
２０１５年の主な講演・講師活動のご報告 

 

＜12月＞ 

・２０１５年国際ロータリーバージョン 

『経営者のためのメンタルポイント』  

主催：長崎県 雲仙ロータリークラブ 

会場：九州ホテル 

 

 

『就労希望者のためのモチベーション up 

トレーニング』 

会場：岡山県総社市 

主催：（株）総合心理研究所 

・２０１５年国際ロータリーバージョン 

『経営者のためのメンタルポイント』 

会場：ホテル サンデイズイン 

主催：鹿児島県 鹿児島東ロータリークラブ 

『トップリーダーのためのモチベーション up 

トレーニング』 

会場：東京都千代田区 

主催：（株）総合心理研究所 

・鹿児島知的障害者福祉協会 施設長等研修会 

『メンタルヘルスと組織管理  

～ストレスチェック制度のポイント～』 

会場：サンロイヤルホテル 鹿児島 

主催：鹿児島知的障害者福祉協会 

 

『組織管理とメンタルヘルス  

～ストレスチェック制度改正のポイント～』 

会場：玉野産業センタービル 

主催：玉野商工会議所 

・倉敷商工会議所 第 2回メンタルヘルスセミナー 

『休職者対応、復職支援時のポイントを確認！ 

～働きやすい職場を作るために～』 

 

・第 2回グループワーク 

『問題社員対応スキルアップワーク』 

会場・主催：倉敷商工会議所 

＜11月＞ 

・（株）丸運テクノサポート 

『ストレス管理と組織管理』 

～企業向けメンタルのポイント～ 

会場：（株）丸運テクノサポート 

主催：倉敷商工会議所  

メンタルヘルス出前セミナー第 3回 

 

 

『女性リーダーのための積極的マネジメント術』 

会場：赤坂 ホテルニューオータニ 

主催：（株）総合心理研究所 

 

 

・玉島法人学校第 2回セミナー 

『組織管理とメンタルヘルス』 

～明るい職場を作るために～ 

会場：玉島市民交流センター 

主催：玉島商工会議所・玉島法人会 

 

・インテリアコーディネーター研修会  

『リーダーとして必要なストレス管理と 

メンタルヘルス』  

主催：関東甲信越 IC協議会 

後援：（公社）インテリア産業協会 関東甲信越支部 

・２０１５年国際ロータリーバージョン 

『経営者のためのメンタルヘルス 

         ～組織管理のチェックポイント～』 

会場・主催：福岡県 飯塚ロータリークラブ 

 

 

・岡山県 総社雇用開発協会セミナー 

『復職時からのポイント』 

～知っておきたいお得な話～ 

会場・主催：総社商工会議所 

 



・関西プラスチック工業（株） メンタルヘルスセミナー 

『ストレス管理と組織管理』 

～企業向けメンタルのポイント～ 

会場：関西プラスチック 会議室 

主催：倉敷商工会議所  

メンタルヘルス出前セミナー 第 2回 

 

・2015年 国際ロータリーバージョン 

『経営者のためのメンタルヘルス 

～組織管理のチェックポイント～』 

会場・主催：大阪府 富田林ロータリークラブ 

 

『女性リーダーのためのメンタル経営術』 

会場：新宿 京王プラザホテル 

主催：（株）総合心理研究所 

 

＜10月＞ 

・２０１５年国際ロータリーバージョン 

『経営者のためのメンタルポイント』 

主催：愛知県 新城ロータリークラブ 

 

『第３回 女性のためのワークライフ 

バランス研修』 

会場・主催：デンソー勝山 

 

・２０１５年国際ロータリーバージョン 

『経営者のためのメンタルポイント』 

会場：浜田ニューキャッスルホテル 

主催：島根県 浜田ロータリークラブ 

 

『メンタルヘルスについて』 

～最新情報と組織管理のポイント～ 

会場：白山 NTビル 

主催：（公社）日本測量協会 

 

 

『トップリーダーのためのモチベーション UP 

トレーニング』 

会場：京王プラザホテル 

主催：（株）総合心理研究所 

 

・総社商工会議所 第 1回メンタルヘルスセミナー 

『ストレスチェック制度改正に伴う最新情報』 

会場・主催：総社商工会議所 

 

＜９月＞ 

・倉敷商工会議所 第１回メンタルヘルスセミナー 

『～ストレスチェック制度改正に伴う最新情報～』 

会場：倉敷商工会議所 

主催：倉敷商工会議所 

 

・２０１５年国際ロータリーバージョン 

『経営者のためのメンタルポイント』 

会場：ホテルアバローム紀ノ国 

主催：和歌山県 和歌山アゼリアロータリークラブ 

 

・２０１５年国際ロータリーバージョン 

『経営者のためのメンタルポイント』 

会場：湘南クリスタルホテル 

主催：神奈川県 藤沢北ロータリークラブ 

 

・女性のためのワークライフバランス研修 

『働く女性のメンタルヘルス  

～心健やかに、自己実現しよう～』 

会場主催：デンソー勝山 

 

『女性管理職者のための 

メンタルトレーニング研修』 

会場：島根県津和野町 

主催：㈱総合心理研究所 

 

『女子力 UPのためのメンタルヘルス研修』 

会場：総社オフィス 

主催：（株）総合心理研究所 

 

 

・メンタルヘルスと人権問題 

『～明るく働きやすい職場を作ろう～』 

会場：岡山県総社市内 

主催：（株）総合心理研究所 

 

『管理職候補者のためのメンタルヘルス研修』 

会場：総社オフィス 

主催：（株）総合心理研究所 

 

 

  



・複雑な時代を生き抜くための自己管理術 

『～ストレス対応とビジネスを 

上手く展開する秘訣～』 

会場：横浜ロイヤルパークホテル 

主催：横浜市女性経営者懇話会 

＜７月＞ 

・女性経営者のためのメンタルトレーニング研修③ 

『～トップリーダーの心構えについて～』 

会場：高輪プリンスホテル 

主催：㈱総合心理研究所 

 

『女性管理職者のための 

メンタルトレーニング研修』 

会場：総社オフィス 

主催：㈱総合心理研究所 

 

『女性経営者のためのメンタルトレーニング研修』 

会場：東京都 港区内 

主催：㈱総合心理研究所 

 

・２０１５年国際ロータリーバージョン 

『経営者のためのメンタルポイント』 

会場:倉吉信用金庫うつぶき支店 

主催：鳥取県 倉吉ロータリークラブ 

 

 

『就活力を高めるための 

メンタルトレーニング研修②』 

会場：総社オフィス 

主催：（株）総合心理研究所 

 

『職場のメンタルヘルス』 

会場：岡山リーセントカルチャーホテル 

主催：全重協岡山県支部 

 

『就活力を高めるための 

メンタルトレーニング研修①』 

会場：総社オフィス 

主催：㈱総合心理研究所 

＜８月＞ 

・メンタルヘルス対策セミナー 

『～職場におけるメンタルヘルスの現状と 

リスクマネジメント～』 

会場：松山商工会議所 

主催：愛媛県 松山商工会議所 

 

『女子力アップ＆メンタルヘルス研修③』 

会場：総社オフィス 

主催：㈱総合心理研究所 

 

『女子力アップ＆ソーシャルスキルトレーニング』 

会場：総社オフィス 

主催：㈱総合心理研究所 

 

『女子力アップ＆メンタルヘルス研修②』 

会場：総社オフィス 

主催：㈱総合心理研究所 

 

女性経営者のためのメンタルトレーニング研修 

『女子力アップ＆メンタルヘルス研修①』 

会場:神戸元町 

主催：㈱総合心理研究所 

 

 

・女性経営者のためのメンタルトレーニング研修② 

『～組織管理と自己管理について～』 

会場:東京 ANAインターコンチネンタルホテル 

主催：㈱総合心理研究所 

 

＜６月＞ 

・女性経営者のためのメンタルトレーニング研修① 

『～女性の一生と心の健康課題～』 

会場：高輪プリンスホテル 

主催：㈱総合心理研究所 

 

・東京 品川ロータリークラブ 

『経営者のためのメンタルポイント』 

会場：高輪プリンスホテル 

 

・片岡工業（株）安全大会 研修 

『職場の安全は ストレス管理力から！  

～心の健康と組織管理を考える～』 

会場：新見市 にいみ学び広場 

 

・愛知県 豊田三好ロータリークラブ 

『経営者のためのメンタルポイント』 

会場：みよし市 保土ヶ谷センター 

 

 



・社会福祉法人 正和会様 職員研修 

『職場のメンタルヘルス！  

～元気な心で、元気な職場を作ろう～』 

主催:鹿児島県 鹿児島市 サポートなごみ 

 

 

 

 

 

＜５月＞ 

・２０１５年 国際ロータリーバージョン 

『経営者のためのメンタルポイント』 

会場：愛知県 岡崎東ロータリークラブ 

 

・２０１５年 国際ロータリーバージョン 

『経営者のためのメンタルポイント』 

会場：和歌山県 和歌山ロータリークラブ 

 

・２０１５年 国際ロータリーバージョン（国外版） 

『国際社会とメンタルヘルス』 

主催:台湾八徳陽徳扶輪社 

 

 

  

＜４月＞ 

・岡山 ＡＴＯＭの会 勉強会 

『ストレス解消を楽しむコツのコツ』 

会場：喜怒哀楽 

 

・２０１５年 国際ロータリーバージョン 

『経営者のためのメンタルポイント』 

会場：東京都 武蔵野ロータリークラブ 

 

・２０１５年 国際ロータリーバージョン 

『経営者のためのメンタルポイント』 

会場：岡山県 高梁ロータリークラブ 

 

・ワークライフバランス 早朝勉強会 

『若者のためのメンタルヘルスを考える 第 2回』 

主催：株式会社 総合心理研究所 近畿事務局 

 

・ワークライフバランス 早朝勉強会 

『若者のためのメンタルヘルスを考える 第１回』 

主催：株式会社 総合心理研究所 近畿事務局 

 

・ワークライフバランス勉強会 

『家庭人としての課題を考える 第 3回』 

主催：株式会社 総合心理研究所 近畿事務局 

 

 

 

・カウンセラーのためのメンタルトレーニング研修 

『カウンセラーのための感性力向上と表現』 

主催：株式会社 総合心理研究所 

 

＜３月＞ 

・２０１５年 国際ロータリーバージョン 

『経営者のためのメンタルポイント』 

会場：東京都 赤坂ロータリークラブ 

 

・経営者向けメンタルトレーニング研修 

『経営者のためのメンタルポイント総合』 

主催：株式会社 総合心理研究所 

 

・カウンセラーのためのメンタルトレーニング研修 

『カウンセラーのためのメンタルポイント総合』 

主催：株式会社 総合心理研究所 

 

・企業向けメンタルヘルスセミナー 

『2015年のチェックポイント 組織と心の健康課題』 

（ストレス管理チェックシート付き） 

主催：日本植生株式会社 

 

・２０１５年 国際ロータリーバージョン 

『経営者のためのメンタルポイント』 

会場：和歌山県 粉河ロータリークラブ 

 



・女性のためのワークライフバランスセミナー 

『働く女性のメンタルヘルス  

～心健やかに！自己実現するために！～』 

主催：株式会社 総合心理研究所 近畿事務局 

 

・カウンセラーのためのメンタルトレーニング研修 

『カウンセラーのための感性力向上と表現』 

主催：株式会社 総合心理研究所 

 

・カウンセラーのためのメンタルトレーニング研修 

『カウンセラーのためのメンタルポイント総合』 

主催：株式会社 総合心理研究所 

 

・ワークライフバランス勉強会 

『家庭人としての課題を考える 第 2回』 

主催：株式会社 総合心理研究所 

 

・ワークライフバランス勉強会 

『家庭人としての課題を考える 第 1回』 

主催：株式会社 総合心理研究所 

 

・２０１５年 国際ロータリーバージョン 

『経営者のためのメンタルポイント』 

会場：岡山県 笠岡東ロータリークラブ 

＜１月＞ 

・倉敷商工会議所 出前講座 

『やる気をアップ！ 職場の元気を高め、 

顧客満足度向上！』 

会場：株式会社いのうえ様 

 

・ワークライフバランス勉強会 

『女性のための自己実現を考える 総合基礎』 

主催：株式会社 総合心理研究所 

 

・２０１５年 国際ロータリーバージョン 

『経営者のためのメンタルポイント』 

会場：奈良県 生駒ロータリークラブ 

 

・経営者向けメンタルトレーニング研修 

『経営者のためのメンタルポイント総合』 

主催：株式会社 総合心理研究所 近畿事務局 

＜２月＞ 

『経営者満足度をアップする 

カウンセラーマインド』 

（ストレスチェックシート付き） 

会場：東京都  東京税理士会武蔵野支部 

 

・２０１５年 国際ロータリーバージョン 

『経営者のためのメンタルポイント』 

会場：愛知県 岡崎南ロータリークラブ 

 

・女性管理職候補者のためのメンタルトレーニング研修 

『２０１５年度 組織で活躍できる 

人材になるために①』 

会場：総社本社 

 

・経営者向けメンタルトレーニング研修 

『経営者のためのメンタルポイント総合』 

主催：株式会社 総合心理研究所 近畿事務局 

・経営者向けメンタルトレーニング研修 

『経営者のためのメンタルポイント総合』 

会場：東京都品川 

・企業向けメンタルヘルスセミナー 

『2015年のチェックポイント 組織と心の健康課題』 

（ストレス管理チェックシート付き） 

主催：吉備の里様 

・カウンセラーのためのメンタルトレーニング研修 

『カウンセラーのためのメンタルポイント総合』 

主催：株式会社 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） 


