オカリナ教室 発表会

２０１５年度 バザー報告

１１月２１日（土）14:00～15:00
長浜ホール

こころの電話 金沢・会報 17 号

通年
ハッピーチャレンジ教室開催
毎月１１日
黄色いレシートキャンペーン参加

１０月１７日 いきいきフェスタバザー
会場 海の公園

045-785-8740
≪受付時間≫
月～土曜日
９:３0～16:30
（水曜日を除く）

新年あけましておめでとうございます
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個人への居宅訪問

浜千鳥

里の秋

エーデルワイス

故郷を離るる歌

四季の歌

浜辺の歌
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琵琶湖周航の歌

おぼろ月夜
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旅愁

冬の歌

ふるさと

編集後記
新庁舎や金沢八景駅周辺の
変貌には目を見張るばかり
ですね。気持ちを受け止める
電話相談、週に一度の電話訪
問、顔と顔をあわせての居宅
訪問という三つの事業を柱
とし、会員一同“あなたのそ
ばに私がいます”の気持ち
で、今年も邁進してまいりま
す。宜しくお願いします。

オカリナ教室が始まって３年足らずではあり
ましたが、ピアノ伴奏も加わり全 14 曲、椅子
が足りなくなりそうな程のお客様にご来場い
ただき懐かしい曲や童謡など、みな様もご存
じの曲に、多くの拍手を頂きました。

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
ご参加いただけます。賛助会員としてご支援
す。

FAX: 045-785-8749

ＮＰＯ法人「こころの電話 金沢」

E-MAIL:

郵便振替

個人会員 1 口 1000 円

のご案内

2015.8.2 公開講演会
P4
・オカリナ教室発表会

於

・賛助会員募集

kokorokanazawa55@nifty.com

１２月６日 ふれあいバザー
会場 六浦地域ケアプラザ

http://www.kokorokanazawa.com/

こころの電話金沢

こころの電話 金沢
理事長 渡辺芙美江

金沢公会堂

講師 吉門 憲宏

・バザー報告
・活動報告

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。

持ちを少しでも和らげられたらと、ま
た電話訪問、居宅訪問ではやさしい声
を掛けあい、顔と顔をあわせて親しく
ふれ合う活動です。この活動で肝要と
することは相談員の聴く力を養成する
研修です。今年も全体研修、グループ
研修で培い、信頼される活動をめざし
ていきます。
又、予ねてより懸案の認定ＮＰＯ法
人の取得にむけて頑張ります。内外の
多くの方々から支援の輪を広く得られ
るよう頑張ります。どうか今年もご協
力の程、宜しくお願い申し上げます。

今、日本に求められる国際人としてのマナー
氏

長年に亘るフライトから様々なエピソードや
ご自身が抱いた深い想いをジョークを交えなが
らのお話でした。“本当にいい民族であるととも
に、一を聞いて十を知るなど、独特の文化を持つ
日本人には、差別意識の撤廃と世界の多様性を受
け入れることが大切ですね”というメッセージが
深くこころに残りました。

・編集後記

TEL: 045-785-8747

賛助会員申込先

団体会員 1 口 5000 円

相談員養成講座

〒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

くださいますよう是非ともお願い申し上げま

年会費

・第 10 期

NPO 法人
こころの電話 金沢

電話 金沢主催の公開講演会等に優先的に

口座番号【 ００２６００－５５８５１ 】

P3

新年あけましてお目出とうございます。
いま、世界はパリで起きたテロ事件で大
きくゆれています。どうしてあのような
殺傷事件が起こせるのかとこころが凍り
ます。宗教の問題といいますが私にはこ
ころの問題ではと感じてしまいます。人
を慈しむこころの育ちの問題ではないか
と思ってしまいます。
私たちの訪問活動 相談活動は「今の
あなたの気持ちに寄り添います」を基本
にしています。そのようなこころには生
まれない事件ではないだろうかと感じま
す。私たちの地道な草の根の活動の底力
を思わざるをえません。
こころの電話 金沢では今年も人々の
心を温かくする活動を続けてまいりま
す。電話相談は悩みをかかえる人々の気

2015.5～12 月

１０月３１日 いきいきセンターまつりバザー

発行者：渡邉芙美江
電話：045-785-8747

こころの電話相談

・理事長より

さくらさくら

2016・1・5 発行

横浜市金沢区 NPO 法人
5/16 総会
6/ 7 姫の島ふくしバザー
「会報 16 号」発行
8/ 2 吉門憲宏氏
公開講演会開催
10/17 いきいきフェスタバザー
10/20 新リーフレット完成
10/28 なごみＮｏ30 発行
10/31 いきいきセンターまつり
バザー
11/21 ハッピーチャレンジ
オカリナ教室発表会
12/6 六浦地域ケアプラザ
福祉バザー

生涯学習フェスティバル
会場

活動報告 2015/5～12

吉門憲宏

よしかど

けんこう

マナーズコンサルタント
元日本航空国際線・
キャビンスーパーバイザー

訪問部の新しい試み

NPO 法人

第２弾

第 10 期

前号ではディサービス・グループホームでしたが、今回は介護施設や病院へ入居・入院されている個人

聴いてみよう

の方への傾聴訪問についてご紹介します。
ご本人の“話がしたい・話し相手が欲しい”というお気持ちを、ご家族や知人・ケースワーカーさんが

様々な楽しい会話や深い会話を通して信頼関係も育まれ、担当者にとっても有意義な時間を過ごさせて戴
いているようです。では２人の担当者の思いをご紹介します。

ある病院入院者への居宅訪問

ある介護施設傾聴訪問について

月に１回、病院に入院されている方を訪問して

私は有料介護施設に入居されている 99 歳の女

います。私が訪問するきっかけとなったのは、そ

性の処にお話を伺いに行っております。その方は

の方が月２回の訪問を希望されたからです。元々、

手が少しご不自由のようですが、耳も目もしっか

仲間が月に１回の訪問をしましたが、それを２回

りしていらっしゃいます。

に増やしたいということで、私がその追加分を担
当することになったのです。

しかし、施設に入居されている他の方々とは意
志の疎通が難しくお話されることは少ないとのこ

最初は、私でいいのかという不安が常にありま

とです。お子さん・お孫さん等家族の方々はよく

したが、早いもので、私が行き始めてからもう１

顔を見せていらっしゃるようですし、ご一緒に車

年以上が経ちました。
「お話相手」として訪問して

相談員養成講座

感じてみよう

【電話相談】 あなたの気持ちに寄り添ってじっくりお話をお聴きします。
（専用電話 045-785-8740）
話すことで、少しでも心安らぎ、あなた自身で解決の糸口を見つけられるかもしれません。
【電話訪問】 一人暮らしや二人世帯の高齢者に安否の確認を兼ねて、毎週楽しくお話をしています。
いつまでも元気に過ごしていただきたいと願って電話訪問をしています。
対象者：金沢区内の一人暮らし高齢者・高齢二人世帯・昼間一人高齢者・障害者とその家族・
子育て中の家族
【居宅訪問】 あなたのご自宅へ伺い、こころの友として、親しく話し相手をつとめます。また、施設への訪問も
行っています。居宅訪問は、横浜市との協働事業「こころの訪問活動」として始まりました。
対象者：金沢区および近隣在住の高齢者・障害者とその家族・子育て中の家族・介護者・
施設入所者・病院入院者

１．講座内容
第1部

受講費：5,000 円

対象者：どなたでも
会

椅子で外出もしていらっしゃいます。でも、皆さ

講 座 内 容
オリエンテーション

おり、おそらくそのおしゃべりを楽しみにしてく

んお忙しいようでゆっくりお話をする時間はない

10:30～12:00

ｾｯｼｮﾝ 1

高齢者・障害者への取組

ださっているのだと思います。しかし、体調に波

ようです。このような状況で月 2 回（2 人交代）

があり、お元気なときもあれば、気持ちが沈んで

毎回、2 時間以上お話を伺って帰ってまいります。

ｾｯｼｮﾝ 2

いるときもあり、対応に苦慮することがあります。

ご家族のこと・趣味のこと・ご自分の歴史・生き

「精神保健の今」
ケースから見えること

「もういい」と言われるまでは通い続けようと思

が沢山あり良いお話を聴かせていただいたと思っ

っている私です。

開催日

1 月 17 日
(日)

13:00～15:00

1 月 24 日
(日)

ています。じっくりお話を聴くことで、お話され
る方が満足していただければ私も嬉しいですし、
勉強になることも多々あります。

1 月 30 日
(土)

10:00～12:00

ｾｯｼｮﾝ 3

傾聴するこころ

13:00～15:00

ｾｯｼｮﾝ 4

ケアすることでケアされる

10:00～12:00

ｾｯｼｮﾝ 5

カウンセリングマインドを
開発するワーク

第2部

受講できます

場：いきいきセンター金沢

講 座

方等お話は尽きません。毎回、私の知らないこと

学んでみませんか”

当会では、【電話相談】【電話訪問】【居宅訪問】の３事業を行っています。

開催期間
10:00～10:30

このように、難しいと感じることもあるのですが、

こころの声

“気持ちに寄り添い、思いを分かち合うために 話をどう聴いたらいいのか

察して問合せがあり、入会を申し込まれる場合が多いです。
入居・入院先の部屋への訪問ですが、途中から２回に増やされたり２時間以上になることもありますが、

こころの電話 金沢

2F(1 部、2 部共)

講 師
当会研修担当者
横浜市金沢区社会福祉協議会

事務局長 門倉晴義氏
金沢区福祉保健センター
メディカルソーシャルワーカー

会 場

いきいき
センター金沢
会議室

田中 健二 氏
NPO 法人 こころの電話 金沢

高橋 啓子
カウンセラー
庭野 静子氏
NPO 法人 こころの電話 金沢

本木 美智子

同会議室

同会議室

受講費：10,000 円

対象者：①第１部講座修了者に限る
②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
施設や病院に入所、入院されている方に居宅訪問はいかがでしょうか。
ご希望・ご紹介したい方のある場合は、下記までご連絡をお願いします。

問合せ・申込み

訪問回数
訪問時間
入会金
年会費
利用料

ＴＥＬ ０４５－７８５－８７４７
ＦＡＸ ０４５－７８５－８７４９
（月～土 １０：００～１６：３０）
原則月１回（月～土曜日の希望日）
１０：００～１６：００ (１回２時間以内)
個人
１０００円
施設・団体 ３０００円
個人
１２００円
施設・団体 ５０００円
訪問１回につき５００円

開 催 日

開催時間

講 座

講 座 内 容

2 月 11 日～
2 月 28 日
(土･祝･日曜日)

10:00～12:00
13:00～15:00

ｾｯｼｮﾝ 6
～
ｾｯｼｮﾝ 15

傾聴の理論と実習・他

講

師

NPO 法人 こころの電話 金沢

研修担当者

会 場

会議室他

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/FAX 番号を記入の上、下記へ
ハガキ ：〒236-0028 金沢区洲崎町 2-6 あいわパークサイドビル
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 28 年 1 月 9 日(土) 必着

