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この度の自然災害 |こより,被害を受けられた皆様 |こ心よりお見舞い申し上げ

ます。皆様の安全と被災地の一日も早い復旧を願つており故す。

例年開催しております講習会の御案内です。

今年度は,新型コロナウイルス感染拡大防止のためオンライン方式 |こ より実

施します。矯正協会としても新しい試みとなります。

これまでは,会場が東京都中野区ということもあり,遠方のためハードルが

高かった方にも受講していただける良い機会 |こなりました。

まずは∧コースで基本を学びます。お仕事で認知行動療法を実践される方は

もちろん,御 自身の生活をより良<するスキルを身 |こ つける機会 |こ もなりま

す。

ぜひこの機会に多<の皆さま|こ聴講いただきた<御案内いたします。

Aコ ースは,これまでどおり,伊藤先生のレクチャーを中心 |こ,第 1回
「認知行動療法の基本モデル」,第 2回「構造化・ アセスメント等」,第 3

回「認矢□再構成法」,第 4回「問題解決法」という構成で実施します。言忍知

行動療法の基本をしつかりと学′Sヽ ことのできる講習会として大好評です。平成

18年の開講以来,330名 以上の方が修了証を手 |こ しています。

今回のオンライン講習では,お昼を挟み午前・午後各 2時間の計4時間で

1回分の講習となります。

また,オンラインコミュニケーションツールは,「 ZOOM」 を利用いたし

ます。御利用 |こ際してはインターネット環境及びPC,ス マートフォン,タブ

レット等の端末が必要となります。 (詳細は,募集要項を御覧ください。)

本コースを含め,後日御案内予定のB及びCコ ースも,矯正脳員 |こ限らず,

家庭裁判所調査宮,保護関係,医療関係,福祉関係,スクールカウンセラー等

学校関係の方々 |こ も広<門戸を開いており,毎回,各方面から御参加いただい

ております。今回は直接お会いして相互交流や情報交換ができませんが,画面

を通して他業種の方からお話しをイ司える良い機会にもなると思います。

なお,例年通り,言忍知行動療法事例検討ワークショップ (Bコ ース)及びス

キーマ療法講習会 (Cコ ース)も順次開催予定です。

後日,改めて御案内申し上げます。御希望の方は,今しばら<お待ち<ださ

い 。



Aコース :認知行動療法講習会 (募集要項 )
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講師

伊藤: 絵美 先生  (洗足ストレスコービング・サポートオフィス)

日程 とテーマ

(1)9/1(火 ) 言忍知行動療法の基本モデル・原則・スキル

(2)9/15(火 )構 造化・アセスメント・目標設定

(3)10/6(火 )認 知再構成法

(4)10/20(火) 問題解決法

・形式は,講義と講義のテーマに合わせた一部オンラインによる実習の組

合せとなる予定です。また,講義内容は,一部変更となる場合があります。

時間 午前」○時から午後3時まで (計 5時間 :昼休憩 1時間)

参加費 (全 4回分・税込)

矯正協会会員のカ

会員以外の方

25,000円

30,0001Ξヨ

定員 25名 程度

※ 受講条件はありません。再度の受講も可です。

お申込み方法

参加申込書に麟要事項を御記入の上,下記メール,F∧×又は郵送 |こて

令和 2年 8月 24日 (月 )まで |こ当協会宛てお送り<ださい。 (矯正関係者

以外の方は,できる限リメールでお申し込みください。)

なお,定員 (25名程度)|こなり次第,締め切らせていただきますの

で,お早め |こ お申し込み<ださい。

また,お申し込み後,やむを得ない理由によリキャンセルされる場合

は,速やか |こ 当協会担当者まで御連絡<ださい。

キャンセルポリシー|こ基づきキャンセル料が発生いたします。お申し

込みの際に必ず御確認ください。
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その他

今回は,オンライン講習会です。

オンラインコミュニケーションツール「ZOOM」 を利用しての講習

会となりますので,受講を希望されます方は,イ ンターネット環境及び

PC,ス マー トフォン,タブレット等の端末が必要となります。御利用

|こなるお手持ちの端末へあらかじめ「ZOOM」 のアプリをダウンロード

して御準備<ださい。その際に,サインアップ (個人情報の登録)の必

要はありません。

また,本講習会の内容 |こついては,後日,録画したものを配信する予

定であり,本講習会受講者は期間を限定した上で視聴が可能となります。

なお,申込書 |こ記載されたメールア ドレス宛てに御招待メールをお送

りしますので,必ず申込書 |こ記載されたメールア ドレスで,「 ZOOM」
のアカウントを作成してください。

おつて,御招待メールの受信 |こ際して,迷惑メール対策をされている

場合は『@zoom us』 ,『@kyouseLor」 p』 の ドメインを受信可能設定

|こ しておいてください。



公益財団法人矯正協会矯正支援事業部 (FAX:03-3387-4454)行

令和 2年度 参加申込書 (Aコ ース用 )
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2 御勤務先

3 御連絡先 ( 勤務先 自宅 いずれかに○)

住 所

電 話

FAX
E―mail

4 矯正協会会員の別 (いずれかに○)

会員 コ 非会員

5 臨床心理士資格 (いずれかに○)

あり (登録番号 :       ) ・ なし

6 カウンセリング・心理療法の経験,資格 (臨床心理士以外)な ど

7 御質問等 (講師に対する御質問等があれば,記載 してください。下欄で足 りない場合

は,別紙を添付 していただいても結構です。)

8 参加費の支払い方法について

参加費は,矯正協会会員の方 25,000円 ,会員以外の方 30,000円 (全 4回分・消

費税込み)です。

令和 2年 8月 26日 (水 )ま でに次の口座にお振 り込み願います。(お手数をおかけしますが
,

振込手数料は御負担ください。)

なお,見積書,請求書等が必要な場合は,当協会担当者 (刑部)ま で御連絡 ください。振込

金受領証 (振込人控え)を もって領収証に代えさせていただきますが,別途,当協会発行の

領収書が御入用の方は,お申し出ください。
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9 キャンセルについて

やむを得ない理由により講習会をキャンセルされる場合は,速やかに当協会担当者まで御
連絡 くだ さい。

キャンセルポ リシーに基づきキャンセル料が発生いた します。お申込み前に必ず御確認 く

ださい。

10 講習会に関する問合せ先

〒165-0026 東京都中野区新井 3-37-2

電 言舌 :03-3319-0652// FAX:03-3387-4454// E― ma■ l:bunka@kyousei.or.Jp

担当者 :寺峙・刑部 (お さかべ
)

上記に御記入いただいた個人情報は,講 習会等の開催 ,運 営以外には利用いたしません。

個人情報の安全管理には適切な措置を講 じ,御 本人の同意を得ることなく,第 三者には提供いたしません。

当協会より御招待メール

をお送 りするア ドレスに

なります。

A



キヤンセルについて

お申 し込み後,や むを得ない理由により講習会・ワークショップをキャンセル される場合 は,速やかに当協

会担当者 まで御連絡 ください。

電話 :03-3319-0652

e―mail:bunka@け OuSei.Or.jp

キャンセルポリシーに基づきキャンセル料が発生いたします。お申し込みの際に必ず御確認ください。

キャンセルポリシー

キャンセル料

当日または連絡なしの不参加 :参加費の 100%

講習会・ワークショップそれぞれの初回開催日の 3日 前から前日まで :参加費の 30%
それ以前のキャンセル :無料

※参加費をお支払い済みで初回開催 日の 3日 前から前日までにキャンセルの場合は,所定のキャンセル料 と

返金時に係 る振込手数料 (実費)を差 し引いた額を返金いたします。(払 い戻 し方法については,下記をご覧 く

ださい。)

講習会・ワークショップの開催延期及び中止について

● 当協会都合により開催日時を変更する場合

当協会の都合により講習会・ワークショップの開催日時を変更する場合は,講師の急病や天候などやむを

得ない場合を除き,原則 として開催 日より7日 前までに電子メール又は電話で御連絡いたします。

その際,あ らためて参加・不参加の御希望を確認させていただき,講習会については2回 目以降に日時の

変更があ り欠席 される場合は,該当回テキス トの配布対応 とさせていただきます。ワークショップ日時変更

後欠席される場合は,参加費は後日全額返金いたします。

ただし,発生 した交通費・宿泊費等の費用及び損害に対 して当協会は責任を負いませんので御了承 くださ

い 。

● 当協会都合により開催を中止する場合

当協会の都合により講習会・ワークショップを中止する場合は,講師の急病や天候などやむを得ない場合

を除き,原則 として開催日より7日 前までに電子メール又は電話で御連絡いたします。

参加費は後日全額返金いたします。

ただし,発生した交通費・宿泊費等の費用及び損害に対 して当協会は責任を負いませんので御了承 くださ

い 。

● 天候など危険な状況が予想される場合

天候などの状況により受講者様の安全確保を優先させていただ く場合は,開催の中止又は変更をいたしま

す。

開催の中止又は変更の場合は,開催前日の 17時までに電子メール又は電話にて御連絡いたします。

講習会中止又は講習会・ワークショップの日時変更後に欠席される場合は,該当回テキス トの配布対応 と

させていただきます。

ワークショップ中止の場合は,参加費は後 日全額返金いたします。

ただし,発生 した交通費・宿泊費等の費用及び損害に対 して当協会は責任を負いませんので御了承 くださ

い 。

なお,当協会から講習会・ワークショップの日時の変更又は中止の御連絡を行わない限 り,天候 (台風・降

雪なども含む)な どの事由によリキャンセルされる場合にもお客様の都合でのキャンセルとなり, キャンセル

料の対象となります。予め御了承 ください。

払い戻 し方法について

当協会からの払戻金は、受講者様の指定回座にお振込みいたします。

当協会都合による開催中止や日時変更の場合を除き,受講料及びお振込金額をお間違えになった場合等返金

時の振込手数料 (実費)は受講者様の御負担とさせていただきます。


