2020 年の主な講演・講師活動のご報告
＜１２月＞

心の健康勉強会

国内研修 PMT（Personal Management training）

『食生活改善と心の健康』

女性リーダーのためのメンタルトレーニング

主催・会場：（株）総合心理研究所

『新型コロナウィルス収束後の目標設定』
主催：（株）総合心理研究所

『産業カウンセラーのための事例検討』

会場：京都府内

主催・会場：（株）総合心理研究所 大阪事務局

※コロナ禍のため来年に延期となりました。

※新型コロナウィルスのためオンラインとなりました。

『産業カウンセラーのための事例検討』

PMT（Personal Management training）

主催・会場：（株）総合心理研究所 大阪事務局

女性リーダーのためのメンタルトレーニング

※新型コロナウィルスのためオンラインとなりました。

『新型コロナウィルス収束後の目標設定』
主催：（株）総合心理研究所

心の健康勉強会

会場：オフィス秋山 丸の内サロン

『食生活改善と心の健康』
主催・会場：（株）総合心理研究所

女性リーダーのための
『セルフマネジメントの達人になる！

岡山県職員に対する自殺予防支援事業
『コロナうつの予防とモチベーションアップ』

～自分を知って、改善ポイントを見つける～』
主催・会場：(株)総合心理研究所

主催・会場：倉敷商工会議
総社商工会議所 出前セミナー
女性リーダーのための

『ハラスメントとメンタルヘルス』

『セルフマネジメントの達人になる！

～メンタルダウンを防ぎ、明るく健全な職場に～

～自分を知って、改善ポイントを見つける～』

会場：吉田薬局

主催・会場：(株)総合心理研究所

＜１０月＞
産業カウンセラーのための勉強会

『心理カウンセラーのための事例検討』

『ハラスメントとメンタルヘルス』

主催・会場：（株）総合心理研究所 大阪事務局

～メンタルダウンを防ぎ、明るく健全な職場に～

※新型コロナウィルスのためオンラインとなりました。

主催・会場：（株）総合心理研究所
ハラスメント対策セミナー
『ハラスメントとメンタルヘルス』

＜１１月＞

～メンタルダウンを防ぎ、明るく健全な職場に～

『産業カウンセラーのための事例検討』

主催・会場：（株）コアテック

主催・会場：（株）総合心理研究所 大阪事務局
※新型コロナウィルスのためオンラインとなりました。

PMT（Personal Management training）
女性リーダーのためのメンタルトレーニング

PMT（Personal Management training）

『新型コロナウィルス収束後の目標設定』

女性リーダーのためのメンタルトレーニング

主催・会場：（株）総合心理研究所

『新型コロナウィルス収束後の目標設定』
主催：（株）総合心理研究所

国際ロータリー卓話

会場：オフィス秋山 丸の内サロン

『ハラスメント予防で健全な職場を！』
主催：総社吉備路 RC
会場：サンロード吉備路

心の健康勉強会

女性リーダーのための

『食生活改善と心の健康』

『セルフマネジメントの達人になる！

主催・会場：（株）総合心理研究所

～自分を知って、改善ポイントを見つける～』
主催：（株）総合心理研究所

女性リーダーのための
『セルフマネジメントの達人になる！

女性リーダーのための

～自分を知って、改善ポイントを見つける～』

『セルフマネジメントの達人になる！

主催：（株）総合心理研究所

～自分を知って、改善ポイントを見つける～』
主催：（株）総合心理研究所

女性リーダーのための勉強会
『セルフマネジメントの達人になる！

＜８月＞

～自分を知って、改善ポイントを見つける～』

PMT（Personal Management training）

主催・会場：（株）総合心理研究所

女性リーダーのためのメンタルトレーニング
『新型コロナウィルス収束後の目標設定』

＜9 月＞

主催・会場：（株）総合心理研究所

『産業カウンセラーのための事例検討』
主催・会場：（株）総合心理研究所 大阪事務局

『産業カウンセラーのための事例検討』

※新型コロナウィルスのためオンラインとなりました。

主催・会場：（株）総合心理研究所 大阪事務局
※新型コロナウィルスのためオンラインとなりました。

ハラスメント対策セミナー
『ハラスメントとメンタルヘルス』

PMT（Personal Management training）

～メンタルダウンを防ぎ、明るく健全な職場に～

女性経営者のためのメンタルトレーニング

主催・会場：（株）コアテック

『新型コロナウィルス収束後の目標設定』
主催：（株）総合心理研究所

PMT（Personal Management training）

会場：品川

女性リーダーのためのメンタルトレーニング

※新型コロナウィルスのためオンラインとなりました。

『新型コロナウィルス収束後の目標設定』
主催・会場：（株）総合心理研究所

ハラスメント対策セミナー
『ハラスメントとメンタルヘルス』

心の健康勉強会

～メンタルダウンを防ぎ、明るく健全な職場に～

『メイクで楽しむ 心の健康』

主催・会場：（株）コアテック

主催・会場：（株）総合心理研究所
PMT（Personal Management Training）
ハラスメント対策セミナー

メンタル強化研修

『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：（株）コアテック

『アサーティブ・コミュ二ケーションで職場と自分を
活性化しよう！①②』プラス観光付き
主催：（株）総合心理研究所
会場：長崎県

PMT（Personal Management Training）

※新型コロナウィルスのため延期となりました。

メンタル強化研修
『アサーティブ・コミュ二ケーションで職場と
自分を活性化しよう！①②』

相談援助者のための
『セルフマネジメントの達人になる！』

主催・会場：（株）総合心理研究所

～自分を知って、改善ポイントを見つける～

※大阪会場実施をオンラインで

主催：(株)総合心理研究所

実施することになりました。

管理職向けハラスメント対策セミナー

＜６月＞

『ハラスメントとメンタルヘルス』

PMT（Personal Management training）

～メンタルダウンを防ぎ、明るく健全な職場に～

女性経営者のためのメンタルトレーニング

主催・会場：津和野町役場

『新型コロナウィルス収束後の目標設定』
主催：（株）総合心理研究所

相談援助者向け勉強会

会場：品川

『クライアントハラスメントについて』

※新型コロナウィルスのためオンラインとなりました。

主催・会場：（株）総合心理研究所
※新型コロナウィルスのためオンラインとなりました。

『カウンセラーのための事例検討』
主催・会場：（株）総合心理研究所 大阪事務局

＜７月＞

※新型コロナウィルスのためオンラインとなりました。

『産業カウンセラーのための事例検討』
主催・会場：（株）総合心理研究所 大阪事務局

ハラスメント対策セミナー

※新型コロナウィルスのためオンラインとなりました。

『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～

PMT（Personal Management Training）

主催・会場：（株）コアテック

メンタル強化セミナー
『アサーティブ・コミュ二ケーションで職場と自分を

PMT（Personal Management Training）

活性化しよう！』

メンタル強化セミナー

主催：（株）総合心理研究所
会場：品川・新宿

『アサーティブ・コミュ二ケーションで職場と自分を
活性化しよう！』

※新型コロナウィルスのため延期となりました。

主催：（有）グロース＆バリュー
会場：品川

『セルフマネジメントの達人になる！

※新型コロナウィルスのため延期となりました。

～自分を知って、改善ポイントを見つける～』
主催：(株)総合心理研究所

海外研修
『セルフマネジメントの達人になる！

相談援助者向け勉強会

～自分を知って、改善ポイントを見つける～』

『クライアントハラスメントについて』

会場：大阪⇒台湾

主催・会場：（株）総合心理研究所

※新型コロナウィルスのため中止となりました。

※新型コロナウィルスのためオンラインとなりました。

相談援助者向けセミナー
PMT（Personal Management Training）
メンタル強化セミナー①
『アサーティブ・コミュ二ケーションで職場と自分を

『クライアントハラスメントについて』
主催・会場：（株）総合心理研究所 大阪事務局
※新型コロナウィルスのためオンラインとなりました。

活性化しよう！』
主催・会場：(社福)正和会

＜５月＞

※新型コロナウィルスのため一部延期となりました。

『相談援助者のための事例検討』
主催・会場：（株）総合心理研究所
※新型コロナウィルスのため中止となりました。
『カウンセラーのための事例検討』
主催・会場：（株）総合心理研究所 大阪事務局
※新型コロナウィルスのため中止となりました。

PMT（Personal Management Training）
メンタル強化セミナー①

新入社員研修
『ストレスマネジメントについて

『アサーティブ・コミュ二ケーションで職場と自分を
活性化しよう！』

ハラスメント防止について』
主催・会場：株式会社コアテック

主催・会場：（社福）正和会
※新型コロナウィルスのため中止となりました。

＜３月＞
国際ロータリーバージョン

相談援助者向けセミナー

『２０２０年 組織管理とハラスメント予防』

『クライアントハラスメントについて』

主催：札幌手稲ロータリークラブ

主催・会場：(株）総合心理研究所 大阪事務局

※新型コロナウィルスのため中止となりました。

※新型コロナウィルスのため中止となりました。
宿泊研修
海外研修

『アートセラピー ＆ピザ窯体験

『セルフマネジメントの達人になる！

～自分を知って、改善ポイントを見つける～』

～自分を知って、改善ポイントを見つける～』

主催：（株）総合心理研究所 大阪事務局

会場：東京⇒ニューヨーク

会場：京都府綾部

※新型コロナウィルスのため中止となりました。

※新型コロナウィルスのため中止となりました。

宿泊研修

『カウンセラーのための事例検討』

『アサーションスキルを学ぼう

主催・会場：（株）総合心理研究所 大阪事務所

～自分を知って、改善ポイントを見つける～』

※新型コロナウィルスのため中止となりました。

主催：（株）総合心理研究所
※新型コロナウィルスのため中止となりました。

宿泊研修
『アサーティブな人格形成のためのチェック

＜４月＞

～自分を知って、改善ポイントを見つける～』

指導者向けオンラインセミナー

主催・会場：（株）総合心理研究所

『非常事態における目標設定について』

※新型コロナウィルスのため中止となりました。

主催・会場：(株）総合心理研究所
相談援助者向けオンラインセミナー
海外研修

『ストレスマネジメントについて』

『セルフマネジメントの達人になる！

主催・会場：（株）総合心理研究所

～自分を知って、改善ポイントを見つける～』
会場：東京⇒シンガポール
※新型コロナウィルスのため中止となりました。

＜2 月＞
令和元年度 岡山県職域等に対する自殺予防支援事業

国際ロータリーバージョン

企業経営者向け メンタルヘルスセミナー

『２０２０年 国際社会とメンタルヘルス』

『ストレス社会と健康経営

主催：福島県 原町中央ロータリークラブ

～組織管理に求められる課題とは？～』

※新型コロナウィルスのため中止となりました。

主催・会場：総社商工会議所

宿泊研修

『オンラインセミナー

『アートセラピー・コラージュ体験
～自分を知って、改善ポイントを見つける～』
主催・会場：（株）総合心理研究所
※新型コロナウィルスのため中止となりました。

カウンセラーのための事例検討』
主催・会場：（株）総合心理研究所

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
『２０２０年度にむけて
経営者のためのマネジメントスキルアップ』

国際ロータリーバージョン
『２０２０年 組織管理とハラスメント予防』
主催：高梁ロータリークラブ
会場：高梁国際ホテル

主催：（株）総合心理研究所
会場：東京都中央区銀座

メンタルヘルス個別研修
『エゴグラムで自己分析

メンタルヘルス個別研修
『アサーティブな人格形成のためのチェック
～自己認識力をアップする～』

～自分を見つめて、改善箇所を攻略～』
主催：（株）総合心理研究所 大阪事務局
会場：大阪

主催：（社福）正和会
メンタルヘルスセミナー
宿泊研修

『コミュニケーション力向上で ハラスメント対策』

『アサーティブな人格形成のためのチェック

※対象：経営者、管理職者、人事労務相談担当者等

～自分を知って、改善ポイントを見つける～』

主催・会場：倉敷商工会議所

主催：（株）総合心理研究所 大阪事務局
会場：奈良県奈良市

『オンラインセミナー
カウンセラーのための事例検討』

メンタルヘルスセミナー

主催・会場：
（株）総合心理研究所

『ストレス社会と健康経営』
主催：倉敷商工会議所

メンタルヘルスセミナー

会場：倉敷山陽工業 株式会社

『ストレス管理と健康経営』
主催：倉敷商工会議所

相談援助者向けメンタルヘルスセミナー

会場：株式会社 大阪ソーダ

『ストレスマネジメントについて』
主催・会場：株式会社 総合心理研究所

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

メンタルヘルスセミナー

『2020 年度にむけて

『ストレスマネジメントについて』
主催：倉敷商工会議所

経営者のためのマネジメントスキルアップ』
主催・会場：
（株）総合心理研究所

会場：松正工機 株式会社

＜１月＞
医療機関経営者向けハラスメント防止対策セミナー
『危機管理としてのハラスメント防止措置』
～おさえておきたいポイント～2020 年度版
主催：ゆうゆう会
会場：岡山まつの木亭

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）

