
2019年の主な講演・講師活動のご報告 

＜１２月＞ 

メンタルヘルスセミナー 

『ストレス社会と健康経営』 

主催：（株）総合心理研究所 

会場：大阪市 

 

『カウンセラーのための事例検討： 

オンラインセミナー』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

経営者のためのパーソナルマネジメントトレーニング 

『2020 年にむけて  

経営者のためのマネジメントスキルアップ』 

主催：（株）ワークスプランニング 

会場：奈良 

 

メンタルヘルスセミナー 

『ストレス社会と健康経営』 

主催：総社商工会議所 出前講座 

会場：吉田薬局＆かえで薬局 

 

メンタルヘルスセミナー 

『ストレス社会と健康経営』 

主催：総社商工会議所 出前講座 

会場：（株）コアテック本社 

 

国際ロータリーバージョン 

『２０１９年 組織管理とハラスメント予防』 

主催・会場：総社 RC 

 

メンタルヘルスセミナー 

『ストレス社会と健康経営』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

メンタルヘルスセミナー 

『ストレス社会と健康経営』 

主催：総社商工会議所 出前講座 

会場：（株）赤木製畳＆ボディメイキングサロン Soleil 

 

 

 

 

 

＜１１月＞ 

『メンタル強化研修  

ストレスリセット力を高めよう！』 

主催・会場：鹿児島 正和会 なごみの里 

 

国際ロータリーバージョン 

『２０１９年 組織管理とハラスメント予防』 

主催・会場：しもだて紫水 RC 

 

メンタル強化研修 

『対人関係能力・自己管理能力  

スキルアップ エゴグラム』 

主催・会場：（株）コアテック エコロジー部門 

 

好評講座 

『カウンセラーのためのメンタルトレーニング： 

オンラインセミナー』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『経営者のためのストレスマネジメント』 

主催：（有）グロース＆バリュー 

 

経営者のためのパーソナルマネジメントトレーニング 

『組織管理の課題の整理～健康経営・ 

働き方改革と自己管理～』 

主催：（株）ワークスプランニング 

会場：銀座 

 

メンタル強化研修 

『対人関係能力・自己管理能力  

スキルアップ エゴグラム講座』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『２０１９年 組織管理とハラスメント予防』 

主催：総社ライオンズクラブ 

会場：総社商工会議所 

 

好評講座 

『カウンセラーのための事例検討： 

オンラインセミナー』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

 



＜１０月＞ 

第 1部『最新メンタルヘルス ストレス管理について』 

第 2 部『ハラスメント防止で明るい環境づくり』 

主催・会場：佐世保卸団地協同組合 

 

メンタル強化研修 

『対人関係能力・自己管理能力  

スキルアップ エゴグラム』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『メンタルヘルスセミナー  

ストレスマネジメントについて』 

主催・会場：（株）コアテック本社 

 

メンタル強化研修 

『対人関係能力・自己管理能力  

スキルアップ エゴグラム』 

主催・会場：（株）コアテック 阿曽工場 

 

好評講座 

『カウンセラーのためのメンタルトレーニング： 

オンラインセミナー』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『企業向け メンタルヘルス研修  

エゴグラムで成長ポイントを確認』 

主催・会場：（株）丸運テクノサポート 

 

好評講座 

『女子力アップ キャリアアップと自己管理』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

＜9月＞ 

好評講座 

『カウンセラーのためのメンタルトレーニング： 

オンラインセミナー』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

起業志望者のためのパーソナルマネジメントトレーニング 

『起業とメンタリティ強化について』 

主催：（株）総合心理研究所 

会場：博多 

 

 

 

女性経営者のためのパーソナルマネジメントトレーニング 

『経営者のための健康経営・働き方改革と自己管理』 

主催：（株）総合心理研究所 

会場：岡山市内 

 

女性経営者のためのパーソナルマネジメントトレーニング 

『企業の拡大とメンタリティ強化ポイント』 

主催：（株）総合心理研究所 

会場：倉敷市内 

 

管理職者のためのパーソナルマネジメントトレーニング 

『ハラスメント予防に向けて、メンタル強化の促進』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

平成 31 年度 岡山県職域に対する自殺予防支援事業 

倉敷商工会議所第１回出前セミナー 

『メンタルヘルス研修  

エゴグラムで成長ポイントを確認』 

主催：倉敷商工会議所 

会場：（株）丸運テクノサポート 

 

『メンタルヘルスセミナー  

ストレスマネジメントについて』 

主催・会場：（株）コアテック本社 

 

公益社団法人日本下水道管路管理業協会 

中国・四国支部 岡山県部会 安全研修 

『ハラスメントを防止して安全な組織を作ろう！』 

会場：（株）フレヴァン 

 

好評 海外研修 

『できる人材になるための 

メンタル向上トレーニング』 

主催：（株）総合心理研究所 

会場：amorahoteru・Jamison Sidney 

 

好評講座 

『女子力アップ キャリアアップと自己管理』 

主催：（株）総合心理研究所 

会場：新大阪 

 

『対人関係能力・自己管理能力  

スキルアップ エゴグラム』 

主催・会場：（株）コアテック 阿曽工場 

 



好評講座 

『カウンセラーのためのメンタルトレーニング： 

オンラインセミナー』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『対人関係能力・自己管理能力  

スキルアップ エゴグラム』 

主催・会場：（社福）正和会 

 

＜８月＞ 

好評講座 

『カウンセラーのためのメンタルトレーニング： 

オンラインセミナー』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

経営者のためのパーソナルマネジメントトレーニング 

『２０１９年のメンタル強化ポイントを知る  

健康経営・働き方改革と自己管理』 

主催：（有）グロース＆バリュー 

会場：大田区 

 

女性経営者のためのパーソナルマネジメントトレーニング 

『２０１９年のメンタル強化ポイントを知る 

 健康経営・働き方改革と自己管理』 

主催：（株）総合心理研究所 

会場：中央区 

 

国際ロータリーバージョン 

『２０１９年 メンタルヘルスと企業課題 

～成熟した企業風土を築こう！』 

主催：東京汐留サンライズロータリークラブ 

会場：ザ ロイヤルパークホテル 東京汐留 

 

『メンタルヘルスセミナー  

ストレスマネジメントについて』 

主催・会場：（株）コアテック本社 

 

好評講座 

『カウンセラーのためのメンタルトレーニング： 

オンラインセミナー』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

好評講座 

『女子力アップ キャリアアップと自己管理』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

＜７月＞ 

『２０１９年のメンタル強化ポイントを知る  

健康経営・働き方改革と自己管理』 

主催：（株）総合心理研究所 

会場：新大阪 

 

好評講座 

『カウンセラーのためのキャリアアップと自己管理』 

主催：（株）総合心理研究所 

会場：新大阪 

 

好評講座 

『カウンセラーのためのメンタルトレーニング： 

オンラインセミナー』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『ハラスメント防止セミナー』 

主催・会場：（株）コアテック 阿曽工場 

 

『メンタルヘルスセミナー  

ストレスマネジメントについて』 

主催・会場：（株）コアテック本社 

 

＜６月＞ 

『２０１９年のメンタル強化ポイントを知る  

健康経営・働き方改革と自己管理』 

主催：（株）総合心理研究所 

会場：新大阪 

 

好評研修旅行 

『女子力アップ キャリアアップと自己管理』 

主催：（株）総合心理研究所 

会場：台北アンバサダーホテル 

 

好評講座 

『カウンセラーのためのメンタルトレーニング： 

オンラインセミナー』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『ハラスメントを学ぼう！  

明るく健全な職場環境を整えるために』２０１９年版 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

 

 



好評講座 

『女子力アップ キャリアアップと自己管理』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『ハラスメント防止セミナー』 

主催・会場：（株）コアテック 阿曽工場 

 

国際ロータリーバージョン 

『２０１９年 メンタルヘルスと企業課題～ 

成熟した企業風土を築こう！』 

主催：銀座ロータリークラブ 

会場：銀座コートヤード・マリオットホテル 

 

経営者のためのパーソナルマネジメントトレーニング 

『２０１９年のメンタル強化ポイントを知る  

健康経営・働き方改革と自己管理』 

主催：（有）グロース＆バリュー 

会場：大田区 

 

＜５月＞ 

メンタルヘルスセミナー 

『ハラスメントを学ぼう！  

明るく健全な職場環境を整えるために』２０１９年版 

主催・会場：鹿児島県（社福）正和会 

 

好評講座 

『カウンセラーのためのメンタルトレーニング： 

オンラインセミナー』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『メンタルヘルスセミナー  

ストレスマネジメントについて！』 

主催・会場：（株）コアテック様 

 

できる人材のパーソナルマネジメントトレーニング 

『２０１９年のメンタル強化ポイントを知る  

自己管理と生産性向上について』 

主催：（株）総合心理研究所 

会場：静岡県熱海市 

 

『カウンセラーのためのメンタルトレーニング： 

オンラインセミナー』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

 

＜４月＞ 

好評研修旅行 

『女子力アップ メンタルチェックと自己管理』 

主催：（株）総合心理研究所 

会場：博多 

 

好評講座 

『カウンセラーのためのメンタルトレーニング： 

オンラインセミナー』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

社会福祉法人かきのき保育所 職員合同研修会 

『ハラスメントを学ぼう！  

明るく健全な職場環境を整えるために』２０１９年版 

主催：かきのき保育所 

会場：柿木村基幹集落センター 

 

経営者のためのパーソナルマネジメントトレーニング 

『２０１９年のメンタル強化ポイントを知る  

健康経営・働き方改革と自己管理』 

主催：（有）グロース＆バリュー 

会場：大田区 

 

管理職者のパーソナルマネジメントトレーニング 

『２０１９年のメンタル強化ポイントを知る  

健康経営・働き方改革と自己管理』 

共同開催：（株）ワークスプランニング 

会場：銀座 

 

『新入社員研修  

ストレスマネジメントとエゴグラムセミナー』 

主催・会場：（株）コアテック様 

 

＜３月＞ 

好評講座 

『カウンセラーのためのメンタルトレーニング： 

オンラインセミナー』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『管理職セミナー ストレスマネジメントについて！』 

主催・会場：（株）コアテック様 

 

 

 

 



経営者のためのパーソナルマネジメントトレーニング 

『２０１９年のメンタル強化ポイントを知る  

健康経営・働き方改革と自己管理』 

主催：（有）グロース＆バリュー 

会場：新宿 

 

国際ロータリーバージョン 

『２０１９年 メンタルヘルスと企業課題～ 

成熟した企業風土を築こう！』 

主催・会場：藤沢ロータリークラブ 

 

経営者のためのパーソナルマネジメントトレーニング 

『２０１９年のメンタル強化ポイントを知る  

健康経営・働き方改革と自己管理』 

主催：（株）総合心理研究所 

会場：品川 

 

経営者のためのパーソナルマネジメントトレーニング 

『２０１９年のメンタル強化ポイントを知る  

ワークライフバランス・健康経営・働き方改革』 

主催：（株）総合心理研究所 

 

オンライン講座 

『カウンセラーのための実践講座 

（相談援助者とメンタルケアについて）』 

主催：（株）総合心理研究所 

 

『できる人材のためのメンタルトレーニング基礎  

第６単元 自己実現力を向上』 

主催・会場：鹿児島県（社福）正和会 

 

＜2月＞ 

好評講座 

『カウンセラーのためのメンタルトレーニング： 

オンラインセミナー』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

かのあし保育協議会所長研修 

『ハラスメントを学ぼう！ 

～明るく健全な職場環境を整えるために～』 

主催：かのあし保育協議会 

会場：津和野町民センター 

 

 

 

倉敷商工会議所 出前講座 メンタルヘルス研修 

『メンタルヘルス チェックポイント  

明るく楽しい職場を作るために！』 

会場：（株）國和産業様 

 

『管理職セミナー ストレスマネジメントについて！』 

主催・会場：（株）コアテック様 

 

『カウンセラーのためのメンタルトレーニング： 

オンラインセミナー』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

経営者のためのパーソナルマネジメントトレーニング 

『２０１９年のメンタル強化ポイントを知る  

ワークライフバランス・健康経営・働き方改革』 

主催：（株）総合心理研究所 

 

国際ロータリーバージョン 

『２０１９年 メンタルヘルスと企業課題～ 

成熟した企業風土を築こう！』 

主催：福山ロータリークラブ 

会場：福山ニューキャッスルホテル 

 

『できる人材のためのメンタルトレーニング基礎 

第 5 単元 情報管理について』 

主催・会場：鹿児島県（社福）正和会 

 

女性経営者のためのパーソナルマネジメントトレーニング 

『２０１９年のメンタル強化ポイントを知る  

ワークライフバランス・健康経営・働き方改革』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

オンライン講座 

『カウンセラーのための実践講座  

セミナー講師になりたい方へ』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

岡山県自殺予防支援事業 

『ハラスメントとメンタルヘルス 

～メンタルダウンを防ぎ、明るく健全な職場に～』 

主催・会場：倉敷商工会議所 

 

 

 

 



国際ロータリーバージョン 

『２０１９年 メンタルヘルスと企業課題～ 

成熟した企業風土を築こう！』 

主催・会場：大和郡山ロータリークラブ 

 

オンライン講座 

『カウンセラーのための実践講座 

（相談援助者とメンタルケアについて）』 

主催：（株）総合心理研究所 近畿事務局 

 

＜１月＞ 

好評講座 

『カウンセラーのためのメンタルトレーニング： 

オンラインセミナー』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

国際コミュ力強化セミナー 

『メンタルを鍛えて、世界とのバランスを図る！』 

研修先：シンガポール 

主催：（株）総合心理研究所 

 

『管理職セミナー ストレスマネジメントについて！』 

主催：会場：（株）コアテック様 

 

『ドラッカー研究会 上田先生訃報に寄せて 

渋谷 IT 研究会での発表について』 

主催：総社 RC 誕生月会員卓話 

会場：サンロード吉備路 

 

『カウンセラーのためのメンタルトレーニング： 

オンラインセミナー』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理職研修 パワハラ防止対策セミナー 

『自己認識向上と職場の環境改善 

～管理職の意識を高める～』 

主催・会場：（有）グロース＆バリュー 新宿 

 

女性経営者のためのパーソナルマネジメントトレーニング 

『２０１９年のメンタル強化ポイントを知る  

ワークライフバランス・健康経営・働き方改革』 

主催：（株）総合心理研究所 

会場：東京都中央区 

 

オンライン講座 

『カウンセラーのための実践講座  

セミナー講師になりたい方へ』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

オンライン講座 

『カウンセラーのための実践講座 

（相談援助者とメンタルケアについて）』 

主催：（株）総合心理研究所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合わせは・・・  

１．直接お電話いただく  ０９０－２８０４－２５８０ 

（本人が掴まりにくいため、直接携帯が一番スムーズにアポが取れます） 

２．ファックス ０８６６－９２－２２０９  

３．直接メールしていただく  info@office-akiyama.com  

（ただし、送信後３日経っても返信が無い場合には、迷惑メールフォルダに振り分けられた 

可能性もありますので、お電話でご確認ください） 


