21 日（祝日）の対面開催について
●参加申し込みは先着順になります。どなたでも参加可能です。

●参加希望会場を一つ選択し，お申し込みください。
●2022 年 2 月 1 日に各地の感染状況等を踏まえ，対面開催の可否を判断します。中止の場合，
クレジット決済の方は 3 日目参加費の決済を取り消しいたします。手数料はかかりません。銀行
口座振込の方は振込手数料として 3 日目参加費より 220 円（ゆうちょ銀行の場合は 100 円）
を除いた金額を指定された口座に返金いたします。なお，お申し込みの地域が中止となった場合
でも，オンライン会場への参加はできません。
●2022 年 2 月 2 日以降であっても状況の急激な変化等に応じて中止の判断をせざるを得ない
可能性はあります。3 日目開催準備のための諸経費をその時点からキャンセル処理することが難
しい場合なども考えられるため，状況によっては 3 日目参加費を返金いたしかねる場合もありう
ることをご了承ください。もしもそのような状況になってしまった場合には，大会ホームページに情
報を掲載いたします。
●当日，各地の会場（オンライン会場は Zoom）では，9:30～9:50 に受け付けします。

【注意事項】
COVID-19 の感染状況などにより， 2022 年 2 月 1 日の時点で開催可否を判断い
たします。
中止となった場合の返金作業の都合上，クレジットカード決済は１,２日目と３日目を別決
済としました。３日目の対面開催中止による返金が生じた場合，お申し込みのクレジットカー
ドからの返金になります。（返金日はクレジットカード会社によって異なります。クレジットカー
ド会社にお問い合わせください。）
また，クレジットカード決済ではなく，銀行振込にてお申し込みの場合は，１,２日目と３日
目は別決済ではありません。各自，合算してお振り込みください。申し込み画面にて，3 日目
が中止になった場合の返金先として希望される口座の入力にご協力いただけると大変助
かります。よろしくお願いいたします。なお，ご入力いただいた口座番号は本大会３日目中止
による返金以外の目的に使用することはありません。本大会終了後，責任をもって破棄いた
します。

対面開催
第３日 3 月 21 日（祝）
10:00〜10:30

大グループ

コンダクター：梶本浩史 大橋良枝

10:30〜11:45

演者の発表＋質疑応答

13:00〜15:45

体験グループ （75 分×2 セッション）

16:00〜16:30

大グループ

16:00〜16:30

JAGP39th 閉会式

・各地での対面開催の会場と定員及び主たる協力者，演者・コンダクターは下記の一覧の通りです。
なお，会場や定員数などに変更の可能性があります。今後，随時大会ホームページでお知らせし
ます。
・対面開催のグループへの参加が難しい方は，オンライン・グループへ参加申し込みができます。
地域

会場

定員

各地の主たる協力者

北海道
（札幌）

札幌医科大学教育研究棟Ⅰ
C201 教室

30 名

鎌田明日香 （大通りつげのクリニック）

東北
（盛岡）

アイーナいわて県民情報交流センター 5
階 501A 室

19 名

安部康代 （安田病院）

関東
（埼玉）

聖学院大学

30 名

加藤祐介 （赤城高原ホスピタル）

ワイム貸会議室お茶の水 ルーム B

30 名

ワイム貸会議室お茶の水 ルーム D

30 名

関東
（湘南）

おだわら市民交流センター
第１・２会議室

30 名

東海
（愛知）

ウィンクあいち 908 小会議室 B

30 名

多喜田恵子 （岐阜保健大学看護学部看護学科）

関西
（京都）

京都テルサ 中会議室（東館 2 階）

30 名

菊地寿奈美 （京都市スクールカウンセラー）

中国
（広島）

東区民文化センター 中会議室

30 名

菅武史 （広島市スクールカウンセラー）

四国
（松山）

松山市総合コミュニティセンター

20 名

白柿綾 （聖カタリナ大学）

九州
（博多）

九州大学
（馬出 九大病院キャンパス）

30 名

加藤隆弘 （九州大学病院精神神経科)

沖縄
（那覇）

琉球大学人文社会学部 111 教室

25 名

関東
（東京）

高橋馨 （杉並子ども家庭支援センター）

藤澤希美
（国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科）

野村学
（オリブ山病院・沖縄県スクールカウンセラー）

オン
ライン

Zoom

なし

加本有希 （相模原市立青少年相談センター）

各地の演者とコンダクター

地域

演者

体験グループ コンダクター

北海道
（札幌）

＜司会＞田辺等 （北星学園大学）
＜演者＞前田潤 （室蘭工業大学）
木村睦 （北海道立向陽学院）

山本薫
山本創

東北
（盛岡）

稲村茂

藤澤美穂 （岩手医科大学教養教育センター）
安部康代 （安田病院）

関東
（埼玉）

荒木章太郎（爽風会 心の風クリニック）
小川悠介 （群馬会 群馬病院）
勝見隆二 （川越同仁会病院）
田口明子 （栃木県公認心理師協会）

加藤祐介 （赤城高原ホスピタル）
桜庭拓郎 （恵愛会 青木病院）

＜司会＞
卜部裕介 （公立学校共済組合 関東中央病院）
月江ゆかり（ヒューマンケアクラブ ストライド）
＜演者＞ 鈴木純一 （東京集団精神療法研究所）

卜部 裕介 （公立学校共済組合 関東中央病院）
月江ゆかり（ヒューマンケアクラブストライド）

＜司会＞
林公輔
（学習院大学文学部心理学科）
岡田 靖子 （訪問看護ステーションてんとうむし）
＜演者＞ 武井麻子 （Office-Asako）

林公輔
岡田靖子

関東
（東京）

（メンタルクリニック秋田駅前）

（北仁会 旭山病院）
（北仁会 石橋病院）

（学習院大学文学部心理学科）
（訪問看護ステーションてんとうむし）

藤澤希美

関東
（湘南）

長谷川麻弓（あつぎ心療クリニック）

東海
（愛知）

式守晴子（聖隷クリストファー大学非常勤講師）

多喜田恵子（岐阜保健大学看護学部看護学科）
式守晴子（聖隷クリストファー大学非常勤講師）

関西
（京都）

川合裕子（豊中市保健所／小阪病院）

高富栄
（コこころのクリニック）
菊地寿奈美（京都市スクールカウンセラー）

中国
（広島）

菅武史 （広島市スクールカウンセラー）

菅武史 （広島市スクールカウンセラー）
陶山文隆（宗近病院）

四国
（松山）

白柿綾

白柿綾
（聖カタリナ大学）
片岡かおり（松山記念病院）

九州
（福岡）

加藤隆弘 （九州大学病院精神神経科)
二之宮正人（八幡厚生病院）
衛藤暢明 （福岡大学病院）
齊藤 雅 （八幡厚生病院）
堀川公平 （風と虹グループ）
坂口信貴 （くるめ生活精神科医療研究所）

（国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科）

梶本浩史（東京都公立学校スクールカウンセラー）

（聖カタリナ大学）

加藤隆弘 （九州大学病院精神神経科)
二之宮正人（八幡厚生病院）

沖縄
（那覇）

野村学（オリブ山病院・沖縄県スクールカウンセラー）
中村綾子 （田崎病院）
阿賀嶺壮志（つかさクリニック）
安里由紀子（サマリヤ人病院）
草野智洋 （琉球大学）

野村学（オリブ山病院・沖縄県スクールカウンセラー）
中村綾子 （田崎病院）

オン
ライン

関百合 （クボタ心理福祉研究所）
岡島美朗（自治医科大学附属さいたま医療センター）

岡島美朗（自治医科大学附属さいたま医療センター）
加本有希（相模原市立青少年相談センター）

21 日(祝)

【対面開催】

タイムスケジュール
9:30〜9:50

受付

10:00〜10:30

大グループ（全会場をオンラインで繋ぎます：30 分）

10:30〜11:45

各地の演者による「未来へ継承したい集団精神療法のエッセンス」+質疑応答（各地の会
場：75 分）

11:45〜13:00
13:00〜14:15

体験グループ（各地の会場：75 分）

14:15〜14:30
14:30〜15:45

体験グループ（各地の会場：75 分）

15:45〜16:00
16:00〜16:30

大グループ（全会場をオンラインで繋ぎます：30 分）

16:30〜16:35
16:35〜16:45

JAGP39 閉会式（全会場をオンラインで繋ぎます：10 分）

