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こころを支える活動の原点にかえって
初心を胸にひめよう!!

10:00～16:30
（水曜日を除く）
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昨年は NPO 法人格を取得し１０周年
になり、記念式典、祝賀会を開催しま
した。当会の活動開始以来、初めての
晴れがましい会の開催となりました。
当会の活動趣旨は人々の心をささえ
て、暖かい地域づくりを目指していま
す。この志をあらためて確認すること
ができ、初心にかえって気を引き締め
る機会となりました。第 9 期の相談員
を養成することができ 13 名が認定をう
け、仲間にはいりました。電話訪問活
動は、高齢者や障がい者、子育て中の
世帯の安否確認活動としてはじまって

２０年目をむかえます。
誰でもがこころの悩みを吐き出
し、安心して過ごせる相談活動を開
始して１８年目となり、息の長い活
動をしてきました。
ここで改めて、当会がかかげてい
る人々のこころをささえる活動の意
義を再認識し、初心にかえって気を
引き締めていきたいと考えています

こころの電話 金沢 理事長
渡辺芙美江
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2014.11.2 全体研修「コラージュ」
「コラージュ」とは：現代絵画の技法の一つ。フランス語の「糊付け」を意味する言葉。イメー
ジ・直観等に導かれながら、心引かれる絵や写真等を貼って画面構成していくと、無意識・
前意識にあるものが顕在化されたり、自分の深いところにあるものに出会えたりする。
「言葉」に依らない自己表現であり、作品を創ること・自分の作品を観ること自体に自らが
癒される効果がある。
＊＊参加者の声＊＊
「個性があるんだな。気になるものが心のどこかにあるんだなと思った。」
「テーマが秋でも心の中のものが表現できたような気がした。」
「いまの自分の心境がわかったような気がした。」
「自分の気持ちと対面できたかな。」
「コラージュやってよかった。」
「今の自分の気持を知ることができる。」

↑完成品

発表風景↓

製作中

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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ハ ッ ピ ー チャ レ ン ジ
あなたの時間を楽しく有効に過ごしましょう！「ハッピーチャレンジ」として、さまざまな活動をしています。
●オカリナ

（第１第３金曜日 15 時半～17 時）●

オカリナの岩澤先生より
皆さん、とても真面目で毎回お休みする方がほとんどいらっしゃらないことは、とても嬉しいことです。
「継続は力なり」を実感しています。
ストレス
発散！

●健康麻雀

（第２第４火曜木曜 13 時～16 時）●

頭の
体操！

知らない人とも
友達になれる！

楽しい
です！！

お問合せ・お申込みの方は Tel.０４５－７８５－８７４７ へ

「こころの電話 金沢」
ホームページを見てください♪
ホームページには。。。
・どんな会？
・どんな活動？
・どんな予定？
・何したの？
などなど、
あなたの「？」の答えがあります！

http://www.kokoronodenwakanazawa.com/

まずは検索！
そして「お気に入り」にして
定期的にチェックしてみてください
「予定」
「報告」の更新もがんばります！
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あ ん な こ と ・ こ ん な こ と
いきいき過ごす毎日のために、「きょうよう」と「きょういく」を！「今日用（がある）」「今日行く（場所がある）」
●写経

（第２第４金曜 10 時～12 時）●

こころ穏やかに
凛とした心境に
ひたるひととき

●朗読

（第１月曜 10 時～12 時）●

墨をするうちに心洗われ、文字に集中するうちに
雑念から解放される・・それは貴重な時間と空間の
場
●ニット教室 （第１第３金曜 10 時～12 時）●

腹式呼吸・発声練習を重ね、皆よく声が出て
伸びてきました。
志賀直哉「清兵衛と 瓢箪」に取り組んでいます。

ニット教室の佐藤先生より
「２年前に始めた時とは雲泥の差で
上達されています。
作品も増えて楽しみです。」

ハッピーチャレンジ

報告

をクリック！

をクリック！

※内容は時期によって変更されることもあります
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黄色いレシートキャンペー
ン

バザーに参加しています

こころの電話 金沢
訪問登録のお誘い

毎月 11 日に、ジャスコとダイエ

2014 年も各地のバザーに年間で 4 回参

ーで行われている「黄色いレシ

加させていただきました。

いつも！
あなたのそばに！私たちがいます！
おしゃべりは楽しい！
お話を聞くことが大好きなスタ
ッフが
あなたの思い出話を！
日々の楽しい工夫を！
不安や悩みを！
認知症の予防に！
お邪魔させてください！
お宅まで伺います。
初回はお試し契約で。
２時間おしゃべりワンコイン。

ートキャンペーン」。
11 日 に 両 店 で お 買 い 物 を す る
と、黄色いレシートが出ます。
このレシートを、設置されてい
る「こころの電話 金沢」の BOX
に入れていただくと、レシート
合計金額の１％相当の物品が当
会に寄付されます。活動に必要
な備品として有効に使わせてい
ただいております。
皆さまのご協力をお願い申し上
げます。
↑10 月 いきいきフェスタ（海の公園）

居宅訪問
円
電話訪問

原則月１回２時間５００

毎週水曜日こちらから
お電話いたします
どうぞご利用ください♪
お申込み・お問合せ 045-785-8747
ダイエー地下 1 階エスカレータ
ー横にこちらの BOX が設置され

編集後記

ています。

↑10 月いきいきセンターまつり

ホームページの充実を図りました。
身近な情報収集のツールとして従来の
会報（年二回発行）とともに、是非ご利
用下さい。

http://www.kokoronodenwakanaz
awa.com/
または 【こころの電話金沢】
でも検索できます。

↑12 月六浦バザー

賛助会員募集のご案内
賛助会員にご登録していただく

６月開催予定の姫の島公園バザーに今

と、こころの電 話 金 沢 主 催 の公

年も参加します。どうぞ足をお運びくださ

開講演会等に優先的にご参加い

い。

見やすいページ
作りを目指して
奮闘中です。
お気軽に覗いて
みてください！

ただけます。賛助 会員 としてご支

NPO 法人
こころの電話 金沢

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

〒236-0028

ＮＰＯ法人「こころの電話 金沢」

神奈川県横浜市金沢区洲崎町 2-6

郵便振替

あいわパークサイドビル

口座番号【002600-55851】

TEL: 045-785-8740

年会費
団体会員 1 口 5000 円

↑このように丹精込めて盆栽を育ててい

個人会員 1 口 1000 円

る方の苗も出品されます♪

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