
一般社団法人化にあたって

� 一般社団法人日本音楽療法学会
理事長　村井　靖児

　日本音楽療法学会は2001年の発足以来、「人格なき社団（任意団体）」として運営して参りましたが、本年４月より「一般社団
法人」に改組しました。
　一般社団法人とはどういうものか、また法人化のメリット ・デメリット、また変更点について、以下にご説明いたします。

■「法人」とは
　「法人」とは、人にかわって法律行為（物を買う、賃貸契約
をする、人を雇用するなど）をする団体のことを指します。
具体的には、株式会社、学校法人、宗教法人、社団法人、財
団法人などが挙げられます。学会は、「法人格」を持たない限
りは法人ではなく、「人格なき社団」と呼ばれます。

■「人格なき社団」の特徴
　「人格なき社団」は、法律行為はできませんから、かわって
代表者が個人の資格で行うことになります。
　財産は社団の構成員の「総有」とみなされます。納税義務
はありますが、法律行為の権利がありません。「人格なき社
団」は法律行為ができないため、法律行為は理事長名でなさ
れることになるわけです。

■学会法人化のメリット ・デメリット
　メリットとしては、社会的信用の確立、契約当事者になれ
る、財産の所有 ・登記が明確になる、責任が理事長から理事
に分散されること、などが挙げられます。デメリットとして

は、法律の規制が多くなる、理事の任期、決算と社員総会時
期などが法律に規定されることです。
　日本音楽療法学会と同規模の学会は、多くが法人化されて
おり、社会的信用の面からも、法人化は必要と思われます。

■法人化に伴う主な変更点
　これまでの「会則」が「定款」となりました。また、「評議
員」が「代議員」の名称となりました。
　代議員と理事の任期も変更されました。今後は、理事の任
期は２年、代議員の任期は４年となりますので、２年毎に理
事選挙、４年毎に理事 ・代議員の合同選挙となります。
　これまでは、会員全員を対象とした総会が最高議決機関で
したが、今年度からは、代議員による総会が最高議決機関と
なります。ただし、学術大会の際には、総会に替わって「会
員集会」を開催し、会員からの意見を述べていただく機会は
これまで通り確保していきます。会員集会では出席者に議決
権はありませんが、一人でも多くの会員の皆様にご出席いた
だき、意見を頂戴したいと思っております。よろしくお願い
いたします。

　以上、簡単に当学会の法人化につきまして、ご説明をいたしました。
　「法人化」は、日本音楽療法学会が、社会で広く信用を得て、さらに発展するための重要なステップと考えています。今後とも
会員の皆様には学会運営にご協力いただきますようお願い申し上げます。
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大会案内

第18回日本音楽療法学会学術大会（高松）へのいざない～その２～

日本音楽療法学会四国支部長
第18回学術大会実行委員長　三崎　めぐみ

　すでに皆様のお手元には瀬戸内海の景色が表紙になりまし

た第３次案内が届いていることと思います。第18回学術大会

を四国で、そして香川でお引き受けすることになりましたの

が３年前、下見に訪れましたサンポートホール高松から瀬戸

内海を望み、見慣れた景色ですが「わぁ！きれい」と声が出

ました。「ここで学術大会やるぞ！」と改めて力が入ったのを

昨日のことのように思い出します。

　実行委員会としての最初の仕事は、大会テーマを「個が奏

でるハーモニー」～対象者を見つめる音楽療法士の姿勢～と

決め、このテーマに込めた思いをそれぞれの講師の先生方に

お伝えすることでした。そうこうする間に、15日（土）はア

ンサンブルピアニストの岩崎淑先生に記念講演を、16日（日）

には脳科学者の茂木健一郎先生に特別講演をご快諾いただき

ました。これは四国支部の快挙と言えます。今さらですが実

行委員たちのあきらめない心を実感しました。一段と団結力

が増したのもこのころからでしょうか。委員の中には「９月

の14、15、16日の３日間はとにかく晴れにする！」と叫ぶ占

い師もいます。そのメンバーで何度も話し合いを重ね、参加

していただく会員の方々にご満足いただけるようにと様々な

メニューを挙げては却下を繰り返してまいりました。

　最終的に基本のプログラムに加えたのが「ミニコンサート」

です。学会といえば講演、講習会で様々な知識や技術の習得

の場が、口演 ・ポスター、自主シンポジウムでは研究発表の

場が持たれます。でも音楽療法の学会ですから、もっと音楽

を使った場を設けたい、音楽の流れる時間を作りたいとの思

いで作った企画です。コンサートをする側はそれぞれのメッ

セージを伝えるために、聞く側はそのメッセージを受け取り

ながら、音楽療法の対象者にもなれます。

　もう一点、関東支部ではすでに行われている音楽療法士と

しての first�step�challenge「ひよこ ・ひなどりフォーラム」

は、昨年までの大会ではなかった企画です。来年からの学術

大会でも継続して企画されると思いますが、音楽療法士の資

格を取得したい方、取得したばかりの方は発表の場として大

いに利用してください。

　９月15日（土）夜の交流会もご期待ください。場所を移動

せず、サンポートホール高松内で行います。シャンソントリ

オや口笛による演奏を予定しており、おしゃれな雰囲気で瀬

戸内の味覚を楽しんでいただけるものと確信しています。香

川名物の讃岐うどんは、交流会だけでなく、数に限りはあり

ますが３日間食べていただけるようになっています。３次案

内の隅々までご覧になってください。私のお勧めは大ホール

入り口のグランドホワイエ。瀬戸内海を眺めながらコーヒー

タイムを楽しめます。

　ここ香川は全国各地からとなると少々交通の便の悪い地域

の方もおられるかと思いますが、大会最終日の翌日は休日に

なっています。せっかくの機会です、うどんツアーや四国お

遍路さんの一部など、ちょっと足をのばした計画を立ててみ

てはいかがでしょうか。皆さんのお越しを心よりお待ち申し

上げております。



■ 支部情報（大会 ・講習会、総会などのお知らせ） ■

§北海道支部
【事務局】〒065－0011　北海道札幌市東区北11条東11丁目２－21

E-mail：jmt.hokkaido@gmail.com
支部ホームページ：http://www.jmta-h.jp/

2018年度北海道支部大会 ・講習会および総会
開�催�日�時：2018年５月27日（日）10：00～16：00
開�催�場�所：北海道医療大学サテライトキャンパス

（札幌市中央区北４条東５丁目アスティ45　12階）
内　　　容：教育講演　「発達支援としての音楽療法」～受容と表出から考える子供理解～

講師　𡈽野研治氏　（日本大学芸術学部教授）
総会、一般演題発表

問�合�せ�先：詳細は支部ホームページをご覧下さい。

§東北支部
【事務局】〒020－0117　岩手県盛岡市緑が丘２丁目14－43　渡邊方

E-mail：jmta-tohoku@festa.ocn.ne.jp

第18回東北支部学術大会および総会
開�催�日�程：2018年７月21日（土）～22日（日）
開�催�場�所：よこてシャイニーパレス

〒013－0036　秋田県横手市駅前町６－22　TEL：0182－32－4141
大　会　長：須佐凉子　　実行委員長：日沼郁子
大会テーマ：音楽療法の専門性を考える～対象者の生活の質の向上を目指して～
講�演�内�容：特別講演　　　　　　　講師　西巻謙吾氏（国立障害者リハビリテーションセンター病院　病院長）

「発達障害と芸術療法」
教育講演　　　　　　　講師　髙山　仁氏（たかやま音楽療法研究所）

「生活の質（QOL）とは何か、その向上を目ざす音楽療法について考える」
～重い障がいをもつ方々の事例から検討する～

講習会Ⅰ　　　　　　　講師　智田邦徳氏（一般社団法人東北音楽療法推進プロジェクト）
「介護予防事業における音楽療法の役割～リズムと身体運動～」

特別企画（講習会Ⅱ）　講師　西巻謙吾氏　　髙山　仁氏
「「QOLの向上」とは何か、知的障がいを伴った自閉症児の事例を通して検討する」
～事例提供者 ・医師、そして会場の皆様とともに考える～

研究発表
総会

問�合�せ�先：上記事務局



§関東支部
【事務局】〒373－0806　群馬県太田市龍舞町2210－１　ドレミ株式会社内

TEL：0276－55－6344　　FAX：0276－55－5022
E-mail：mtkanto@jmta-kanto.jp　　支部ホームページ：http://www.jmta-kanto.jp/

◎第17回関東支部講習会 ・地方大会（群馬）のご案内
開�催�日�時：2018年11月４日（日）
開�催�場�所：昌賢学園まえばしホール（前橋市民文化会館）

〒371－0805　群馬県前橋市南町３－67－１　JR前橋駅南口より徒歩５分
大　会　長：長居由子
大会テーマ：心にぐぐっと音楽療法　～地域に届け音楽の力～
問�合�せ�先：上記実行委員会　詳細は支部ホームページをご覧ください

◎関東支部主催研修会のご案内
2018年６月24日（日）　第１回座学講習会　９：45～17：00
テーマ：「音楽が人間にどのように作用するのか」
講　師：松井紀和　日本臨床心理研究所　「生涯発達について　―精神発達を中心に―」
講　師：星野悦子　上野学園大学　「音楽における認知と情動の関係」
定　員：150名
参加申し込み：４月１日から先着順（詳しくはホームページに掲載致します）

2018年12月２日（日）　第９回 LSCラーニングサポートセンター講習会　10：00～16：30
ワークショップ　ピアスーパービジョンを通した学びと仲間作り
定　員：40名　講師未定

2019年２月24日（日）　第９回研修講習会　10：30～16：00
講演及び事例発表　講師未定
事例発表希望者は、サポーターの助言を受けながら事例を事例発表まで完成させて頂きます。
定　員：90名

◇いずれの講習会も日本福祉教育専門学校高田校舎でおこないます。
◇参加費はいずれも3,000円です。
◇詳しい応募要項等は、随時関東支部ホームページに掲載致しますのでご覧下さい。�

　関東支部では、地方大会、支部主催研修会に加え、支部各都県にて開催する都県別講習会を実施しております。関東支部会
員が所属する各都県で年１回開催されます。会員が所属する身近な地域で研修が受講できるうえ、各都県の会員同士の連携に
もつながるものと期待されます。他支部会員の参加が可能な講習会もありますので、詳細は支部ホームページ等で随時ご案内
いたします。



§信越 ・北陸支部
【支部事務局】〒940－0033　新潟県長岡市今朝白１－17－25

TEL&FAX：0258－34－8338　　E-mail：mtofficeheisei27@gmail.com
担当：丸山敬子

第16回信越 ・北陸支部学術大会および総会について
開�催�日�時：平成30年６月２日（土）13：00～　３日（日）15：00
開�催�場�所：きらめきみなと館　小ホール（福井県敦賀市桜新町１－１）
大　会　長：奥野貴代乃　　実行委員長：野瀬千晶　　事務局長：栗山あき
大会テーマ：「音楽療法の現状と展望」～現場で必要とされるには～
内　　　容：６月２日（土）　研究発表

　　　　　　　 シンポジウム「普段の仕事をふりかえってみませんか？」
６月３日（日）　支部総会（10：00～11：00）
　　　　　　　 公開講演会「障がいのある人の自己表現における音楽の可能性」（仮題）
　　　　　　　　　　　　　 石井バークマン麻子氏（福井大学）
　　　　　　　　　　　　　「対人援助職のためのボイストレーニング」（仮題）
　　　　　　　　　　　　　 青　拓美氏（青音楽研究所 ・アオミュージックスクール）

＊�敦賀市は近畿圏や中京圏からのアクセスも良好です。信越 ・北陸支部以外の学会員の皆様のご参加を歓迎いたします。参加
ご希望の方は下記の大会事務局に直接お問い合わせください。

大会事務局：栗山　　E-mail：16fukui.mt@gmail.com

§東海支部
【事務局】〒481－8503　愛知県北名古屋市熊之庄古井281

名古屋芸術大学　伊藤孝子研究室内
東海支部新三役
支部長：久保田進子　　副支部長：鵜飼久美子　　事務局長：伊藤孝子

　東海支部では３月18日に、鈴鹿大学短期大学部にて支部大会が開催され、約200名が参加しました。午前中には研修会が行わ
れました。「地域における音楽療法の役割」として三重県、岐阜県、愛知県からそれぞれ、行政と関わりを持つ音楽療法士や
コーディネイターによる発表と質疑が行われ、次に「地域移行支援としての音楽療法の取り組み」として今村ゆかり氏に精神
科デイケアにおける実践をご紹介いただきました。午後から行われた大会では一般公開となった田部井賢一氏の「認知症に対
する音楽療法」と題した基調講演があり、一般からも約30名の参加がありました。引き続き口頭発表、ポスター発表が行われ、
それぞれの会場で活発な討議が行われました。午前中の研修では地域との関わり、午後には研究について、という音楽療法士
が今必要とされている２つの側面が反映された内容であったと思います。
　支部大会では総会が行われ、新役員の紹介も行われました。４月からは事務局が名古屋芸術大学内に変わり、新しい体制で
運営されます。2018年度の支部大会は名古屋芸術大学で開催される予定です（日は未定）。

§近畿支部
【事務局】〒561－8555　大阪府豊中市庄内幸町１－１－８　大阪音楽大学内

E-mail：jmtak@guitar.ocn.ne.jp　　支部ホームページ：http://www.jmtak.com/

第17回近畿学術大会 ・講習会 ・近畿支部第19回総会について
開　催　日：2019年３月16日（土）～17日（日）
開�催�場�所：和歌山ビッグ愛　　〒640-8319　和歌山県和歌山市手平２丁目１－２

詳細が決まり次第、近畿支部HPに掲載いたします。



§中国支部
【事務局】〒731－0295　広島県広島市安佐北区可部東１－２－１　広島文教女子大学　木村敦子研究室内

TEL&FAX：082－814－3161
E-mail：jmta-cc@h-bunkyo.ac.jp　　学会ホームページ：http//jmta-cc.org

◎第18回支部大会 ・第25回講習会
開　催　日：2018年６月２日（土）・３日（日）
開�催�場�所：岡山シンフォニーホール　３階イベントホール（岡山県岡山市）
内　　　容：２日講習会　　講師　土井章弘氏 ・光平有希氏 ・武田千代美氏

３日支部大会　基調講演　筒井恵子氏
　　　　　　　大会企画シンポジウム
　　　　　　　総会
　　　　　　　研究発表

問�合�せ�先：中国支部ホームページをご覧ください。

他支部会員の参加も受け付けております。皆様ご参加ください。

§四国支部
【事務局】〒799－2461　松山市鹿峰132－11　藤井澄子気付

TEL&FAX：089－994－2698
E-mail：jmta-shikoku@md.pikara.ne.jp

【大　会】
第18回　日本音楽療法学会学術大会 ・同講習会
日　時：平成30年９月14日（金）～16日（日）
場　所：高松コンベンションセンター
全国の皆様、お誘いあわせてのご参加をお待ちしております。
※全国大会主催につき、今年度は支部大会の自開催は行いません。

§九州 ・沖縄支部
【事務局】〒807－0846　福岡県北九州市八幡西区里中３－12－12　八幡厚生病院内

TEL：093－691－3344　　FAX：093－603－7213

◎2018年度イベント予定
認定者対象講習会
期　日：2018年６月３日（日）　アクロス福岡
講　師：白石潔先生
内　容：集団精神療法体験講座（PSV）

支部講習会
期　日：2018年８月５日（日）　アクロス福岡
講　師：荒木志朗先生
　　　　―音楽における述語的世界と詩的情景と「わたくし」という中動態と“Let�it�be”―
講　師：齋藤考由先生　LSC講習会

支部大会
期　日：2019年１月予定　　アクロス福岡
講　師：山下晃弘先生



■	第19回日本音楽療法学会学術大会開催のお知らせ

●日　程：2019年９月20日（金）、21日（土）、22日（日）
●会　場：大阪国際会議場（グランキューブ大阪）
●大会長：大前哲彦、実行委員長：鈴木暁子、事務局長：岩井佳子
●大会テーマ：未定
※大会案内は順次お知らせします。

■	 	2018年度研修 ・講習会開催のお知らせ

●日　程：2019年２月９日（土）、10日（日）
●会　場：東邦音楽大学　川越キャンパス（埼玉県川越市）
※詳細は次号でお知らせします。

■	 	2019年度資格審査	面接試験のお知らせ　

●試験日：2019年３月９日（土）、10日（日）
●会　場：東邦音楽大学　川越キャンパス（埼玉県川越市）
●受験申請受付：2019年１月28日（月）～２月12日（火）（最終日必着）
●書類審査結果：2019年２月下旬頃通知　※合格者には実技を含む面接試験の案内が同封されます。
●最終審査結果：2019年３月末日
●2018年度に認定申請ができるのは、次のいずれかに該当する方に限定されます。
１．音楽療法士（補）の資格（合格年度に関わらず）を有する方
２．日本国外の音楽療法士資格を有し、日本において主セラピストとして１年以上の音楽療法の臨床経験がある方
３．日本音楽療法学会認定音楽療法士の資格を失効し、再度同資格の取得を希望する方

● �「日本音楽療法学会音楽療法士認定規則（面接試験）」を取り寄せて申請してください。取り寄せ方法については、○○ページ
「各種資料取り寄せ方法」をご覧ください。
● �実技試験での使用楽器は、会場に設置してあるグランドピアノ、または受験者が持参したギターに限定されます。� �
課題曲は次号でお知らせします。

■	 	2018年度資格更新審査のお知らせ

●対象者：第３回、第８回、第13回、第18回の認定者
●申請受付期間：2018年10月15日（月）～10月31日（水）（最終日必着）
●最終審査結果：2019年２月初旬頃通知　※猶予を申請される方も受付期間に申請してください
● �対象となっておられる方は事務局よりお送りします申請書類（資格更新規則／同細則の日本音楽療法学会版）にて申請してく
ださい。また、申請書（資格更新規則／同細則）を紛失された方は21ページ「各種資料取り寄せ方法」をご覧の上お取り寄せ
ください。規則書の発送は５月上旬を予定しておりますが、届かない場合は事務局までお問い合わせください。� �
【規則書追記】「Ⅲ群　研究論文 ・著書」の⑽で特集記事を執筆した場合は６ポイントが計上されます。

■	会費（年会費）納入のお願い

　2018年度新年度が始まりました。年会費は別便でお送りした専用の振替用紙にて早めにお納めいただきますようお願いします。
　　　正会員　　10,000円� 学生会員　�6,000円
　　　購読会員　�6,000円� 賛助会員　50,000円／１口
　　払込先　郵便振替口座� 加入者名：日本音楽療法学会　　口座番号：00120－9－657711

学会事務局からのお知らせ



■	認定音楽療法士対象	　ピティナとの情報共有サービスについて

　一般の方々への「音楽療法士資格を保有するピアノ指導者」の情報提供を目的として、一般社団法人全日本ピアノ指導者協会
（以下、ピティナ）との間で、学会認定音楽療法士有資格者の情報共有サービスを開始しました。条件を満たす方はピティナWeb
サイト上のピアノ教室紹介ページに「音楽療法士マーク」を無料で表示することができます。ご希望の方は下記に沿ってお申し
込みください。
対 象�者：日本音楽療法学会認定音楽療法士�かつ�ピティナ会員である方。
申込方法：�会員名、学会とピティナ両方の会員番号を明記の上、「ピティナ�ロゴマーク表示希望」として学会事務局宛にメール

をお送りください。
　　　　　メールアドレス　jmta.ptna@jmta.jp　　※受付アドレスが変更になりました
注意事項：申し込み先はピティナ事務局ではございません。
　　　　　申し込み後、ロゴマークの表示までに日数を要しますのでご了承ください。
　　　　　認定音楽士資格が失効した場合、ロゴマークの表示は中止されます。

■	DVD「第15回世界音楽療法大会」ダイジェスト版（17分）のご購入について

　2017年７月４日～８日に茨城県つくば市で開催しました「第15回世界音楽療法大会」のダイジェストDVDが発売されていま
す。購入を希望される方は21ページ「各種取り寄せ方法」をご覧ください。

■	「スーパービジョンの手引」のご購入について

　スーパービジョン検討特別委員会編纂の「スーパービジョンの手引」が発行されています。（Ａ４版60ページ、2015年８月発
行）購入を希望される方は21ページ「各種取り寄せ方法」をご覧ください。

■	「抄録の書き方」のご購入について

　研修 ・講習委員会編纂による「抄録の書き方（わかりやすい学会発表をするために）」が発行されています。（Ｂ５版76ページ、
2006年８月23日発行）購入を希望される方は21ページ「各種取り寄せ方法」をご覧ください。

■	〈DVD「音楽のちから2012」～音楽療法が拓く可能性～〉のご購入について

　15分間の音楽療法の啓発DVDが発売されています。購入を希望される方は21ページ「各種取り寄せ方法」をご覧ください。
（一般の方に視聴していただくのに最適です。）

■	映画「パーソナルソング」DVDご購入について

　先般公開され話題となりました音楽療法関連の表記映画のDVDが発売されています。学会割引価格で頒布しますので、購入
希望の方は21ページ「各種資料取り寄せ方法」をご覧の上お取り寄せください。
頒布価格１枚3,000円（税込、送料込）。（定価4,104円、税込）

■	学会ホームページからの規則書閲覧について

学会ホームページにて各規則書の抜粋版を閲覧いただくことができます。メニューより「ダウンロード」を選択いただき、規則
書ファイル（PDF）をダウンロードしてご覧ください。

■	第17回認定音楽療法士（補）試験問題解説集の発行について

　2011年に発表された「カリキュラムガイドライン ’11」適用の音楽療法コース既卒者、卒業見込み者および新認定制度における
必修講習会の受講者を対象に、2018年１月21日（日）に第17回（補）認定試験を実施しました。2018年７月頃、この試験問題の
解説集が発行されます。第17回（補）認定試験受験者の方には事務局からお送りしますが、それ以外で購入を希望される方は21
ページ「各種資料取り寄せ方法」をご覧の上お取り寄せください。



■	学会誌バックナンバーのご購入について

　日本音楽療法学会、日本バイオミュージック学会および臨床音楽療法協会の学会誌バックナンバーの購入につきましては、学
会事務局では取り扱っておりませんので下記へお問い合わせください。
〒113－0033　東京都文京区本郷１－28－21　アカデミア ・ミュージック株式会社
TEL：03－3813－6751　FAX：03－3818－4634

■	各種資料お取り寄せについて

　各種資料の取り寄せを希望される方は、郵便局にて料金分の定額為替をご購入いただき、希望資料の内容を明記した封筒（例．
規則書必修講習会コース�請求）に同封の上、学会事務局までお送りください。その際、送付する為替には「なまえ」など何も記
入しないでください。返信用封筒は不要です。

資料 金額（送料込）

認定規則書

必修講習会 500円

面接試験 500円

資格更新 500円

認定音楽療法士（補）
問題解説集

2001～16年度単年度版
※希望年度を明記してください

各1,000円

2001～05年度、2006～10年度、
2011～15年度、五ヶ年分合冊版
※希望年度を明記してください

各2,000円

その他

抄録の書き方 1,000円

スーパービジョンの手引き 1,000円

倫理ハンドブック 500円

特別プロジェクト研究報告 500円

DVD

音楽の力2012
～音楽療法が拓く可能性～

1,000円

第15回世界音楽療法大会ダイジェスト版 1,000円

映画�パーソナルソング 3,000円

学会誌、学術大会要旨集

日本音楽療法学会、日本バイオミュージック学会および臨床音楽療法協会の学会誌
バックナンバー、学術大会要旨集（抄録集）のバックナンバーは学会事務局では取
り扱っておりませんので下記までお問い合わせください。
アカデミア ・ミュージック株式会社
〒113－0033　東京都文京区本郷1－28－21
TEL：03－3813－6751　　FAX：03－3818－4634

■	事務局への各種お届けについて

●会員区分変更
　現在学生会員の方で教育機関を卒業された方は、正会員への会員区分の変更が必要です。事務局まで文書にて区分変更の届出
をお願いします。書式は自由です。正会員から学生会員へ変更を希望される場合は、学生証のコピーを添付の上、同様に事務局
へ届け出てください。
※学生会員は認定申請ができないとともに、研究発表、論文発表もできません。ご注意ください。
※認定をお持ちの方、新認定制度をご受講中の方は正会員であることが必須のため、学生会員への変更はできません。
●住所 ・名義変更
　市町村の合併などを含め住所および連絡先に変更があった会員の方は、事務局まで文書にて変更を届け出てください。書式は
自由です。名義変更時も同様にお願いします。
※認定をお持ちの方はローマ字氏名も明記してください。
※その他事務局への各種お届け方法の詳細は、日本音楽療法学会ホームページにてご確認ください。



■	各種証明書再発行手数料のお知らせ

　学会の発行する各種証明書の再発行にはつぎの手数料がかかりますのでご了承ください。手数料分の　定額為替（郵便局にて
購入）を同封の上、希望の再発行内容を記載し学会事務局へお申し込みください。
●音楽療法士（補）資格証明書、各種講習会受講証明書、学術大会参加証明書（第６回大会から）など
　手数料：500円
●音楽療法士登録証明書、賞状
　手数料：2,000円
　＊記載の住所や名義の変更も含みます。
　＊３×４ cmの顔写真および、現在お持ちの登録証明書および賞状を同封し、学会事務局までお送りください。
　＊登録証明書のみ変更の場合も、登録証明書 ・賞状ともに変更の場合も手数料は一律2,000円です。
　＊名義変更の場合は、依頼される際にお名前のローマ字氏名を必ず明記してください。
　＊１ヶ月程度お時間がかかりますのでご了承ください。

■	音楽療法士求人情報提供のお願い

　音楽療法士の求人情報を学会ホームページに掲載しています。有償のものに限定しますが、求人情報を事務局へお寄せくださ
い。掲載期間は３ヶ月です。なお、求人情報ページは情報を提供するだけのもので、就職の斡旋をするものではありません。

■	事務局職員の異動について

退職２名　　明口 倫子（2017年12月31日付）　　三浦 貴子（2018年１月31日付）
採用２名　　中村 登志彦（2017年12月１日付）　玉井 あゆみ（2018年２月７日付）


