように生きていく

のかを問いかけられているようでもあります。地域や仕事・家族構成や人

とのつながり等によって、どのように感じどのように対処してきたか、そ

れぞれに全く異なるかもしれません。 
生命を守るため、感染を広げないために人との距離をとるという感染対

策が推奨されましたが、一方で人とのつながりを作り維持する努力も重ね

られてきました。一人ひとりがコロナ禍の先が見えない不安の中で、「今ここ」で何を大切にするか、ど

のようにリスクを負うか選択をしてきました。 
今、またオミクロン株による第 6 波といわれる中、自分としてはかかっても軽症であろうと自分視点

の人もいれば、高齢者や子どもの集団にウイルスを持ち込まないためにどうするか、持ち込まれてしま

ったときにどうするか、ギリギリのせめぎあいの中にいる人たちもいます。 
それぞれの場で何に気づき、何を選び、どのように生きてきたのか、このコロナ禍を経て何を大切に

どのように生きていくのか、互いの思いを語り聴く場となったら幸いです。 
 
【企画／運営】 日本ゲシュタルト療法学会第 12 回大会実行委員会 
【大会長】 三井洋子 
【大会事務局長】 中山史 
【日程】 2022 年 7 月 16 日(土)  11:00～18:00 

7 月 17 日(日)  9:00～18:30（総会を含む） 
7 月 18 日(月・祝)  9:00～16:30 

【開催方法】 Zoom によるオンライン会議 
【参加費】 会員  18,000 円（参加日数に寄らず） 
  会員 早割 15,000 円（参加日数に寄らず） 
  非会員  1 日参加 10,000円 （2日 20,000円、3日 30,000円） 
【参加申込】2022 年 5 月 1 日～6 月 30 日（早割 5 月 31 日まで） 
【プログラムの概要】 

7 月 16 日（土） 
開会行事・大会長スピーチ・研究発表（150 分）・ナンシー博士の講演（90 分） 

7 月 17 日（日） 
ＪＡＧＴ総会・百武氏講演「ダイアログとゲシュタルト」（60 分）・ダイアログ＆ワークショップ＆

自主シンポジウム（120 分）・ナンシー博士のワークショップ（120 分） 
7 月 18 日（月・祝） 
ミゲル博士の講演（120 分）・ダイアログ＆ワークショップ＆自主シンポジウム（120 分）・フィー
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ドバックの会・閉会行事 
プログラムの詳細は、研究発表やワークショップ・自主シンポジウム等の申し込み締め切り後、ＨＰ

上でお知らせします。 
【研究発表・ワークショップ等申込】 

2022 年 2 月 11 日～3 月 31 日（抄録の締め切りは 5 月 31 日） 
発表を希望される方は、下記内容をメールで happyo@jagt12taikai.net までお送りください。 

＜研究発表＞ 7 月 16 日の午後 3 時間（発表 30 分、意見交換 15 分程度の予定） 
① 研究テーマ 
② 研究メンバー 
③ 発表者（研究メンバーの中から 1 名） 
④ 研究の要旨（100 字程度） 
⑤ 発表分野の意向がありましたらお知らせください 
（臨床分野・社会活動分野・教育分野・産業分野・その他） 

＜ワークショップ＞ 7 月 17 日・18 日のいずれかで 2 時間 
① テーマ 
② 内容等おすすめの一言（100 字以内） 
③ ファシリテーター（複数いる場合は中心になる人を◎でわかるようにしてください） 
④ 参加資格や人数に制限（ある：人数○人以内，参加資格 or なし） 

＜自主シンポジウム＞ 7 月 17 日か 18 日のいずれかで 2 時間 
① テーマ 
② シンポジウムの内容について（100 文字程度） 
③ シンポジスト 
④ 主催の代表者 

 
【研究発表の事前講座】 

様々な分野でゲシュタルトアプローチをベースにしたかかわりを試みていただいていると思います。

ぜひ実践報告として会員相互で共有しましょう。研究発表に慣れていないので躊躇してしまうという

方のために、事前学習の講座を企画しました。まとめ方についてはご相談にのりますので、チャレン

ジしてみてください。 
日時  ：2022 年 4 月 10 日（日）19:30～21:30 
開催方法：zoom 利用によるオンライン開催 
内容  ：研究発表に関するレクチャー 
講師  ：室城隆之氏（日本ゲシュタルト療法学会第 4 期理事長） 
対象  ：第 12 回大会で研究発表を予定している方のうち希望者 

 
【招聘講演紹介】 
＊ナンシー・アメント-リヨン博士 (Dr. Nancy Amendt-Lyon) 

ニューヨーク州ニューヨーク生まれ、米国、スイス、オーストリアで心

理学を学び、修士号と博士号を取得。19 歳の時にフリッツ・パールズの

mailto:happyo@jagt12taikai.net


＜JAGT News Letter No.22＞ 

 

3 
 

ワークショップに参加。オーストリア、ウィーン在住。 

オーストリアゲシュタルト療法協会（ÖVG）会長。オーストリア心理療法学会（ÖBVP）とヨーロ

ッパゲシュタルト療法協会（EAGT）の会員。イタリアの国際ゲシュタルト療法および精神病理学

研究所（www.ipsig.it）、および、チェコのトレーニング・インスティテュート・ゲシュタルト・ス

トゥディア（www.gestaltstudia.cz）におけるトレーナー。 

ゲシュタルト療法、ジェンダー、社会政治的関連の問題に関するトピックについての著作と多数の

記事あり。 

 
＊ミゲル・カルロス･ホアキン・マリン博士 (Miguel Carlos Jarquin Marin Ph.D) 

メキシコの教育学者、哲学者、心理療法士。 
ホセバスコンセロス大学を設立、グアダラハラに西部地域ゲシュタルト

療法研究所（INTEGRO）を設立。 
現在、シナロアのヒューマニスト研究所のファシリテーター。 
ラテンアメリカにおける実存療法(existential therapy)の権威であり、メ

キシコを中心にいくつかの大学等における教育活動、ビジネスコンサル

タントとしてコミュニティやプロジェクトに従事。 
ゲシュタルトのトレーニングにおいては、変化、意識、深さなど実存主義哲学から派生するユニー

クなアプローチを開発した。 
 
第 12 回大会の詳細については、大会ＨＰにて随時お知らせします。 
https://jagt12taikai.net 

 
（写真：2022 年 2 月 15 日取得）  

https://jagt12taikai.net/
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【特集】日本ゲシュタルト療法学会 第 4 期理事会 

～任期終了にあたって～ 

第４期理事会の任期終了にあたって（ご挨拶） 

日本ゲシュタルト療法学会理事長 
室城隆之 

早いもので 3 年の月日が流れ，日本ゲシュタルト療法学会第 4 期理事会は，

2022 年 3 月をもって，その任期を終了することとなりました。これまで私たち理

事会を支え，励まし，学会の運営にご協力いただきました会員の皆様に，厚く御

礼を申し上げます。 
第 4 期理事会はそれまでの理事会とは異なり，学会認定スーパーバイザーなど

学会立ち上げ当時から理事を務められてきた方々が退任され，新しい理事を中心

としたメンバーで結成されました。そのため，理事の仕事に慣れるまでに時間がかかり，皆様にご迷惑

をおかけした点もあったかと思います。また，ようやく理事の仕事に慣れてきて，これから学会のため

に貢献しようという気運が高まった時期に，新型コロナウィルスの感染が拡大し，活動の制限を余儀な

くされ，志半ばで退任の時期を迎えざるをえなかったことをたいへん残念に思っています。 
しかしながら，そのような状況の中でも第 4 期理事会は，オンラインという新しい手段も用いながら，

できる限りの努力をしてきました。新しい理事が多かったからこそ，皆でこれまでの学会の在り方を振

り返り，どのような学会にしていきたいかを真剣に話し合い，多くの時間をかけて学会の運営に取り組

んできました。 
具体的にはまず，学会は会員皆で作り上げていくものという考えのもとに，会員の皆様にアンケート

にご協力いただき，そこで得られた回答を学会の運営や研修などに反映させていくようにしてきました。

また，これまでコミュニケーションが不足していた登録団体や評議員会と，オンラインでの会議を定期

的に実施し，コミュニケーションを深めるようにしました。さらに，2021 年度の第 11 回年次大会は，

初めて理事会主催でオンラインにて実施し，その際に参加者全員でゲシュタルト療法やゲシュタルト療

法学会について考える機会をもうけました。そこでの話し合いの内容も，その後の学会の運営に活かさ

せていただいています。これらに加えて，理事会のメンバーが話題提供者になり，学会テキストの勉強

会をオンラインで実施し，多くの方にご参加いただき，好評を得ることができました。 
一方で，学会の厳しい財政状況を鑑み，学会の活動に支障を来さない範囲で可能な限りの経費削減に

努めるとともに，会員の皆様にもご承認いただいて年会費を値上げし，これまで大会収入に頼らざるを

得なかった財政状況を，大幅に見直すことができました。このような努力は目立たないものではありま

すが，第 4 期理事会の大きな成果であったと考えています。 
もちろん，人材育成制度のあり方など，学会としてはまだ多くの課題を抱えており，第 4 期理事会の

活動が不十分であった面もあったかと思います。その点につきましては，たいへん申し訳ありませんが，

第 5 期理事会の方々に引継いでいただき，ますます良い学会にしていただくようにお願いしたいと思い

ます。 
最後に私事ではありますが，第 3 期，第 4 期と 2 期にわたって理事長を務めさせていただきました。
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力不足で皆様にご心配やご迷惑をおかけしたことも少なくなかったと思いますが，理事，評議員，登録

団体や会員の皆様の温かい御協力や励ましをいただき，任期終了まで務めることができました。この場

をお借りして，深く御礼申し上げます。ありがとうございました。 
 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
第 4 期理事会・評議員会は 2019 年 4 月より活動してまいりました。2022 年 3 月で、3 年の任期が終

了となり、4 月からは第 5 期理事会・評議員会の活動が始まります。 
本誌では第 4 期理事より、この 3 年間の活動を振り返ってのコメントを掲載いたします。 
 

【副理事長】渡辺 光俊 
担当：副理事長、選挙、大会 

4 期理事として、2019 年４月から 2022 年 3 月までの 3 年間（任期としてはも

う少しありますが）、活動させて頂きました。当初は、どのように進めて行けば良

いか、理事の皆さんと色々話し合いをしました。そして、今期の理事会は、コロナ

との対応に追われた 4 期でもありました。 
理事会としては、打合せをしたり、学会を少しでも良い方向に行くよう、悩んだ

3 年間でした。コロナにおいては、各個人はもちろん、各勉強会の皆さんも大変なご苦労をされている

かと思います。まだ、終息とまでいかない状況のなか、“あともう少し”と思いながら今日まで来ました。 
ただ、コロナも悪いことだけではなく、Zoom というオンラインの可能性を見出すことができました。

勿論、最初から上手くはいかず、苦労がたくさんありましたが、2 年経つなかで、Zoom というツールも

当初と比べるとかなりバージョンアップしましたし、利用する側もだいぶ慣れてきました。今でも対面

の方が良いことはたくさんあると思ってはいますが、オンラインという形で、皆さんと繋がることがで

きたことは、とても良かったと思っています。白坂さんはじめ、GNK の皆さんよりご協力頂き、プレ大

会というかたちでオンラインで開催できたことは、とても大きかったと感じています。そして、去年に

は、すべてオンラインで大会を開催することができました。 
また、理事会が主催で Zoom を活用し、オンライン勉強会を開催することができました。とはいえ、

学会運営やコロナへの対応に追われ、学会をより良くしていくということについては、まだ道半ばで終

えることになることになり、大変残念な気持ちではありますが、一（いち）サラリーマンが、学会の副

理事長という立場で、関わらせて頂いたことは、とても苦しくもあり、やりがいもあり、得難い経験を

させてもらいました。こうした立場の人間が、理事に関われるというのも日本ゲシュタルト療法学会の

面白いところであり、学会員のみなさんの懐の広さに感謝しています。 
今後、どのような学会になっていくかは、次期理事会のみなさんに託したいと思いますが、どのよう

な形であれ、ゲシュタルト療法がより良く発展していくことを願っています。 
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【理事】相模 佳世子 
担当：事務局長 

3 年間学会の事務局を担当させていただき残り一か月となり、やっとここまで来

たと安堵しています。 
当初は、業務内容の把握に時間を要し、目の前のことに一生懸命取り組むだけで

した。そして、3 人体制から 2 人体制と事務局人数も少なくなり、業務の改善を迫

られ、結果それが経費節減に繋がりました。 
事務スタッフの朋加さんと協力して、学会員と一般の方からの問い合わせに対しては、早く丁寧に対

応することを大切にしてきました。不慣れなことが多く、前任者の方や理事の皆さんにご助言いただき、

何とか進めてきました。 
理事会主催の大会や勉強会は、室城理事長の「しっかり準備していきましょう」の言葉に、理事会が

結束していきました。第 4 期のメンバーは、率直な意見交換が出来る雰囲気だったことが大変有難かっ

たと思います。 
事務局は、契約関係の業務もあり、その際はこの学会が法人ではなく任意団体で、つまり個人の団体

の部類に入り、手続きに手間が掛かる場合が多くありました。第 4 期ではできませんでしたが、今後更

に活動を外部に広めていく上では、組織の変革があると思います。任期を終えるにあたり、日本ゲシュ

タルト療法学会が末永く社会に貢献されることを切に期待いたします。 
 
 
 

【理事】定行 雅代 
担当：財務、大会 

3 年間を終えて。 
最初は分からないことが多かったと思っています。学会の立ち上げ当初は必要だ

ったことが、10 年目を迎えて見直していく時期にあったのでしょう。今までの道の

りを踏まえつつ、経費の削減や会費の見直しなどこれからの学会の姿を理事の皆さ

んと一緒に模索した 3 年間でした。 
また、最初の年は仙台の 10 周年大会開催年、最後の年は理事会による大会開催年でした。3 年の間に

2 回の大会の開催に関わることになり、個人的には時間が凝縮したような感覚を覚えました。本来の理

事の仕事ができたのかと自問しますが、それでも 3 年間を過ごせたのは他の理事の皆様に助けていただ

いたおかげです。 
会員の方には学会がもっと身近なものとして感じていただければいいなと考えております。そのため

にもこれからは一会員として参加しながら、学会がさらに発展していくようにお手伝いできればと思っ

ております。  
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【理事】高山 豪史 
担当：広報（ホームページ）、規約 
思い起こすと在任期間の 3 年のうち、コロナ過の影響を受けなかったのは、最

初の１年だけで、残りの 2 年は、まさにウィズ・コロナを体現。あれも、これも・・

がオンラインへとシフトする潮流の中、設立以来 10 年の歴史を持つ我々JAGT も

これを契機に次のフェーズへの変革を想い描く第 4 期の理事活動となりました。 
初年度は、毎月の Zoom で開催される理事会に出席して、学会の構成や、事業

運営の約束事のイロハを学びつつ、皆さまのご協力を得てようやく 2 年目には、学会のウェブサイトを

新しいサーバーに移設し、画面デザインの変更などを行って、一部を刷新し更新することができました。

学会サイト内に《会員専用ページ》を設置して、会員向けの情報と一般向けの情報を区分しました。 
そして、3 年目には理事会主催の第 11 回大会の特設サイトを制作して学会サイト内に設置し、会員の

皆さま、そして一般の皆さまへの利便性を考慮いたしました。また、認定登録団体、会員主催によるワ

ークショップやセミナーの開催情報について、お申し込みをいただいて学会サイト上に掲載、告知をす

る仕組みを構築して、更なる会員の皆さまの利便性の向上に努めるべく励んでまいりました。 
とはいえ、まだまだ十分には学会の活動に寄与できていない…との思いがある中、4 期から第 5 期へ

残留する理事の 1 人として推薦をいただきましたので、第 5 期での 3 年間も着実な学会の発展のために

何かしらのお役に立てれば…と思っております。引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。 
 
 
 

【理事】筒井 優介 
担当：広報（ニューズレター）、編集、大会 

3 年間の任期があっという間に過ぎていきました。毎年・毎月、やることは

いっぱいで、特に最初の 1 年は引き継いだ仕事を覚えることでいっぱいいっぱ

いでした。徐々に仕事にも慣れてくると、学会のことが見えてくるようになっ

てきました。若輩者で知識不足・経験不足ではありますが、ゲシュタルト療法

学会の一員としてできることはないだろうかと模索しながら、毎月の理事会で

も可能な限り発言をしてまいりました。学会の課題解決に向けて取り組んでまいりました。この第 4 期

で実施できたことも多くありましたが、それでも積み残しはあり、振り返って観るとやはり 3 年間は短

かったです。 
この第 4 期理事は、お互いに感じたことを発言し合える、そしてそれを受け止める雰囲気が自然とで

きていたような気がします。私が気後れせずに参加できたことも、理事の皆さんのプレゼンスのおかげ

です。その成果として、第 11 回大会を理事会主催で開催するということができたのだと思っています。

毎月の理事会に加え、大会準備のために打ち合わせすることになり、大変ではありましたが、今となっ

てはこのメンバーで主催できて良かったと感じています。ありがとうございました。 
今後も、ゲシュタルト療法の普及と発展のために何ができるかを“考動”していきたいと思います。

引き続き、第 5 期理事として推薦していただきましたので、次の 3 年間も学会発展のために貢献したい

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。  
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【理事】三上 道代 
担当：研修 
会員の皆さまにこの 3 年間、研修会に参加していただきまして、本当にありがと

うございました。ここ 2 年間はコロナ禍の中で対面での研修がままならず、オンラ

イン開催となりました。最初はオンラインに慣れず参加者が ZOOM に入れない等

のトラブルでご迷惑をおかけしたこともありました。それに対して温かい気持ちで

不満も言わずに参加していただいたことは今でも忘れられません。また、オンライ

ンで開催したからこそ、遠方に住んでいる方々が参加しやすくなったというメリットも感じることが出

来ました、オンライン開催は遠方の方々が参加しやすいことや、やり方を工夫すれば対面に近い効果が

期待できるという実感があります。コロナが収束しても、オンラインのメリットを生かし是非何度かは

開催していただけたらと思っています。 
また、会員の皆さまに研修についてのアンケートに協力していただき、皆さまがどのような研修を望

まれているかを知ることが出来ました。アンケートの中で皆さまの望まれる海外の講師をお呼びして研

修会を開催できればという思いもありましたが、予算その他の事情があり開催することが出来なかった

ことは深くお詫びいたします。 
最後に、研修会開催については会員の皆様の協力はもちろんですが、研修会を支えて下さる研修コア

メンバーの方々や、企画や打ち合わせなどを重ねて要望に応えて下さった講師の皆様、事務局やホーム

ページを担当してくださったスタップの皆さまに心から感謝しております。 
この 3 年間皆さんのご協力に心から感謝いたします。 
 

【理事】水野 賀弥乃 
担当：国際 
第 3 期、第 4 期の理事を務めまして、この 3 月で降りることとなりました。第 4

期の私達は、その任期の殆どの 2 年間をコロナ禍で過ごしましたが、初年より Zoom
を駆使して理事会を開催しておりました。新しい形式の理事会で、今思いますと画

面上の枠の中でのミーティングにもかかわらず、手を取り合って助け合いながら歩

んだ 3 年間であったと実感致しております。2021 年第 11 回大会においてゲシュタ

ルト療法学会の原点に立ち戻って、会員の方々と共に考え、思いを共有し繋がることができたことを嬉

しく思いました。会員へのアンケートや勉強会の開催も然りです。地道に学会の課題をあぶりだせたこ

とは、今後の学会の発展への一歩となることを願うものです。国際担当としては、IAAGT (The 
International Association for the Advancement of Gestalt Therapy)から得られた海外情報を拙い翻訳

をしながらご紹介して参りました。少しでも外からの風を日本の学会に居ながら感じて頂けましたら幸

いとの思いでございました。万国共通の人としての想いや文化芸術を通しての視点等、ゲシュタルト療

法の幅の広さを学ぶことが出来ました。それは人間という存在の幅の広さと深さに、ゲシュタルト療法

に携わる私達ひとりひとりが関わっているということを自覚させる学びでございました。会員が理事と

して関わって学会を築いてゆくことの大切さを目の当たりにした 3 年間を有難く思います。室城理事長

の温かく受容れてくださるリーダーシップの元、各理事が意見を出し合い尊重し合って歩んだ 3 年間、

皆様、真にありがとうございました。  
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【理事】宮木 智子 
担当：研修 
３年間の任期がもうすぐ終わろうとしています。思い起こせば 2019 年春に前

任との引継ぎで新理事の顔合わせがあり、4 月からは ZOOM での理事会がはじ

まりました。そして年が明けると世の中がコロナ一色になり行動が制限されるよ

うになりました。大会や WS、トレーニングコース、研修会などなかなか人が集

まることができなくなりましたが、それでも「みんなに会いたいよね」と ZOOM
開催で行うことができるようになりました。また、実際やってみると ZOOM の方が遠方の方も参加し

やすく、参加費も抑えられることに気がつきました。研修会を行うにあたりコロナ禍で不自由さもあり

ましたが、ないはないなりに工夫し、参加者の方に少しでも満足していただけるよう努めてきました。 
仕事をしながらの理事は大変でしたがメンバーに支えられ 3 年間やってこれました。4 期理事のメン

バーは隠れたつわのものの集まりで、その皆さんの中で自分ができることをさせてもらい、無理しない

でいられたことを大変ありがたく思っています。誰もが自分らしくいられること許してくれたメンバー

でした。同期のみなさん、ありがとうございます。そして、一回も議事録の書記をしませんでした。ご

めんなさい<m(__)m>。 
コロナ禍になるのと同時くらいに仕事が忙しくなりWSにもなかなか参加できずゲシュタルトに触れ

ることができないともどかしく思っていました。しかし、最近は生活をしていく中でゲシュタルトをた

くさんみつけ、「ああ、生きてるなぁ～」と実感することがあります。“人が生きているところにゲシュ

タルトあり”、そんな暮らしの中のゲシュタルトがもっともっと広がっていくよう心から祈っています。 
 

【理事】山本 直 
担当：審査委員会 
第 4 期理事会を終えるにあたり、振り返ってみるといろいろな企画や実際の取り

組みが出来たことをうれしく感じています。そこに大きく影響を及ぼしたのが「コ

ロナ禍」です。私は 3 期も理事で居ましたが、月に１回の理事会には大阪から東京

まで足を運んでいました。もちろん理事会だけのためではなく、従兄弟たちを訪れ

たり、美術館、科学館など見たいところがあったので、そのような時間もとれたか

ら楽しかった。 
何かの変化は次の何か変化を産むもので、コロナ禍は自宅でいながら会議が出来る。そして更にこの

変化を拡大して、評議委員との合同会議、並びに各団体との会議がオンラインで可能になった。それま

で、文章（テキストだけ）のやりとりでしたが、顔を見ての話し合いはそれまでと違い、ある種の結び

つき（ゲシュタルト仲間というか）を感じさせ以前よりもスムーズに事を運ぶことが出来たと感じてい

ます。 
また、新しいこの 4 期は、理事会主催の、「テキスト勉強会」「夏の大会」を企画運営することが出来

た。特に勉強会では「これが正しい」というのではなく、自分のとらえ方を報告して、みんなで考えて

もらう事に主眼を置いた。その意味で《講師》ではなく《話題提供者》とした。だからこそ、いろいろ

な広がりを持つ、つまり、正解を求め理解することでなく、視点を変えた意見、などを共有するという

機会にした。これからも、理事会が会員とつながるこのような機会を今後も望むものである。 
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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】 

IAAGT ニュースレターの情報を元に、海外の

状況をご紹介致します。 
 IAAGT 大会のご案内 
期間：2022 年 5 月 17 日～22 日 
場所：Falls Hotel（クレア州エニスタイモン・

アイルランド） 
2021 年 12 月 20 日から大会申し込みを受付け

ております。テーマは以下の通りです。 
「追放（さすらい）と帰属（相互信頼）の境界」

‘Edges of Exile and Belonging’ 
大きな大会となることを期待しております。お

早めにホテルの予約をお願いいたします。 
問合せ先：Nicola Ray: admin@iaagt.org 
https://iaagtireland2022.com/ 

※ 日本からは百武正嗣さんが担当されます。 
5 月 17 日  8:30-18:00：Trans-generational 

Experiential Workshop-Japanese Style 
5 月 20 日 8:30-10:30：Zen Japanese Style 

Family System Workshop 
詳細：https://iaagtireland2022.com/PRE-CON

FERENCE%20AND%20CONFERENCE%
20WORKSHOPS.pdf 

（※：広報担当による追記） 
 

 会員からの投稿（要旨） 
１）「Care」会員からの一言（Tine van Wijk, ア
ムステルダム：2021 年 11 月 9 日付） 
2021 年は「気を掛ける（giving care）」「気を付

ける(taking care)」「気遣いを戴く(receiving care)」
等、これら全てに通じる「Care」の年であり、「Care」
を仕事とする Tine は、全身全霊をもってクライ

アントに耳を傾ける。その語られる言葉の奥底の

傷ついた魂へ、そして読者へ、Tine は、本投稿に

おいて述べる。我々自身が自らの最高の世話人で

あり、またその世話を受ける者である。それは

我々自身が既に持っているものを受容れること

を学ぶだけで良いのだ。誰にとっても人生は辛い

が、誰にとっても人生はまた寛容なのである。 
 

２）Sound of Silence：沈黙と空間についての気

づき（Crystal McGregor, LMHC） 
コロナ禍で沈黙を余儀なくされた歳月の中で、

Crystal はセラピストとして、沈黙が耐え忍ぶ一

方のものではなく、癒しの偉大な力ともなること

を学び、沈黙の芸術性の恩恵を人生とセラピーに

活用しようとする。セラピーの中で沈黙や空間は

何もない（不在）ではなく、沈黙と不在の妙（芸

術性）、何をあなたがしていないかが最も大切な

ものであることに気付いた。話をしないで自分自

身を信じることは最も難しい。空間を持つこと、

沈黙をたもつことは一番難しいスキル。永い間、

何をするか、何を言うかを重点に教えられ、セラ

ピーはファシリテートの技のなせることと思い、

存在の在り様（芸術）と思っていなかった。しか

し人間として、自分自身の根源に繋がっているこ

とを深く心の奥底で理解すること、瞬間に合わせ

ること、そしてセッションの未知なることを抱き

とめる能力があることを学んでいる。このことを

実行することは難しい。だが喪失や社会的人間関

係が損なわれた日々の中で、静止の中に得たもの、

沈黙がもたらしたパワフルな力、Crystal が求め

るこの神秘的な術を学ぶ努力を後押した沈黙：そ

れは、私たちと他者にある存在という妙（芸術）

なのである。 
 

３）フリッツ・パールス、チェアワークと 4 つの

対話（Scott Kellogg, Ph.D.：変革的チェアワー

ク心理療法プロジェクトの創始者） 
http://transformationalchairwork.com  
kelloggchairwork@gmail.com 

2001 年秋、パールズの「ゲシュタルト療法バー

ベイティム」（ナカニシヤ出版－訳者追加）を読み、

その後、Scott の人生は変わった。チェアワークが

～ 国際交流コーナー ～ 
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他の療法にはない素晴らしい力があること、50 年

以上チェアワークに携わり 4 つの対話を明確化し

て、クライアントとの基本的な場を受け入れるこ

とを見出した－声を引き出し、話を語り、内なる

対話、そして関係性と出遭い。 
声を引き出す：患者を本来の椅子から別の椅子

に移動することを促し、自分自身や自分自身の一

部となり、彼らの本来の気持ちに接する深い経験

を促す－バイザーの変容の逆説的理論を顕す。彼

らはパートワーク（partwork）をすることによっ

て、自分自身や自分自身の一部となり、セラピス

トはその彼等や彼等の身体の一部分に問いかけ

る－このことが内部統合と均衡を可能する。 
話を語る：トラウマや後悔を扱うには、本人が

安全だと思う関係性の中で同じ話を語ってもら

う。それには第三者の人物となって話すように促

す。このことによって、彼等は、強い感情を維持

しながらも、語るに辛い話から距離をおいて話す

ことが出来る。 
内なる対話：内なる葛藤に焦点を当てることで、

当人の部分部分を再調整することに繋がる。自己

批判は健全な自己自身によって対峙され、怒りは

自己を正当に表現することによって和らげられ

る。それによって個人は感情と内なる痛みに苛ま

れていた状態を、その感情と内なる痛みをコント

ロールできる状態に変えてゆける。 
関係性と出遭い：過去の人物、あるいは現在、

未来の人物が、一方の椅子に座っていると想像し

て話すことによって、患者は感情のサイクルに繋

がって、一方の椅子に座っている対象者への愛、

怒り、恐怖、悲しみを表出する。このことによっ

て、彼らに統合することを選択するか、主張力や

彼らの断定的な声を選ぶのかを助長することが

出来る。 
この 4 つの対話を述べて喜ばしいことは、チェ

アワーク療法の世界的復興が今、現在、行われて

おり、フリッツ・パールの圧倒的な創造性が今も

新しく、そしてさらに創造的在り様によって生き

続けている。 

 
【研修、ワークショップ等】 
 子どもたちとのワーク：“Windows to our 

Children ＆Hidden Treasure”の著者 Dr. 
Violet Oaklander (1927-2021)を基に－2022 

ジョン・ブレンド（Jon Blend, MA Dip Child Dip 
Psych CQSW） 

日時：2022 年 1 月 20 日、3 月 24 日、5 月 5 日、

7 月 21 日、9 月 15 日、10:00～18:00 
会場：ロンドン W5 Friends Meeting House 
参加費：560 ポンド 
予約先：: Email jon.blend335@gmail.com 
※ 17 か国語で行います。 
児童、及び青少年の心理に関わっているカウン

セラー心理療法士、その他の専門家のためのゲシ

ュタルト療法ワークショップ。創造性/遊びに関わ

り探究することに関心のある方向け。アートを使

って子供たちのセラピーを行い、それらを使って

課題にとりくみ回復力を育み体勢を善くするこ

とを学びます。お絵描き、塗り絵、粘土、作文、

俳句、マスキング、動作、箱庭、癒しの音楽等を

使います。 
 

 ダン・ブルームのウェビナー 
問合せ先：dan.bloom@me.com 
Web：www.danbloomnyc.com 

① 「PHG」：場の見地からのゲシュタルト療法

の為の参考論文 
各週一回の 90 分 8 回のセミナー 
参加費：USD600 

1951 年のパールズ、ヘッファーライン、グッド

マンの論文「Excitement and Growth」はゲシュ

タルト療法の主軸であったが、果たして、この理

論は古臭いのか、まだ使えるのか？ このウェビ

ナーでは、この理論を厳しく検証し、現代のゲシ

ュタルト療法における立ち位置を論争しようと

いうものである。 
② 「ゲシュタルト療法の為の現象学入門」 
月一回の 90 分 8 回のセミナー 
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参加費：USD600 
現代の臨床に直接関係する主な現象学哲学者、

フッサール、ハイディガー、メルロ－ポンティ、

レヴィナス、ウォルデンフェルス等を学び、現代

の臨床的現象学における彼等の意義に重点をお

く。各先哲が、ゲシュタルト療法の個から場への

アプローチの歴史的発展に、如何に関わっている

か検証する。 
現象学が如何に、我々の実際のワークの本質で

あることをこのウェビナーで学ぶ。参加者は実際

のワークサンプルをもってディスカッションに

参加し、論議する。 
国際担当理事 
水野 賀弥乃 

 
【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 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。 
「自分が難しいと感じる」クライエントへ対応

をする時、ファシリテーター一人だけでファシリ

テーションを進める必要はありません。グループ

の参加者からサポートを得る事も可能です。更に

はクライエント自身からもファシリテーション

の次へのヒントをもらえます。これらに関して講

師が幾つかのやり方を提供して、参加者と共に掘

り下げていきます。 
その際、参加者から「自分が難しいと感じる」

クライエントについて具体例を提供いただけれ

ば、その対応法を、安心な環境の中で理論面と実

験的側面の療法から探っていけます。自分一人で

悩む必要はありません。この研修の中でよりよい

ヒントを見つけていただければと思います。 

ワークショップ情報 
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〇 2022 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。なお

2020 年度よりコンビニ振込用紙は、手数料値上げのた

め廃止となりました。 
※ 学会会計の都合上、2022 年度年会費のお振込みは

2022 年 4 月 1 日以降にお願い致します。 
2022 年度年会費は、7,000 円です。（2021 年 7 月開

催の総会において学会規約の改定案が可決となり 2022
年度より 7,000 円となりました。） 
【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）  

振込手数料は個人負担でお願い致します。 

※ 2022 年 4 月から新年度となりますので、学会ウェ

ブサイトの会員ページ・ログイン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。 

○ 学会サイトでのワークショップ/セミナー情報の掲

載について 
JAGT サイト上でのゲシュタルト療法、あるいはゲ

シュタルト療法に関連するワークショップやセミナー

などの開催内容の告知、掲載についての申込受付を

2021 年 7 月 1 日より開始しております。 
ワークショップ/セミナー情報の告知、掲載に際して

の条件につきましては、主なものとして 
・開催内容のタイトル（もしくは、サブタイトル）の

一部に主催する団体や、グループの名称の表示以外

に「ゲシュタルト」の文言が含まれていること 

・掲載費 
  個人会員： 3,000 円 /１回の掲載ごと 

登録団体： 5,000 円 /年（初回の情報掲載の受付対

応後、１年間に限り何回でも複数回の掲載希望に対

応） 
・毎月、以下の２回の申込締切と、同月、翌月での掲

載（申込分一括） 
① １日～１５日までの申込 

⇒同月２５日に一括してまとめて掲載 
② １６日～月末までの申込 

⇒翌月１０日に一括してまとめて掲載 
等の条件を設けさせていただいております。 
詳細につきましては、以下リンクの資料に記載の内

容をご参照ください。 
【WS/セミナー情報掲載のご案内】 

https://www.ja-gestalt.org/02f2 

〇 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致します。 
＜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 
【郵送】〒 107-0062 東京都港区南青山二丁目 

2 番 15 号 ウィン青山 942 
 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 

 

日本ゲシュタルト療法学会 

〒107-0062 東京都港区南青山二丁目 2 番 15 号 ウィン青山 942 
TEL 03-6403-7545 

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

《編集後記》皆様へのお届けが遅くなり、申し訳ございません。毎号、編集前にはバタバタしており

ました。第 17 号から 22 号まで 6 巻担当させていただきました。ニューズレターが今後も JAGT 会員

の皆様の架け橋となることを祈願して…。3 年間ありがとうございました！（広報担当・筒井優介） 

https://www.ja-gestalt.org/02f2

