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日本臨床心理カウンセリング協会
カウンセラーサポート事務局

2021 年冬季（2 月）更新条件必須イベント開催のお知らせ
JACC の臨床会員の皆さんへ「2021 年冬季（2 月）更新条件必須イベント」の開催について下記の通りお知
らせいたします。皆さんにおかれましては、コロナ禍の状況下で大変な毎日をお過ごしのことと存じます。
JACC でも、この度のコロナウィルス感染の状況を踏まえ、今後の更新条件必須イベント等のセミナーの開
催方法について変更せざるを得ない状況となり、理事会において熟慮を重ねてまいりました。その結果、
新年度（2020 年 10 月）より更新条件必須イベントの参加方法を次の 2 つの方法に変更することを決定い
たしました。
①直接開催会場に出向き参加する方法（これまでと同じですが、2021 年度 2 月・8 月の開催については、
東京会場のみの開催となります。）
②専門家の講演を録画したＤＶＤ、ＵＳＢやＳＤカードを購入し期限まで視聴しアンケート用紙を提出す
る方法（タブレット端末での視聴可能です）
大勢の方を一カ所に集めてセミナー等のイベントを開催することは、コロナウィルスの感染リスクが高く
なる恐れがあることや参加される皆さんの不安な気持ちを少しでも和らげることを考え、講演内容を録画
した DVD 等を視聴する方法を追加いたしました。ご自宅で安心して時間の制約なくテレビやパソコンで映
画などを視聴するように更新条件必須イベントの専門家の講演を学んでいただきたいと考えております。
また、2021 年度の更新条件必須イベント開催につきましては、冬季(2 月)・夏季(8 月)の開催は東京会場の
みの開催とさせていただきます。今回、講演を依頼した講師からの契約の希望もあり、名古屋大阪への移動
制限の可能性が否めず、また、来年 8 月の開催についても講演を依頼する講師のスケジュール確保が厳しく、
苦渋の決断ではありますが、名古屋・大阪での開催を断念いたしました。コロナウィルス感染症が収まった
暁には、皆さんと直接お会いできるように名古屋・大阪会場での開催に向けて準備してまいります。
なお、今後のコロナウィルスの感染状況によっては、講師に移動制限が発令される可能性があります。移動制限
が発令した場合は、会場での開催は断念し、すべてＤＶＤ等の購入参加の方法になりますことをご了承ください。
つきましては、2021 年 2 月の更新条件必須イベントの参加を希望される方は、更新条件必須イベント参加
申込方法の欄（裏面）をご確認の上、参加申込専用葉書又は JACC ホームページにある更新条件必須イベン
ト専用申込フォームよりお申込みください。
※更新条件必須イベントに参加することは、認定資格の 5 年延長更新に必要な条件となりますので、認定資格をお持ち
の方は既定の計算方法で必ず 1 年に 1 度参加してください。
※上記の①または②の方法が難しい場合は、JACC 推薦図書の図書レポートを提出することで参加の代わりとなります。

記
■更新条件必須イベントプログラム
１．開会の辞
２．理事長挨拶
３．臨床の専門家による講演
「認知症の介護に携わる家族・介護者のためのストレスケアを学ぶ」
講師 田島美幸先生（慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室）
５．閉会の辞
2021 年度 2 月の更新条件必須イベントの専門家の講演では、慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室
の田島美幸先生を招聘し「認知症の介護に携わる家族・介護者のためのストレスケアを学ぶ」と題して、認
知症等に罹患している方の介護に携わっているご家族や介護者のストレスケアについて学びます。
認知症患者さんの介護は、家族でも、仕事として働いているプロの介護者でも、肉体的、精神的にストレス
を抱えます。現在、コロナウィルス感染の影響をうけ、家族が自宅で介護を担っている状況もあり、これまで
以上に家族や介護者のストレスは大変な状況になっています。心理カウンセラーとして、どのようなケアが
出来るのか？ 認知症の介護に携わる家族・介護者のためのストレスケアについて、ぜひ、この機会に学ん
でください。
NPO 法人日本臨床心理カウンセリング協会カウンセラーサポート事務局 http://www.j-acc.org

■参加方法
①直接開催会場に出向き参加する方法（これまでと同じです）
②ＤＶＤ購入参加（専門家の講演を録画した DVD を購入し期限まで視聴しアンケートを提出
する方法/アンケート提出締切日は 2021 年 3 月 31 日）
◆開催日時及び会場 ※地図は裏面参照
①東 京 会 場 2021 年 2 月 21 日（日）14：00～17：00（開場 12：45～）
「国際ファッションセンター3F KFC ホール」
（東京都墨田区横網 1-6-1）http://www.tokyo-kfc.co.jp/access/
■参

加

資

格 臨床会員（JACCの認定資格取得の有無は問いません）

■参
加
費 ※振込手数料はご負担ください。
（１）セミナー会場で参加の場合：￥7000円
（２）ＤＶＤ等の購入で参加の場合：￥8000円（送料込）
■振 込 締 切 日
・投函日（申込日）を起算日にして土日を含む7日以内にお振り込みください。
■申

込

方

法

・本案内に記載されている「JACC更新条件必須イベント参加申込方法」をご確認の上、申込専用葉書
又はJACCホームページの専用申込入力フォームからお申込みください。
■申 込 締 切 日
■注

意

事

2021年2月8日（月）※当日消印有効

項

① 参加申込方法のルールをお守りください。
② 一度お振込いただいた参加費は、理由の如何に関わらず、返金又は他のイベントの参加費や更新料への
振替は致しかねますのでご了承ください。
③ 「臨床の専門家による講演」を遅刻、途中退場（トイレを除く）、早退した場合は更新条件必須イベントに参加
したことにならず、更新条件を満たさないことになりますのでご注意ください。ただし、当日、公共交通機関の
事故等で遅刻する場合は「遅延証明書」を受付へ提出することで参加したことになります。
④ 会場参加を申込み、当日に参加キャンセルされた場合は、ＤＶＤ購入に自動的に変更となります。なお、ＤＶ
Ｄ購入に変更の場合、送料を別途お振込みいただきます。
⑤ 今後のコロナウィルス感染症の状況によっては、講師に移動制限が発令する可能性があります。移動制限が
発令した場合は、会場での開催は断念し、すべてＤＶＤ購入の方法になりますことをご了承ください。

■会場地図

国際ファッションセンター ３Ｆ KFC ホール （東京都墨田区横網 1-6-1）
http://www.tokyo-kfc.co.jp/accessmap.html
・都営地下鉄大江戸線「両国駅」A1 出入口に直結
・JR 中央･総武線「両国駅」東口より徒歩約 6 分
・JR 中央･総武線「両国駅」西口より徒歩約 7 分
※お車でのご来場はご遠慮ください。公共交通機
関をご利用ください

以上
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JACC 更新条件必須イベント参加申込方法
会場直接参加をご希望の場合
必ず内容をご確認の上、ルールを守ってお申込ください

◆会場直接参加の申込手順（申込ルール）
① 本案内の内容をご確認の上、同封の申込専用葉書に必要事項を記入しポストへ投函する又は
JACCホームペーシﾞ専用申込フォームから申込む。
 申込〆切日は2021年2月8日（月）です。2/8までにポストへ投函又はJACCホームページ専用申込フォームか
らお申し込みください。 JACCホームページ http://www.j-acc.org/

② 参加費を葉書投函日（JACCﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ専用申込みﾌｫｰﾑの申込日）を含む７日以内に更新条件必
須イベント参加費振込専用口座へ振込む。
会場参加を申込された方は、参加費 7,000円
 例）申込日が1月10日の場合、振込〆切日は1月16日


振込の控えをもって領収書に代えさせていただきます。手書きの領収書が必要な方は、カウンセラーサポート
事務局まで別途ご連絡ください。

 同姓同名の方がいる為、お振込される際はお名前の前に会員番号を記入または入力してお振込みください。
※振込の通知は全てカタカナ表記のため判別できませんので番号入力ご協力ください。
 ＪＡＣＣよりお振込期限日はお知らせいたしませんのでご自身の責任でお振込み手続きを行ってください。
 振込期日までに振込確認が出来ない場合、自動的にキャンセルとなります。ただし、自動キャンセルになっ
た方でも1回のみ再申込が可能です。

③ 参加費の振込確認が完了すると会場直接参加を希望された方へは「更新条件必須イベント参
加票」が順次発送されます。
 申込後2週間経っても「更新条件必須イベント参加票」が届かない場合、参加費の振込みが確認されていな
いか、郵便配達事故が考えられますので、至急カウンセラーサポート事務局までお問い合わせください。
 届いた「更新条件必須イベント参加票」を紛失された際は早急にカウンセラーサポート事務局へ連絡し、再
発行してもらってください。

④ 会場直接参加をご希望の方で、申込〆切日を過ぎてからの申込は、全てキャンセル待ち申込
となります。
 キャンセル待ちでお申込みの方は「参加が可能」とカウンセラーサポート事務局から連絡を受けてから参加
費をお振込みください。JACCからの連絡を待たずに振込された参加費は、キャンセルが出ずに参加が出来
ない場合でも返金はいたしかねます。

⑤ 当日は受付へ会員カードを提示し、「更新条件必須イベント参加票」を提出してください。
 会場直接参加を申込み、当日に参加キャンセルされた場合は、ＤＶＤ等の購入に自動的に変更となります
が、ＤＶＤ視聴が難しい場合はキャンセルの連絡する際にその旨をお伝えください。更新条件必須イベント
の参加回数によっては図書レポートの提出が必要となります。なお、ＤＶＤ購入に変更の場合、送料を別途
お振込みいただきます。
【更新条件必須イベント参加費・ＤＶＤ購入代金振込専用口座】
三井住友銀行 渋谷駅前支店 普通口座 ３３６８２１８
振込先口座名義 日本臨床心理カウンセリング協会

.

※お振込の際は、同姓同名の方がいらっしゃいますので必ず名前の前に会員番号を入れてください。会員番号が無い場
合は参加票の発送が遅くなりますのでご注意ください。
振込者名 例：123456789(会員番号)カツシカハナコ(参加者氏名)
NPO 法人日本臨床心理カウンセリング協会カウンセラーサポート事務局 http://www.j-acc.org

JACC 更新条件必須イベント参加申込方法
ＤＶＤ購入参加をご希望の場合
必ず内容をご確認の上、ルールを守ってお申込ください

◆ＤＶＤ購入参加の申込手順（申込ルール）
① 本案内の内容をご確認の上、同封の申込専用葉書に必要事項を記入しポストへ投函する又は
JACCホームペーシﾞ専用申込フォームから申込む。JACCホームページ http://www.j-acc.org/
 ＤＶＤ購入の申込〆切日は2021年2月8日（月）です。締め切り日当日までにポストへ投函又はJACCホームペ
ージ専用申込フォームからお申し込みください。
 視聴方法と記録媒体の希望を必ず記入してください。ＤＶＤのほかＵＳＢやＳＤカードでの購入も可能です。

② ＤＶＤ代金を葉書投函日（JACCﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ専用申込みﾌｫｰﾑの申込日）を含む７日以内に更新条
件必須イベント参加費振込専用口座へ振込む。
ＤＶＤ購入を申込された方は、購入代金 8,000円
 例）申込日が1月10日の場合、振込〆切日は1月16日


振込の控えをもって領収書に代えさせていただきます。手書きの領収書が必要な方は、カウンセラーサポート
事務局まで別途ご連絡ください。

 同姓同名の方がいる為、お振込される際はお名前の前に会員番号を記入または入力してお振込みください。
※振込の通知は全てカタカナ表記のため判別できませんので番号入力にご協力ください。
 ＪＡＣＣよりお振込期限日はお知らせいたしませんのでご自身の責任でお振込み手続きを行ってください。
 振込期日までに振込確認が出来ない場合、自動的にキャンセルとなります。ただし、自動キャンセルになっ
た方でも1回のみ再申込が可能です。

③ 参加費の振込確認が完了するとＤＶＤ購入参加を申込された方へは、メールで『振込完了』
の連絡をいたします。メール登録のない方には振込完了の葉書が発送されます。
 申込後2週間経っても『振込完了』のメールまたは葉書が届かない場合、代金の振込みがされていないか、
メール送受信エラーまたは郵便事故が考えられますので、迷惑ホルダーをご確認後、至急カウンセラーサポ
ート事務局までお問い合わせください。

④ ３月８日より申込み順にＤＶＤ等とレジュメ、アンケート用紙が発送されます。
 ３月22日までにＤＶＤが届かない場合、郵便配達事故が考えられますので、至急カウンセラーサポート事務
局までお問い合わせください。

⑤ ３月３１日までに、ＤＶＤを視聴しアンケート用紙に必要事項を記入し同封の返信用封筒に
てアンケート用紙を提出してください。


当日消印有効です。



アンケート用紙は、昨年まで参加した際にご記入いただいた内容と同等のアンケートとなります。



届いたDVD等が視聴出来ない場合は、大至急カウンセラーサポート事務局まで連絡してください。なお、購
入者ご本人の原因での紛失やデータの破損については、再度購入していただくことになります。

【注意事項】

更新条件必須イベントの講演が記録されたＤＶＤ（ＵＳＢ・ＳＤカード）の視聴は購入者本人のみに
限り、本人以外の視聴ならびにＤＶＤと同封のレジュメの複製、インターネット上へのデータ転送を
禁じます。
【 お問合・連絡先 】
NPO 法人日本臨床心理カウンセリング協会 カウンセラーサポート事務局
電話：03-5647-7337
FAX：03-5647-7340 E-mail：info@j-acc.org
URL：http://www.j-acc.org/
NPO 法人日本臨床心理カウンセリング協会カウンセラーサポート事務局
http://www.j-acc.org

