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ごあいさつ
平成 28 年度の総会が会員をはじめ、多くのご来賓のご臨席のもとで無事に
終了いたしましたことをご報告申し上げます。
こころの電話 金沢の事業は電話訪問・電話相談・居宅訪問の 3 事業で暖か
い交流の輪を広げ、だれでも抱える悩みに共感して、人々が安心して過ごせ
る地域づくりをめざしております。そして、このような事業の意義を認めて
くださる多くの方々の支援で維持されております。会員の力、支援者の力が
強力な推進力となっております。
会員は訪問・相談活動の相談員としての活動の上に、会の運営まで担って
おります。さらに信頼される事業をめざして、相談員の自己研鑽をめざす研
修を義務と課されています。
このように厳しい活動のなか、会員同士の親睦は何よりも大切です。喜び
を発見しながら、活動してほしいと心から願っております。
NPO 法人 こころの電話 金沢
理事長 渡辺 芙美江

２０１６年度通常総会ご報告

第3弾
おしゃべり ROON

いります。事業の財政基盤の安定強
化を図るために、多くの企業や個人
にご支援を仰ぎたく、昨年に引き続
き、ご支援を賜るようお願いをして
参ります。

P4
・寄付者の皆様
・賛助会員募集
・賛助会員の方々
・バザー予定
・編集後記

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。

新しく会員となった第１０期生も加
わり、会員数８５名で今年もスタート
いたしました。
昨年度より電話相談開始時間を３０
分繰り上げ、９時半としました。シフ
トも定着し早々に相談電話のベルがな
り続けています。
今年度の活動方針も、引き続き安心
してすごせる地域づくりを目指してま

ご来賓の皆さまより、第三期金沢
区地域福祉保健計画に基づいた、区
役所の役割、区社協の役割、地域の
役割という観点からお話を頂戴し
ました。

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。
金沢区福祉保健センター 福祉保健課長 飛田 千絵氏
同

福祉保健課事業企画担当係長

佐々木唯人氏

金沢区社会福祉協議会

事務局長

門倉

青空ケアセンター

所

長

山口ひとみ氏

長

小笠原

横浜市西金沢地域ケアプラザ

所

金沢区民生委員児童委員協議会

副会長

沓沢

ご来賓の方々

春義氏
隆氏
和子氏
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訪問部の新しい試み

第３弾

はじめに
これまで行ってきた個人宅・施設への訪問事業に加え、２０１６年度４月より、富岡東地域ケア
プラザで月１回のペースで開かれている「おしゃべりＲＯＯＭ」に、介護されている方々の話し相
手として、こころの電話 金沢が参加することとなりました。
２０１４年、居宅訪問、電話訪問の利用者拡大を図るため、各地域ケアプラザごとに担当者を決
め、こころの電話 金沢から出向いておりましたが、なかなか、居宅訪問、電話訪問利用者拡大に
はつながりませんでした。しかし、当会と定期的に情報交換を行ってきた富岡東地域ケアプラザ・
地域包括支援センターから、本人、家族の希望を直接聞けたり、利用につながるのではないかとの
ご提案を頂き、このおしゃべりＲＯＯＭに、参加者の話を聴く立場で参加することとなったのです。
まだ始まったばかりですが、その活動をご報告いたします。

５月２８日のおしゃべりＲＯＯＭに参加してきました
こころの電話 金沢

担当スタッフ

認知症の夫を抱える方、それほどでないが妻の介護をこれからなるべ
く人に頼らずやって行きたいと考えている方等が、自分の思いを充分に
話せるよう、小さなグループに分かれ、スタッフが熱心に耳を傾ける。
その部屋はいつも素敵な花と、コーヒー、紅茶、茶菓子などが準備さ
れ、温かく和やかな雰囲気が醸し出されている。たったの 1 時間だが、「こ
こで聴いたことが役に立った」「話したことによって気持ちが楽になった」
と口々に話される。
1 時間が過ぎ皆様を送り出してから、その日、それぞれで話し合われた
内容を共有して、次回につなげるスタッフ同士の会議に私も加わり、1 ヶ月
に 1 回のおしゃべりＲＯＯＭが終わる。
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れから、今年度よりご協力させていただくこと
になりました。

おしゃべりＲＯＯＭをご紹介
富岡東地域ケアプラザでは、通年事業「介護者
の集い」を見直し、２０１５年度より「おしゃべりＲＯ
ＯＭ」を企画されました。

富岡東地域ケアプラザ地域包括支援センター
の皆様は「介護者の集い」を主催される中で、参
加者の方達とのコミュニケーションを大切にさ
れています。
「一人で抱え込まない介護」という目線をたえ
ず抱きながらこの事業に取り組まれている担当
者の皆様の思いを共有し、傾聴を基本とする“こ
ころの電話 金沢”の相談技法を生かして、お一
人でも多くの介護者の方の“こころ”をお聴きい
たします。こころの電話 金沢では安心してお話
いただけますように、誠心誠意努めてまいりま
す。

ご家族の方が介護のことや健康のことなどを相
談に来られたり、介護を経験された方が経験談
を話してくださったりと、自由に参加して気軽に
話をしたり情報交換をされる場になっています。
この事業の２年目となる今年度に向けて、もとも
と地域の福祉のことで、こころの電話 金沢のス
タッフと定期的に情報交換を行っておりました流

ルーム

介護に関することで困っていることをひとりで
抱え込まずに、お茶を飲みながらお話しませんか？
定期開催しておりますので、
お気軽にお立ち寄りください。
★ 毎月第４土曜日
事前申込み不要
★ 10:30～11:30
★ 参加費 無料
★場所 富岡東地域ケアプラザ

２０１６年度からは、こころの電話 金
沢 の方 にもご協 力 いただき、参 加
者の話を傾聴する体制を強化して
行っています。
「おしゃべりＲＯＯＭ」が皆様のお役
に立てるよう私たちも努力していき
ますので、是 非 ご活 用 いただけれ
ばと思います。
富岡東地域ケアプラザ
地域包括支援センター
おしゃべりＲＯＯＭ担当
社会福祉士

小林 啓治郎

平成 28 年

≪お問合せ≫
横浜市富岡東地域ケアプラザ
地域包括支援センター
担当：小林

０４５（７７６）２０３０
協力：ＮＰＯ法人

7/23

8/27

9/24

こころの電話 金沢

↓ よろしければこちらもご利用ください ↓
こころの電話
金沢ではお電話
でお話をお聴き
しています。
もちろん無料♪

NPO 法人 こころの電話 金沢

０４５－７８５－８７４０
活動日 /月～土曜日（水曜日除く）
受付時間/９：３０～１６：３０（終了は１７:００）
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寄付者の皆様

2015 年度

賛助会員の方々

2016 年予定

個人

青空ケアセンター
青木悦子 嵐 あけみ
伊藤孝子 小野由美
門倉晴義 佐藤嘉子
鹿野融雅 千棒純子
高橋伸昌(株 江戸清）
豊田和子 鷲巣栄一
山田雅夫 種蔵宣子
敬称略
他 28 名 全 42 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。

相川眞久 相澤淳子 浅井恵美子
石原康志 ヴィヒャルト千佳こ
江口喜久子 大胡志津子
小川充子 小幡正雄 川島展子
木川善子 北見浩子 桐木勝子
木下照子 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 佐藤勝 佐藤嘉子
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 瀬川常子
仙田勇三 玉那覇栄子 田村正子
土屋美代子 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 本坊千和子
前田幸子 松尾和則 松本雅子
松井美佐江 宮坂るみ 本道康夫
矢内早苗 山本典子 山本基子
龍宝高峰 渡辺孝一郎

編集後記

団体

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

10/1(土)ハッピーチャレンジ
オカリナ教室発表会
IN 長浜ホール
*詳細は当会ホームページ
をご覧ください
10/15(土)「いきいきフェスタ」
金沢まつり 海の公園
10/29(土)「いきいきセンター
まつり」
いきいきセンター金沢
12/4(日)「福祉バザー」
六浦地域ケアプラザ

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
青木伸一
谷津坂南部自治会長
城美奈子
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
「ご協力をいただきまして
ありがとうございました。」

会員一人ひとりが活動
を通して、地域の人々にこ
ころと心のふれあいのあ
る関係づくりをめざして
まいります。地域の皆さ
ま、関係団体の皆様どうぞ
宜しくお願いします。

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:

上げます。
賛助会員申込先
ＮＰＯ法人「こころの電話 金沢」

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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