先着順！
JOES/JOMF 特別企画セミナーのお知らせ：

2012 年 06 月 05 日

First Come First Served

第 13 回海外赴任者支援対策セミナー（メンタルヘルス編）のご案内
（主テーマ： 『海外駐在員とそのご家族の心の危機管理』）
日ごろは格別のご高配を賜りありがとうございます。
弊基金では、2010 年 3 月 4 日ホテル銀座ラフィナートでの試行開催以降、合計 12 回の JOMF 特別企画セミナー
を開催してまいりました。 これまでに「海外派遣者のメンタルヘルス ABC （外務省鈴木満先生）」や「Be(美)心サプ
リメント（株式会社「宙」（SORA） 栗栖佳子代表 ＆ ルックスコンサルティング ∞ジャパン下野淳子代表）」などメン
タルヘルス関連のセミナーを何度か開催してまいりました。今回は、海外子女教育振興財団様のご協力を戴いての
開催とするため、海外に赴任される方だけではなく、一緒に帯同されるご家族のメンタルヘルス対策も含めたメンタ
ルヘルスの ABC について外務省の鈴木先生からお話を戴くと同時に、住友商事・日本航空様のご協力により 企
業における取組事例についてもご紹介戴けることになりました。
講師には、JOMF のコラム「海外在留邦人のメンタルヘルス」の執筆や情報交換会講師、セミナー講師、またメンタ
ルヘルスについての海外医療事情調査の形で基金にご支援を戴いている鈴木満先生（外務省 メンタルヘルス対
策上席専門官）をお招きしております。 更に、企業におけるメンタルヘルス対策事例についても、住友商事株式会
社と、日本航空株式会社からご紹介戴くというプログラムになっております（SCG カウンセリングセンターからは氏橋
隆幸センター長、森川妙子シニア産業カウンセラーが、日本航空からは松永直樹先生が協力して戴けるようになり
ました）。
これまで海外の現場における活動や世界のメンタルヘルス関係者とのリンケージ強化を通じて先生のご経験に基
いた鈴木先生のお話は、社員の方や帯同されるご家族を送り出す人事部門や海外事業部門の方にとっても有意
義なものになると思いますし、各社における取組について聞くことができるというのもそう多くはありませんので、ご期
待ください。
また、講師を囲んでの会場での意見交換の場も企画しておりますので、通常のセミナーにはない話の展開も期待
できます。 暑い季節になりますが、「熱いセミナー」になるよう、是非参加戴ければと存じます。
尚、会場スペースの関係で、申込者数多数の場合は、基本的に先着順で閉め切り、満員になった際には、メール
および弊基金の HP にてその旨お知らせいたします（案内状も含めて郵送はしません）。

＜＜担当＞＞
公益財団法人 海外子女教育振興財団
会員・広報チーム 葭・中川・徳永
TEL：
03-4330-1347
FAX：
03-4330-1335

＜＜担当＞＞
財団法人 海外邦人医療基金
業務部 宮本・澤田
TEL：
03-3593-1001
FAX：
基本的に使用不可
E-mail： mhseminar@jomf.or.jp (セミナー専用アドレス＊)
（JOMF セミナーに関する交信は全てこのアドレスで!!）

セミナーの概要

日時：
会場：
定員：
対象：
費用：
主催：

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
2012 年 7 月 3 日（火） 13：00 開場（セミナー時間 13：25～16：30）
総本山智積院別院 摩尼珠山真福寺講堂 （東京都港区愛宕 1-3-8）
http://www.chisan.or.jp/chisan/sinpukuji/map.html
120 名（Max.）
海外進出企業の「人事・総務部門ご担当者」及び「産業医・看護師」等
無料
公益財団法人 海外子女教育振興財団（JOES）
財団法人 海外邦人医療基金（JOMF）

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
プログラム：
開会の辞及び主催者ご挨拶：
13：25～13：35（10 分）
１． 企業事例紹介：
13：35～１4：35（60 分： 各社 30 分）
事例① 「住友商事グループにおける取り組み事例紹介」
SCG カウンセリングセンター センター長 氏橋隆幸様
SCG カウンセリングセンター シニア産業カウンセラー 森川妙子様
事例② 「日本航空における海外勤務者のメンタルヘルス ～事例から学ぼう～」
日本航空株式会社 健康管理部 主席医師 松永直樹先生
２． 休憩：
14：35～14：45（10 分）
３． 講演：
14：45～16：15（90 分：含 Q&A）
「海外派遣者と家族のメンタルヘルス ABC
～採用・人選・渡航前研修から派遣後ケア・復職支援まで～」
外務省 メンタルヘルス対策上席専門官 鈴木 満先生
４． Q&A 及びアンケート記入：
16：15～16：30
５． アンケート回収～懇親会場への移動：
16：30～16：45
６． 懇親会： （立食形式： 講師陣とのネットワーク構築の場としてご活用ください）
16：45～18：00
会場： ＡＬ ＲＯＹＡＬ ＧＡＲＤＥＮ （ロイヤルガーデン）
東京都港区虎の門 1 丁目 11−7 第二文成ビル 1F
http://www.royalgarden.co.jp/store/index.html
参加費用： 無料（会員限定）
申込締切り： 120 名の定員に達し次第
添付申込用紙に（JOMF 会員か JOES 会員かにチェックの上）ご記入戴き、メール添付の上、mhseminar@jomf.or.jp 宛ご
返送下さい。
JOMF 会員で、メールが使えない方は（メールアドレスや電話番号等の読取間違いの危険はありますが）、03-3502-1229
迄 FAX 下さい。
JOES 会員で、メールが使える方は上記アドレスにメール、それ以外の方は、従来通り郵送或いは FAX で JOES 宛お申
込み下さい

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：

講師プロフィール：
鈴木満氏：
外務省 メンタルヘルス対策上席専門官
医学博士
精神保健指定医、日本精神神経学会専門医・指導医、
日本医師会認定産業医
1987 年 ： 英国国立医学研究所 研究員としてロンドンに居住（5 年）
1992 年 ： ロンドンにおける在留邦人メンタルヘルス専門家ネットワークを立ち上げる
帰国後 ： 文部科学省、日本学術振興会助成調査等により世界約 90 都市を訪問、在留
邦人の声に耳を傾け続ける

松永 直樹氏：
日本航空株式会社 健康管理部 主席医師
医学博士
日本精神神経学会専門医・指導医
日本宇宙航空環境医学会理事
1985 年筑波大学医学専門学群卒業。東京慈恵会医科大学附属病院を主に 10 年間の
臨床経験の後、1995 年より日本航空株式会社健康管理部勤務。パイロットや地上職
員の精神神経科領域を担当。
2006 年より 東京慈恵会医科大学精神医学講座准教授も兼任中。

氏橋隆幸氏：
住友商事株式会社 人事厚生部 参事 ＳＣＧカウンセリングセンター
産業カウンセラー、キャリアコンサルタント

センター長

1952 年生まれ。早稲田大学理工学部卒業。
1974 年 住友商事株式会社入社。主に建設機械部門にて、ブルドーザーやダンプトラッ
クなどの鉱山用大型建設機械の海外市場向け販売業務を長年に渡り担当。
南米・中欧・CIS の３ヶ国に家族と共に計１５年駐在。
2005 年 4 月、SCG カウンセリングセンター（SCG-CC）の設立と同時にセンター長に任命
される。
森川妙子氏：
住友商事グループ
ＳＣＧカウンセリングセンター センター長補佐
シニア産業カウンセラー、 キャリアコンサルタント、家族相談士
サントリー株式会社に入社、主として販売促進部門に所属。約 9 年間勤務。
退職後、海外での帯同生活や出産を経験。心理学・カウンセリングを学び 2000 年より産
業カウンセリング分野への関与を深める。複数の契約企業にてカウンセリング、コンサル
テーション、復職支援、研修などを担当。
2006 年より SCG-CC 勤務。
2009 年から海外駐在員及び帯同家族向けのセミナーを開始、駐在員や家族からの相
談対応の中核となっている。

セミナー会場のご案内

真福寺

講堂（Ｂ1）

・東京メトロ銀座線
・東京メトロ日比谷線
・都営地下鉄三田線
・都営地下鉄三田線

東京都港区愛宕 1-3-8

「虎ノ門駅」
「神谷町駅」
「御成門駅」
「内幸町駅」

1・9 番出口より徒歩 8 分
3 番出口より徒歩 8 分
A5 番出口より徒歩 8 分
A3 番出口より徒歩 10 分

懇親会会場

Al Royal Garden

当財団の事務所は
真福寺の隣のビル
（愛宕東洋ビル）の
6 階にあります。

