
 

災害，自死，事故，犯罪等で大切な人をなくされ

た方の支援や，自分自身の喪失体験にどう向き合

うかを水澤先生と一緒に

会です。ぜひ，ご参加ください。

 

内 容 

講義及びグループワーク

 

対 象 

自殺対策に関する相談業務等に従事する支援者

保健・医療・福祉関係，学校，教育関係，産業保健，

警察，消防，司法・更生保護関係，相談支援・就

労支援関係

 

開催場所

会場：サテライトキャンパスひろしま

502

（広島市中区大手町１丁目

※ 広島

※ 公共交通機関をご利用ください。

及び近隣駐車場に駐車された場合の減免制度は

ありません。

 

参加申込み方法

・ 所定の様式等により，

までに，

FAX また

・ 定員は

申込みが定員を超えた場合は

参加をお断りする場合のみ

受講希望者に当センターから直接連絡します。

・  申し込み後に

ご連絡ください。

 

問合せ先

広島県立総合精神保健福祉センター

電 話

ＦＡＸ

メール

テーマ：

講 

 日 
 

災害，自死，事故，犯罪等で大切な人をなくされ

た方の支援や，自分自身の喪失体験にどう向き合

うかを水澤先生と一緒に

会です。ぜひ，ご参加ください。

 

及びグループワーク

 

自殺対策に関する相談業務等に従事する支援者

健・医療・福祉関係，学校，教育関係，産業保健，

警察，消防，司法・更生保護関係，相談支援・就

労支援関係 等 

開催場所 

サテライトキャンパスひろしま

502 大講義室

広島市中区大手町１丁目

広島県民文化センター内５階です。

公共交通機関をご利用ください。

及び近隣駐車場に駐車された場合の減免制度は

ありません。

 

参加申込み方法 

所定の様式等により，

までに，広島県立総合精神保健福祉センター

またはメールで申し込んでください

定員は約 80 名を予定しています。

申込みが定員を超えた場合は

参加をお断りする場合のみ

受講希望者に当センターから直接連絡します。

申し込み後に欠席される場合は，

ご連絡ください。

問合せ先 

広島県立総合精神保健福祉センター

話 082‐884

Ｘ 082‐885

メール shcchiiki@pref.hiroshima.lg.jp

テーマ：大切な人などをなくされた方の理解と支援
 師：Healing & Recovery Institute

 時：令和２

災害，自死，事故，犯罪等で大切な人をなくされ

た方の支援や，自分自身の喪失体験にどう向き合

うかを水澤先生と一緒にゆっくりと

会です。ぜひ，ご参加ください。

及びグループワーク 

自殺対策に関する相談業務等に従事する支援者

健・医療・福祉関係，学校，教育関係，産業保健，

警察，消防，司法・更生保護関係，相談支援・就

サテライトキャンパスひろしま

室 

広島市中区大手町１丁目

県民文化センター内５階です。

公共交通機関をご利用ください。

及び近隣駐車場に駐車された場合の減免制度は

ありません。 

 

所定の様式等により，令和

広島県立総合精神保健福祉センター

はメールで申し込んでください

名を予定しています。

申込みが定員を超えた場合は

参加をお断りする場合のみ

受講希望者に当センターから直接連絡します。

欠席される場合は，

ご連絡ください。 

広島県立総合精神保健福祉センター

884‐1051  

885‐3447  

shcchiiki@pref.hiroshima.lg.jp

大切な人などをなくされた方の理解と支援
Healing & Recovery Institute

令和２年２月１

主催：広島県（健康対策課・

令和元年度

災害，自死，事故，犯罪等で大切な人をなくされ

た方の支援や，自分自身の喪失体験にどう向き合

ゆっくりと考える

会です。ぜひ，ご参加ください。 

自殺対策に関する相談業務等に従事する支援者

健・医療・福祉関係，学校，教育関係，産業保健，

警察，消防，司法・更生保護関係，相談支援・就

サテライトキャンパスひろしま 

広島市中区大手町１丁目 5-3）  

県民文化センター内５階です。

公共交通機関をご利用ください。なお，会場

及び近隣駐車場に駐車された場合の減免制度は

 

令和 2 年 2 月

広島県立総合精神保健福祉センター

はメールで申し込んでください

名を予定しています。

申込みが定員を超えた場合は，先着順

参加をお断りする場合のみ，開催 1 週間前までに

受講希望者に当センターから直接連絡します。

欠席される場合は，前日までに

広島県立総合精神保健福祉センター 

 

 

shcchiiki@pref.hiroshima.lg.jp  

大切な人などをなくされた方の理解と支援
Healing & Recovery Institute

月１９日（水

主催：広島県（健康対策課・

令和元年度災害時自殺対策

 

 

災害，自死，事故，犯罪等で大切な人をなくされ

た方の支援や，自分自身の喪失体験にどう向き合

考える研修

自殺対策に関する相談業務等に従事する支援者 

健・医療・福祉関係，学校，教育関係，産業保健，

警察，消防，司法・更生保護関係，相談支援・就 

  

   

県民文化センター内５階です。 

なお，会場

及び近隣駐車場に駐車された場合の減免制度は

 

月 5 日(水)

広島県立総合精神保健福祉センターに

はメールで申し込んでください。 

名を予定しています。 

先着順等で調整

週間前までに

受講希望者に当センターから直接連絡します。

前日までに 

 地域支援課

大切な人などをなくされた方の理解と支援
Healing & Recovery Institute 所長

水）10：30

主催：広島県（健康対策課・県立総合精神保健福祉センター）

令和元年度災害時自殺対策（グリーフケア）研修

災害時自殺対策

なお，会場 

及び近隣駐車場に駐車された場合の減免制度は 

  

) 

に， 

等で調整し， 

週間前までに 

受講希望者に当センターから直接連絡します。 

 

地域支援課  （担当：

大切な人などをなくされた方の理解と支援
所長  水澤都加佐

30～16：

県立総合精神保健福祉センター）

【講師紹介】
 1943 年生まれ。学習院大学卒。

日本社会事業大学研究科修了
 ソーシャルワーカーとして，神奈川

県立精神医療センターせりがや病
院・心理相談科長を経て，現在
Healing & Recovery Institute
長を務めている。

 '75 年より毎年アメリカに渡り，
 EAP（職場のアルコール対策），インタベンション

（介入），家族プログラム，集団療法，共依存やグ
リーフへの援助，コンフリクト･リソリューション
（メディエーション），カップル･カウンセリング，
ナラティブ・セラピー，認知行動療法，モティベー
ショナル・インタビューイングなどのトレーニング
を受ける

 講師として多くのセミナーを担当し，参加者への温
かい視線と，共感に満ちたグループワークが魅力。

令和元年度災害時自殺対策（グリーフケア）研修

災害時自殺対策（グリーフケア）

（担当：仲，井口）

大切な人などをなくされた方の理解と支援
水澤都加佐 

：00（10：00

県立総合精神保健福祉センター） 

【講師紹介】 
年生まれ。学習院大学卒。

日本社会事業大学研究科修了
ソーシャルワーカーとして，神奈川
県立精神医療センターせりがや病
院・心理相談科長を経て，現在
Healing & Recovery Institute
長を務めている。 

年より毎年アメリカに渡り，
（職場のアルコール対策），インタベンション

（介入），家族プログラム，集団療法，共依存やグ
リーフへの援助，コンフリクト･リソリューション
（メディエーション），カップル･カウンセリング，
ナラティブ・セラピー，認知行動療法，モティベー
ショナル・インタビューイングなどのトレーニング
を受ける。 
講師として多くのセミナーを担当し，参加者への温
かい視線と，共感に満ちたグループワークが魅力。

・広島バスセンターから徒歩
・路面電車（広島電鉄）

「本通」駅下車，徒歩約
「紙屋町西」下車，徒歩約

・アストラムライン
「本通」駅下車，徒歩約

令和元年度災害時自殺対策（グリーフケア）研修

（グリーフケア）

，井口） 

大切な人などをなくされた方の理解と支援
 氏 

00 受付開始）

県立総合精神保健福祉センター）  

年生まれ。学習院大学卒。
日本社会事業大学研究科修了 
ソーシャルワーカーとして，神奈川
県立精神医療センターせりがや病
院・心理相談科長を経て，現在
Healing & Recovery Institute 所

年より毎年アメリカに渡り， 
（職場のアルコール対策），インタベンション

（介入），家族プログラム，集団療法，共依存やグ
リーフへの援助，コンフリクト･リソリューション
（メディエーション），カップル･カウンセリング，
ナラティブ・セラピー，認知行動療法，モティベー
ショナル・インタビューイングなどのトレーニング

講師として多くのセミナーを担当し，参加者への温
かい視線と，共感に満ちたグループワークが魅力。

広島バスセンターから徒歩
路面電車（広島電鉄）

」駅下車，徒歩約
「紙屋町西」下車，徒歩約
アストラムライン 

」駅下車，徒歩約

令和元年度災害時自殺対策（グリーフケア）研修

（グリーフケア）研修 
大切な人などをなくされた方の理解と支援 

受付開始） 

年生まれ。学習院大学卒。

ソーシャルワーカーとして，神奈川
県立精神医療センターせりがや病
院・心理相談科長を経て，現在 

所

 
（職場のアルコール対策），インタベンション

（介入），家族プログラム，集団療法，共依存やグ
リーフへの援助，コンフリクト･リソリューション
（メディエーション），カップル･カウンセリング，
ナラティブ・セラピー，認知行動療法，モティベー
ショナル・インタビューイングなどのトレーニング

講師として多くのセミナーを担当し，参加者への温
かい視線と，共感に満ちたグループワークが魅力。

 

広島バスセンターから徒歩 3 分 
路面電車（広島電鉄） 

」駅下車，徒歩約 5 分 
「紙屋町西」下車，徒歩約 3 分 

」駅下車，徒歩約 5 分 

令和元年度災害時自殺対策（グリーフケア）研修 

（職場のアルコール対策），インタベンション
（介入），家族プログラム，集団療法，共依存やグ
リーフへの援助，コンフリクト･リソリューション
（メディエーション），カップル･カウンセリング，
ナラティブ・セラピー，認知行動療法，モティベー
ショナル・インタビューイングなどのトレーニング

講師として多くのセミナーを担当し，参加者への温
かい視線と，共感に満ちたグループワークが魅力。 

 

 


