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去る５月１８日 金沢区役所 金沢
区社会福祉協議会 区内地域ケアプラ
ザ 地域支援コーディネーター 金沢
区民生委員児童委員協議会、なごみの会
の皆さまのご臨席のもと、平成３１年度
通常総会を無事終了することができま
した。
さて、こころの電話金沢は、誰かの役に
立ちたい という共通の思いを抱いた
仲間同士が気持ちを寄せ合い、１９９９
年、誕生いたしました。本年度で２０周
年を迎えます。改めて皆々様のご理解と
ご協力の賜物と心より厚く御礼申し上
げます。
本年度も月曜日から土曜日まで毎日、

高齢者や障がい者への安否確認活動や
誰でもかかえる悩みをじっくり聴く、
心を支える活動を続けて参ります。
本誌Ｐ２にも載せてございますが、１
０月より「第１２期相談員養成講座」
の開催を企画しております。詳しくは
チラシやＨＰなどで周知をさせていた
だきます。その節はどうぞよろしくお
願い申し上げます。年度末には新しい
仲間とともに、これまでの布石を想い、
皆で労をねぎらい、実直に事業の推進
を一層図ってまいる所存でございま
す。
こころのふれあいコミュニティサポー
ト事業として電話相談・電話訪問・居
宅訪問・普及啓発事業では出前研修・
傾聴講座・
「写経、健康麻雀、ストレッ
チ、セルフボディケアという四ハッピ
ー教室」の開催・バザー出店など継続
して行って参ります。どうぞ本年も宜
しくお願い申し上げます
向暑の折、ご自愛くださいますよう
お祈りいたします。

理事長

若栗

恭子

・編集後記

ご 来 賓
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。

ＮＰＯ法人「ここ
ろの電話 金沢」
の活動は、赤い羽
根共同募金の支援
を受けています。
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ＮＰＯ法人こころの電話 金沢

１２期相談員養成講座
傾聴ボランティアの
基本を学べます！

コミュニケーションの
スキルが上がります

講座修了後は
ボランティアとして
活躍できます！

家族・知人・友人との
関係が深まります

お申込み受付中
対象者
第
一
部

第
二
部

日程

「聴く力」を身につけたい方ならどなたでも大歓迎♪
2019年10月14日(月)・20日(日)
いきいきセンター金沢会議室

受講料

2,000円

対象者

第一部修了者で、受講後に相談員として活動できる方

日程
受講料

会場

（金沢区泥亀1-21-5）

2019年11月9日(土)・10日(日)・16日(土)・17日(日)・ 24日(日)
5,000円

会場

同会場

※お申し込み方法・講座内容詳細は裏面をご覧ください
主催

ＮＰＯ法人こころの電話 金沢

お問い合わせは
こちらへ

045-785-8747
FAX045-785-8749
TEL

（留守録可）

社会福祉法人
横浜市金沢区社会福祉協議会
（いきいきセンター金沢）

（留守録可）

後援 横浜市金沢区役所
横浜市金沢区社会福祉協議会
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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。

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

★健康麻雀教室： 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
★ストレッチ教室： 第 1 月曜 10:30～11:30

参加ご希望の方は↓
電話： ０４５－７８５－８７４７
FAX： ０４５－７８５－８７４９
メール： kokorokanazawa55@nifty.com

写経 教室

●申込み随時受付中●

健康麻雀 教室

○寺本講師より
般若心経(276 文字)の一字一字を丁寧に、手本
に従って臨書しています。同時におしゃべりの時
を楽しんでいます。お仲間にどうぞ。

セルフボディケア教室

○参加者より
N さん
肩甲骨の痛みが大分楽になりました。今月より水・
金の 2 回参加することにしました。
T さん
特別なことでなく、自分でもできて、生活に取り
入れやすい。習慣にできそうだ。肩こりが楽にな
った。
K さん
この時期顔と頭のマッサージなんて・・・。ほうれい
線が消えるかも！

ストレッチ 教室

○参加者より
K さん
体の仕組みや機能の説明がすごくわかり易く、
ためになります。
なかなか覚えていられないのが残念ですが。

M さん
自宅で続けて実践するのは難しいのですが、
自分の体を知るため知識として入ってきてわ
かり易い。
参加することに意義あり、なにか 1 つでも覚え
ていられたら良いと思います。
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寄付者の皆様

有限会社青空
（青空ケアセンター）
青木悦子
小野由美
木下勝
千棒純子
高橋伸昌(株式会社江戸清）
山口晃
山田雅夫
敬称略
他１３名 全２１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」
郵便振替
口座番号【 ００２６０－０－０５５８５１ 】
年会費

団体会員 1 口 5000 円
個人会員 1 口 1000 円

2018 年度 賛助会員の皆様

2019 年度予定

個人

7/14・2/未 全体研修会

相澤淳子 浅井恵美子 飯島豊治
江口喜久子 榎根本正 榎根本知
子 大胡志津子 小川充子 鹿野
融雅 川島展子 木川善子 北見
浩子
木下照子 沓沢和子 粂
川和枝 栗原捷子 小林逸代 小
林美代子 佐藤嘉子 佐藤勝 佐
藤雅枝 佐野敬子 塩塚恵子 庄
野嘉子 鈴木美代子 関口恭子
仙田勇三 高橋伸昌 種倉宣子
玉那覇栄子 田村正子 土屋美代
子 角田紀美子 豊田和子 野間
さやか 前 田 幸 子 松 尾 和 則 松
本雅子 松井美佐江 的野久子
本道康夫 森登美子 森山晶子
矢内早苗 山口晃 山本基子 渡
辺孝一郎

9/17 出前傾聴講座
10/2６「いきいきセンター
まつり」バザー
いきいきセンター金沢
10/14.20
12 期養成講座 第一部
11/9.10.16.17.24
12 期養成講座 第二部
いきいきセンター金沢
12/１「福祉バザー」
六浦地域ケアプラザ
2/未 ２０周年を祝う会

編集後記

団体
有限会社青空（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
谷津坂南部自治会長
川村隆一
釜利谷地域ケアプラザ
富岡東地域ケアプラザ
能見台地域ケアプラザ
六浦地域ケアプラザ
敬称略
「ご協力をいただきまして
ありがとうございました。」

今年も梅仕事に精を出すこ
とが出来て幸いに思う。が、
最近凶悪な犯罪や事故が続き
胸の痛いことである。犠牲に
遭われた方やご親族のお気持
ち、と同時に犯罪を犯した当
事者と当事者のご家族のお気
持ちもいかばかりか、想像に
余りある。皆同じ人なのに…。
社会の闇と見過ごさないで
“上がらない声”を聞き取る
ことが求められている。

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/

こころの電話金沢
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