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大震災チャリティー講演＆演奏会
「こころの電話 金
沢」は横浜市 の支
援事業です

被災地からのメッセージと
こころ癒すヴァイオリンコンサート
主催：こころの電話 金沢
後援：金沢区役所/横浜市金沢区社会福祉協議会
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こころの電話 金沢は大震災被災地・石巻の復興を応援しています！
宮城県石巻市立大川小学校の復興支援にチケット売上の一部を寄付いたします。
当日の会場で、石巻 ZENKAI 商店街の復興支援グッズを販売します。

2011 年 3 月 11 日、大地震の発生からおよそ 50 分後、海岸から約 5km の距離にあ
る大川小学校を津波が襲い、校庭に避難していた児童 108 名中の約 7 割の子どもた
ちが犠牲になりました。宮城県が 2004 年策定した地震被害想定調査による津波浸
水域予測図では、津波は海岸から最大で 3km 程度内陸に入ると予測されていたの
で、大川小学校は避難所に指定されていたのです。このため地震後に、高齢者を含
む近所の住民も大川小学校に避難してきていました。大川小には現在、犠牲者を慰
霊するために制作された母子像が設置されています。今回の震災チャリティー講演
＆演奏会では、大川小学校の元校長先生、齋藤よし子氏
に被災地からのメッセージを届けていただきます。

開催日：2012 年 1 月 24 日（火）
開演１３：３０（開場１２：３０）
場所：金沢公会堂
前売り 1000 円 当日売り 1300 円
第 1 部 被災地からのメッセージ
講師：齋藤よし子 宮城県石巻市
大川小学校 元校長先生
演題：被災地からのメッセージ

ＮＰＯ法人「こころ
の電話 金沢」の
活動は、赤い羽根
募金の支援を受け
ています。

第２部 こころ癒すヴァイオリン
コンサート
演奏：木全利行 ＮＨＫ交響楽団
ヴァイオリニスト
ピアノ伴奏：笠石まゆみ
曲目：クライスラー作曲「美しきロス
マリン」「愛の悲しみ 愛の喜び」
サ ラ サー テ作 曲「 ツゴイ ネ ルワ イ デ
ン」他

◆申し込み方法◆
○電話申し込み

大川小学校慰霊碑

☎045-785-8740・785-8747
○はがき申し込み
下記の①～④をご記入下さい
①申込者氏名 ②住所
③チケット枚数 ④電話番号
宛先：〒236-0037
金沢区泥亀１－２１－５
いきいきセンター金沢内
NPO 法人 こころの電話 金沢
○FAX 申し込み
０４５－７８５－８７４９
◆チケット代金振込み先
振込 No：郵便局 00230＝4＝116317
宛先：NPO 法人 こころの電話 金沢
お車でのご来場は、ご遠慮ください

NPO 法人 こころの電話 金沢

第８期 相談員養成講座のご案内
主催：NPO 法人 こころの電話 金沢
後援：金沢区役所、金沢区社会福祉協議会

聴いてみよう

感じてみよう

こころの声

気持ちに寄り添い、こころの痛みを分かち合うために話をどう聴いたらいいのか学んでみましょう
こころの電話 金沢は、【電話相談】【電話訪問】【居宅訪問】事業を行っています。
この度、ボランティア相談員を募集致します。多くの方々のご応募をお待ちしています。
１．講座内容
第 1 部 受講費：5,000 円
対象者：どなたでも受講できます（第 1 部のみの参加も可能です）
会場：いきいきセンター金沢 2F 会議室 (1 部、2 部共)
開催日

開催時間

講 座

講 座 内 容

10：00～10：30
1 月 14 日
（土）

1 月 15 日
（日）
1 月 21 日
（土）

オリエンテーション
行政としてボランティアに期待すること

講

師

こころ研修担当者
横浜市健康福祉局
事業指導室長
山田雅夫氏
カウンセラー
深澤和子氏

10：30～12：00

ｾｯｼｮﾝ 1

13：30～15：30

ｾｯｼｮﾝ 2

「傾聴～人との関り～」

10：00～12：00

ｾｯｼｮﾝ 3

傾聴するこころ

こころ研修担当者

13：30～15：30

ｾｯｼｮﾝ 4

「人生の地図をたどる」

カウンセラー
庭野 静子氏

10：00～12：00

ｾｯｼｮﾝ 5

精神保健について・作文（30 分）

こころ研修担当者

第 2 部 受講費：10,000 円
対象者：①第１部講座修了者に限ります
②20～70 歳の方で、受講後に相談員としてボランティア活動や研修に参加できる方
開 催 日

開催時間

1 月 29 日～3 月 3 日 10:00～12:00
(土・日曜日)
13:30～15:30

講 座
ｾｯｼｮﾝ 6
～
ｾｯｼｮﾝ 15

講 座 内 容
講 師
傾聴の理論と実習
COM 研究会スタッフ
カウンセリングマイ ンド を開
こころ研修担当者
発するワーク・他

２．申し込み ハガキまたは FAX・E メールに住所・氏名・年齢・電話番号を記入の上、下記へ
ハガキ：〒236-0021 金沢区泥亀 1-21-5 いきいきセンター金沢内
NPO 法人 こころの電話 金沢 「相談員養成講座」係
FAX：045-785-8749
E メール：kokorokanazawa55@nifty.com
３．応募締め切り 平成 24 年 1 月 7 日 必着
※受講を申し込まれた方には１月７日(〆切)以降に、案内ハガキを郵送します。
４．問い合わせ こころの電話 金沢

電話：045-785-8749

◇◆福祉バザーに今年も参加しています◆◇
バザーを通して市民と交流！
石巻 ZENKAI 商店の復興Ｔシャツも販売！
10 月の声を聞くと、今年もバザーの時期がやってきた、と緊張する。
こころの電話 金沢では、この 10 年ほど海の公園での『いきいきフェスタ』、
いきいきセンターでの『いきいきセンターまつり』のバザーに参加させてもらっている。
10 月 15 日、横浜市金沢区の海の公園では空模様があやしく、どうなることかと心配したけれど、昼
ごろには日差しも出てお客様の出足がよくなり少し安心した。この日は、宮城県の石巻 ZENKAI 商店街の
復興Ｔシャツ等も、震災被災地復興支援活動の一環として私たちのブースで販売し、好評だった。石巻市
の大川小学校でご親戚を亡くした、いのちの電話川崎の電話相談員さんもお手伝いに来てくださった。
10 月 29 日、いきいきセンターのバザーは、この上ないと思われるほどのいい天気で、大勢のお客様
でにぎわった。どちらの会場でも私たちのブースでは会員が持ち寄った、衣類、食器、雑貨、アクセサリ
ー等、そして北海道から入荷した新豆、大豆、小豆、黒豆、金時豆、やはり北海道日高産の根昆布を販売
する。毎年新豆を期待するお得意様がいてくださることはとても嬉しくありがたいことである。
またいきいきセンターでは調理室を使わせていただけるので、５年ほど
前から中華街の老舗から寄付していただいた中華饅頭を館内で蒸してお客
様に提供し、喜んでいただいている。
皆様のご協力と会員の善意の拠出の努力で収益をあげることが出来、私
たちの活動の大きな資金を得ている。本当にありがとうございました。
１２月４日には六浦地域ケアプラザで『ふれあいバザー』が開催される。
私たちは中華饅頭以外のものを持って参加させてもらう。
ぜひいらしてください！
2011 いきいきフェスタ

□■2012 年講演会
開催のご案内■□
震災被災地の過疎化問題と
復興ヴィジョン
2012 年 5 月 13 日(日)14 時か
ら横浜市金沢区の金沢公会堂にて、
堀田力氏の講演会を、こころの電話
金沢とフレンドリースペース金沢
の共催で開催します。
堀田力氏は現在、公益財団法人さ
わやか福祉財団理事長を務め、「地
域包括ケアの町への復興応援団」と
して精力的な活動を続けています。
講演の演題は未定ですが、震災被災
地の過疎化の問題と復興のヴィジ
ョンを語っていただきます。詳細は
次号会報にて掲載いたします。

堀田力氏

○●区民交流会開催の報告●○

いろいろな年代の方々との新しい出会い！
恒例となっている区民交流会が今年も 11 月 20 日に開催され
た。電話訪問受信会員・居宅訪問利用者 20 名、ゲストの 11 名、
私ども会員スタッフ 12 名を含めて総勢 43 名の参加だった。
横浜市立大学管弦楽団から７名の演奏者をお招きし、弦楽四
重奏で「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」「上を向いて歩こ
う」「涙そうそう」「ふるさと」の４曲の弦楽器の優しい演奏に
聞きほれ、また関東シニア ライフ アドバイザー協会（ＳＬ
Ａ）から江東区の４名の会員がはるばるおいでくださり、「ゼェ
ントとロジー」の朗読劇を見せてくださった（註 ｼﾞｪﾝﾄロジー
とは老年学のこと）。その後、美味しいお菓子とお茶をいただき
ながらテーブルごとの懇談となったが、８つのテーブル毎に話
題が違っていたようで時間が過ぎるのも忘れて話が盛り上がっ
た。なんといっても各テーブルに入ってくださった市大の若い
女性のお話に元気をもら
い、まさにいろいろな年
代の方々との交流がなん
とも楽しいひと時だった。
来年もぜひお友だちを
誘ってお出かけください。
しーっ！生演奏中ですヨ！

こころの電話 金沢
平成 23 年度上半期 活動報告
3/16 区社協主催 生活支援サポーター

2011 年度 賛助会員の方々

編集後記

こころの電 話 金沢は、賛助 会 員の皆様に

2011 年 の 日 本 は 未 曾

支 えられて、電 話 相 談 ・電 話 訪 問 ・居 宅 訪

有の自然災害に襲われ、そ

養成講座 講師

問の 3 つの活動「こころのふれあいコミュニ

れに続く福島の原子力発

4～

ハッピーチャレンジ教室開講

ティーサポート事 業 」を行 なっています。今

電所事故により甚大な被

4/8

新規事業地域密着型ミニサロンの

後ともご支援を宜しくお願い致します

害を受けました。その復興

開催 花工房(富岡東)
4/16 ふれあいさざなみ勉強会 講師派遣
4/21 理事会
5/11 看護週間バザー
場所：横浜南共済病院
5/28 平成 23 年度通常総会開催

と支援は今もって困難な
相川眞久
阿部稔子
江口喜久子
大森喜美栄

年間自殺者 3 万人以上とい

大泊葉子
甲斐 泉

川島展子

う深刻な事態から脱出す

粂川 和枝

ろの電話 金沢では、傾聴

小林芙美子

研修を受けたボランティ

委員会発足について

小林美代子

キャッチフレーズ決定

佐藤勝

榮 辰平

鹿間陽子

庄野嘉子
諏訪カヂ子

ア相談員が日々、さまざま

篠原千恵子

な問題を抱えた人たちか

鈴木和代

ら電話相談を受けていま

瀬尾千代子

仙田勇三
田村正子

榊山俊

末光裕子
高橋啓子

外山弘子

9/30 訪問ガイダンス

榎根本知子

瀬川常子

す。多くの人たちの「ここ

高橋伸昌

ろ」を傾聴する中で私たち

角田紀美子

が感じることは、人と人と

中村龍乃

榎根本正

のつながりの大切さ。つな

藤井衛

真島福彦

がっているという安心が

土屋美代子

9/10 介護職のつどい 講師派遣
第 2 回グループ研修

大内豊

沓沢和子

北見浩子

NPO 設立 10 周年記念行事実行

9～

国際問題、さらに数年来の

栗原 捷子 小林逸代

第 1 回グループ研修

理事会

長引く経済不況や様々な

ることができません。ここ

7/6

相談関係機関連絡会」

飯島豊治

ヴィヒャルト千佳こ

木川善子

6～

7/13 平成 23 年度「第 1 回こころの電話

状況にあります。なおかつ

小川充子

鹿野融雅

姫の島公園福祉バザー

「つながる安心、さらなる躍進！」

浅井恵美子

飯岡金吾

井出恵子

6/5

9/8

相澤淳子

松尾和則

松本雅子

森山晶子

あれば、人は希望へ向って

10/1 赤い羽根共同募金

矢内早苗

弥富静子

山本典子

躍進して行けます。平成

10/15 海の公園バザー

吉味徳子

龍宝高峰 渡辺孝一郎

25 年は、こころの電話 金

渡辺由利

沢がＮＰＯを取得してか

10/29 いきいきセンターまつりバザー
11/8

区社協ボランティア分科会

ら 10 年目を迎えます。
「つ

【団体】

11/15 平成 23 年度親睦会 金沢動物園

青空ケアセンター

ながる安心

さらなる躍

11/20 区民交流会

小林整形外科 小林忠明

進！」をキャッチフレーズ

11/21 桂台地域ケアプラザ 講師派遣

能見台地域ケアプラザ

に、私たちは地域から「こ

11～

第 3 回グループ研修

六浦地域ケアプラザ

ころのふれあいコミュニ

12/1

会報誌第 10 号発行

柳町地域ケアプラザ

ティーサポート事業」をさ

12/4

ふれあいバザー(六浦ケアプラザ)

田中経営研究所 田中肇

らに推進していきます。

2012 年 1～3 月 第 8 期 相談員養成講座

（順不同・敬称略）2011 年 11 月現在

（広報部

石川潤一）

今後ともご支援宜しくお願い申し上げます。
*****

ハッピーチャレンジ教室のご案内
趣味を通して参加者同士がコミ
ュケーションを深め合う時間と
場を提供し、地域での温かなふれ
あいと参加者一人ひとりの活性
化を図っています。パソコン・麻
雀・手芸編み物・写経・ミニカウ
ンセリング等の教室があります。
欠員の場合に受け付けておりま
すので、お問い合わせ、お申込み
下さい。
TEL
０４５（７８５）8749
または ０４５（７８５）8745

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 や交流会等
に優先的にご参加いただけます。賛助会員

NPO 法人
こころの電話 金沢
広報部

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。

〒236-0021

賛助会員申込先

神奈川県横浜市金沢区泥亀 1-21-5

ＮＰＯ法人「こころの電話 金沢」

TEL: 045-785-8740

郵便振替
講座番号【 ００２６００－５５８５１ 】
年会費

横浜市金沢区社会福祉協議会内

団体会員 1 口 5000 円
個人会員 1 口 1000 円

FAX: 045-785-8749
E-MAIL:
kokorokanazawa55@nifty.com

