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２０１８年度通常総会ご報告
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ご多用にも関わらず、ご臨席賜りまし
たご来賓の皆様から、活動に対する温
かなご祝辞をいただき誠にありがとう
ございました。会員一同心を合わせて
事業を推進して参ります。

（水曜日を除く）
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当法人では、「個人情報保護法」の施行に伴い、会員としての心得“秘守
義務”についての共有を図って参りました。知り得た情報についての取り扱
いや、適切な管理、そのための必要な措置などについて、毎年、年度始めに
その認識を新たにし活動に臨んでおります。
今年の総会では、金沢区福祉保健センター福祉保健課事業企画係長 佐々
木氏より、平成２９年５月３０日より全ての事業者に適用されることとなっ
た「個人情報保護法」について、お話をしていただきました。大変わかりや
すい資料もあり、当法人にとっての重点項目について、確認をする良い契機
となりました。
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総会には下記の方々のご出席を頂いて、無事に終了することができました。

・2018 年予定
・編集後記
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「傾聴」研修・研鑽
傾聴の先の・・・
会の基本には『傾聴』がある。 相談者に寄り添う
相談のために必須として傾聴訓練を重ねている。そ

たちにも貴重で温かな瞬間になっている。
「あの時をもう一度！」の思いが継続の糧に

れは目新しさもなく、時には退屈であったり、やり過

なっていると思えるほどの喜びがある。その
ような力が『聴く』ことにはある。

ごしたくなることもあるものだ。が、ランニング、相撲
の四股、野球のキャッチボールなど、共通する基本訓
練（練習）はどれも継続には忍耐が必要なほど変化

先日、新聞の記事に、人とのコミュニケー
ションの担い手となりつつあるシニア世代の

のないものばかり。しかし怠れば結果は見えていて、

社会復帰にあたり、まずは『傾聴』を学んで

傾聴訓練も同じだ。
この訓練は土台となるもので、その土台ががっしり

欲しいとあった。年を重ねると自分の話をし

していれば、相談者に合せた工夫も自在になるだろ

たくなってしまうからだそうだ。なるほどと
思った。やはり、誰もが話をしたい。日常の生

う。

活の中でも、聴くことができる人になれた
ら、いつもの関係も変化していくかもしれな
い。様々なニュースが飛び交う今、コミュニ
ケーションの大切さを痛感する、それもより
深いところで結ばれた関係であれば効果は
大きい。夫婦、親子、友人・・との関係を振り返

しかし、いざ相談者と向き合う時、傾聴の先にある
深いコミュニケーションと信頼関係まで辿り着いたケ
ースはどれだけあるだろう。懸命に聴いても距離が
縮まらない、誰でもが交わせるような日常的な会話
なのでは？、解決に至らなかったと感じた時、私たち
は肩を落とし、基本の文字を無意味と投げ出したくな
る。

ってみてはいかがでしょう。
そこで突然の宣伝なのですが、
11 月 18 日（日）に傾聴講座を
開催する予定です。
詳細は後日チラシや当会ホー
ムページでのお知らせになり

では、なぜこの活動を続けているのか？それはほ
んとうに数は少ないが、信頼し合える関係を結べた

ますが、地域、職場、学校など

経験が心に、体に残っているからではないだろうか？
そうした関係は、相談者ばかりではなく、聴く側の私

といっしょに傾聴体験いただけ
たらうれしいです。

様々な場面でご活躍の皆さま

「これからの人生をさらに豊かにするために
あなたの聴く力 を育てる」
2018 年 11 月 18 日（日） いきいきセンターにて
NPO 法人こころの電話 金沢主催の「傾聴講座」を開催いたします！
私たちが大切にしている「傾聴」という「聴く」技術を、日常生活に
活かしていただきたいのです。まず一度、体験しにいらしてください！
時間や申し込み方法など詳細は後日ホームページなどでお知らせいたします

http://www.kokorokanazawa.com
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ハッピーチャレンジ教室好評開催中
こころの電話 金沢では、区民との交流と、毎日の
楽しみを目的として、「ハッピーチャレンジ教室」を
各種開催しています。
★麻雀教室： 第 2・４火曜・木曜 13:00～16:00
★写経教室： 第 2・4 金曜 10:00～12:00
★セルフボディケア教室：
第 1 金曜 13:30～15:00
第 3 水曜 10:00～11:30
★ヨガ教室： 第 1 月曜 10:30～11:30

場所： 金沢区洲崎町 2-6
あいわパークサイドビル 407 号室
参加費： 1 回 500 円
参加ご希望の方は↓
電話： ０４５－７８５－８７４７
FAX： ０４５－７８５－８７４９
メール： kokorokanazawa55@nifty.com

「セルフボディケア教室」
毎月 2 回開催 ＊ 各全 6 回
第 1 金曜日 13:30～15:00
第 3 水曜日 10:00～11:30
『疲れない自分マッサージのコツ教えます』
～毎日できるセルフケアのコツを
現役セラピストが伝授～

＊リンパの流れを知って身体の洗い方が
変わる！
＊ブラッシングでかすみ目予防！
＊手のひらと足裏の反射区を自分で！
＊参加者のお身体に合わせたツボケア！
など
講師：小澤 有紀
（リラクゼーションサロン勤務・
現役セラピスト）
※本教室は健康目的で
治療ではありません。

「ヨガ教室」
毎月 1 回開催
第 1 月曜日 10:30～11:30
『ヨガで心身ともに健やかに・・・』
～「今」の自分の心と体だけに
意識を向けて、
日常のストレスや心配事からはなれ、
本来の「自分らしさ」を
見つけていきましょう～
体幹の使い方を見直す
ポーズを中心に、
できるだけ、参加される
方のご希望と体調に
合わせたレッスンを
考えていきます。

Welcome!
11 期生 3 名が新しく仲間入りしました。宜しくお願い致します。
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寄付者の皆様

青空ケアセンター
なごみの会
高橋伸昌(株 江戸清）
小野由美 木下勝裕
千棒純子 染川しげ子
種蔵宣子 藤田正樹
畠山慈男 山田雅夫
米倉信子 渡邉孝一郎
敬称略
他 17 名 全 30 名
「ご協力をいただきまして
ありがとうございました。」
掲載の承諾をして下さった方のみ
載せております。
承諾が確認できない場合は、お名
前の掲載を控えさせていただいて
おります。ご了承下さい。

賛助会員募集のご案内
賛助会員にご登録していただくと、こころの
電話 金沢主催の公開講演会等に優先的
にご参加いただけます。賛助会員としてご
支 援 くださいますよう是 非 ともお願 い申 し
上げます。
賛助会員申込先
ＮＰＯ法人「こころの電話 金沢」

2017 年度

賛助会員の方々

個人
相川眞久 相澤淳子 青木悦子
浅井恵美子 飯岡金吾 飯島豊治
板倉美枝子 ヴィヒャルト千佳こ
江口喜久子 榎根本 正 榎根本知 子
大内豊 大胡志津子 大泊葉子
小笠原隆 小川充子 小幡正雄
鹿野融雅 川島展子 木川善子
北見浩子 木下照子 桐木勝子
沓沢和子 粂川和枝 栗原捷子
小林逸代 小林芙美子 小林美代 子
榊山俊 佐藤勝 佐藤嘉子
佐藤雅枝 佐野敬子 塩塚恵子
鹿間陽子 篠原千恵子 庄野嘉子
末光裕子 鈴木和代 鈴木美代子
瀬尾千代子 瀬川常子 関口恭子
仙田勇三 高橋伸昌 玉那覇栄子
田村正子 土屋美代子 角田洋子
角田紀美子 外山弘子 豊田和子
中村龍乃 野間さやか 藤井衛
堀百合子 本坊千和子 前田幸子
前田勲治 松尾和則 松本雅子
松井美佐江 宮坂るみ 本道康夫
森山晶子 矢内早苗 山本典子
山本基子 吉味徳子 龍宝高峰
渡辺孝一郎

団 体
青空ケアセンター
小林整形外科
小林忠明
田中経営研究所
田中肇
谷津坂西部町内会長 工藤正治
谷津坂南部自治会長 川村隆一
釜利谷地域ケアプラザ
能見台地域ケアプラザ
六浦地域ケアプラザ
敬称略
「ご協力ありがとうございました」

2018 年予定

4/2(月)ハッピーチャレンジ
ヨガ教室新設
10/２7(土)「いきいきセンター
まつり」
いきいきセンター金沢
12/2 (日) 「福祉バザー」
六浦地域ケアプラザ

編集後記
鬱陶しいと言われてます
が大地に恵みをもたらし
てくれる梅雨の季節とな
りました。金沢区政 70 周
年を迎え、公会堂建設も進
んでいるようです。
当会では新体制となって
２年目に入り新会員 3 名を
迎えることができました。
新たな気持ちで会員一同
邁進していこうと思いま
す。宜しくお願い致します

NPO 法人
こころの電話 金沢
〒236-0028
神奈川県横浜市金沢区洲崎町 2-6
あいわパークサイドビル

TEL: 045-785-8747
FAX: 045-785-8749
E-MAIL:
kokorokanazawa55@nifty.com
http://www.kokorokanazawa.com/

郵便振替
口座番号【 ００２６００－５５８５１ 】
年会費

団体会員 1 口 5000 円

こころの電話金沢

個人会員 1 口 1000 円
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