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去る５月２７日開催いたしました「平成２９年度 通常総会」におい
て、理事長に選任されました 若栗 恭子 でございます。皆様どうぞ
宜しくお願いいたします。
平成２９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 事業で温かい交流
の輪を広げ、多くの方々が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
援で会員の活動が維持され、会員の力と支援者の力により事業を推進することができ
ております。
さらに信頼される事業をめざして、自己研鑽をめざす年４回のグループ研修や年２
回の全体研修を通じて、常に相談員としての基本理念“傾聴するこころ”の保持に努
めております。少子超高齢化社会に向かっている地域社会の現状において様々なこ
とで生き難さを感じておられる人々の気持ちに寄り添い、またこころと心の温かいコミュ
ニケーションを主旨とする当会の活動が、地域力の一助と成り得る会であることの喜び
を共有しながら、今後も活動を続けて参ります。
皆様、どうぞ旧来にも増してご協力、ご支援のほど宜しくお願いします。
NPO 法人 こころの電話 金沢 理事長 若栗 恭子
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２０１７年度通常総会ご報告

「セルフボディケア
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の理事、2 名の監事が選任されました
ことを合わせてご報告いたします。
ご多用にも関わらず、ご臨席賜りまし
たご来賓の皆様から、活動に対する温
かなご祝辞をいただき誠にありがとう
ございました。会員一同心を合わせて
事業を推進して参ります。

・2017 年第 1 回全体研
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・第 11 期相談員養成
講座
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5 月 27 日に開催いたしました「通常総
会」におきまして、全ての議案が承認さ
れましたことをご報告いたします。ま
た、今年は役員改選の年に当たり、7 名

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。

金沢区福祉保健センター
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事務局長
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千尋氏

横浜市六浦地域ケアプラザ 生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 山元友紀子氏
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「傾聴」研修・研鑽
傾聴と研修会
私が研修部で研修会の企画を担当したのは、平成２７年度からで
す。上嶋洋一先生の「傾聴から敬聴」でした。始めに先生の名前を
知ったのは、相談員のアンケートからでした。上嶋先生は、相手を
敬うという字が似合う人柄で、時折出る京都なまりが印象的でし
た。上嶋先生はロジャーズ氏の翻訳者でもありますが、先生の敬聴
は、ロジャーズ氏のいう「共感的理解」にあてはると思いました。
共感は掛け手が話す事を自分も同じように感じる、掛け手と同じ風
上嶋洋一先生

景を一緒に見ている感覚ですね。
研修会の企画は、色んな情報を基にしています。また、一方通行
の研修会にならないよう心がけています。立派な講師でも、受講者
が自分のものとして、我が身に役立つ研修だったと思って頂ければ
幸いです。研修会の感想を頂き、次の企画に繋げて行きたいと思い
ます。両者が一緒に歩める研修部でありたいと思っています。

研修リーダー第４期生始動
当会では信頼される活動を目指し、発足当初より
相談員の「研修」を義務とし、大切にしてきました。

て、やっと第 1 期研修リーダーは誕生しまし
た。

1997 年より、関東学院大学教授の小室先生を中心に

2015 年から 2 年間、研修リーダーによる

第 1 期相談員養成講座から継続研修を定期的に受け

第 4 期の養成を行い、今年度、グループ研修

てきました。

のファシリテイターと会員のメンタルケア「ほ

小室先生の研修は毎回厳しく、一同、大変に緊張し

っとコーナー」の担当として、本格デビュー
となりました。

ながらも、一生懸命に学びました。
しかし、先生を中心とした研修は経費もかかり、当

これからも、会の理念である『寄り添うこ

時の会にとっては、自前の研修リーダー養成が必須

と』の礎となる傾聴訓練を通してコツコツと

となり、先生の了解のもと、研修リーダー養成が 2002

継続していきます。

年に始まりました。
先生の指導は、まずはデスカッションから宿泊のエ
ンカウンター、ロールプレイ、ファシリテイトの訓練と、
初めての実習や毎回の課題レポートの提出、その難し
さに悩み、迷いましたが、仲間と支え合い数年を経

出前研修承ります！
NPO 法人こころの電話 金沢のリーダーが、
直接「傾聴」について研修いたします！
「傾聴」は日常の会話にも活かしていただきたい「聴く」技術です。
地域の活動グループや、法人の方、PTA など、
少人数から 20 人ぐらいのグループまでご検討ください！
お問合せ：

kokorokanazawa55@nifty.com
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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。
★麻雀教室：
★写経教室：

第 2・４火曜・木曜午後開催
第 2・4 金曜午前開催

「セルフボディケア教室」
毎月第 1 金曜日 13:30～15:00 全 6 回
『疲れない自分マッサージのコツ教えます』
～毎日できるセルフケアのコツを
現役セラピストが伝授～
＊リンパの流れを知って身体の洗い方が
変わる！
＊ブラッシングでかすみ目予防！
＊ハンドクリームの塗り方でシワ改善！

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

講師：小澤 有紀
（リラクゼーションサロン勤務・
現役セラピスト）

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

2017 年

2017 年 11 月新規スタート！

←参加申し込み受付中！

第１回全体研修会

7 月には会員内の全体研修会として学びの場を予
定しています。

アサーショントレーニングを学ぶ
～自分も相手も大切にする自己表現～
講師： 阿部真紀先生
（認定 NPO 法人エンパワメントかながわ）

NPO 法人

こころの電話 金沢

第 11 期
聴いてみよう

アサーションとは、自分も相手も尊重し、
自分の意見を押し通すのではなく、相手と
の違いを認め、互いに歩み寄るためのコミ
ュニケーション方法です。この方法を練習
することを「アサーショントレーニング」と
言います。
アサーションを活かすことができると、
自分に対する大きな自信と安心感が生ま
れます。アサーションを学んで、より良い人
間関係をつくり、自分らしく生きるための
第一歩を踏み出しましょう。

相談員養成講座

感じてみよう

こころの声

“傾聴するこころ”で相談活動を行う“１１期相談員養成講座のお知らせです。
１１月後半より、開催を予定しております。
第一部 どなたでも参加可能。気持ちに寄り添い、話をどう聴いたらよいのか学んでみませんか。
外部講師を招いて行います。
第二部 第一部受講生のみ受講可能。ロールプレイ・エンカウンター他。
※詳細は金沢区版広報誌 10 月号に掲載予定です。また、秋頃より チラシ、当会公式サイト、
タウンニュース、はまかぜ等で情報を発信します。
※第一・二部共受講費有料。

http://www.kokoronodenwakanazawa.com/
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寄付者の皆様

2016 年度

賛助会員の方々

2017 年予定

個人

青空ケアセンター
なごみの会
高橋伸昌(株 江戸清）
小野由美 加藤敏子
木下勝裕 佐藤嘉子
千棒純子 鈴木美代子
染川しげ子 竹内洋子
田中妙子 種蔵宣子
畠山慈男 山口晃
山田雅夫 米倉信子
渡辺芙美江
敬称略
他 10 名 全 28 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。

相澤淳子 青木悦子 浅井恵美子
飯島豊治 ヴィヒャルト千佳こ
榎根本正 榎根本智子 大内豊
大胡志津子 大泊葉子 小川充子
小幡正雄 鹿野融雅 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
佐藤雅枝 佐藤勝 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
鈴木美代子 瀬川常子 関口恭子
仙田勇三 高橋伸昌 玉那覇栄子
田村正子 土屋美代子 角田洋子
角田紀美子 外山弘子 豊田和子
中村龍乃
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 吉味徳子 龍宝高峰
渡辺孝一郎

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
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

「ご協力をいただきまして
ありがとうございました。」

10/21「いきいきフェスタ」
金沢まつり 海の公園
10/28「いきいきセンター
まつり」
いきいきセンター金沢
12/3「福祉バザー」
六浦地域ケアプラザ

編集後記
昨年末より、こころの電話
金沢ブログを始め、身近な
話題を発信してみました。
ちょっと足をのばした旅
先の様子や花のたより、
研修や講義の感想などを
アップしています。
地域の皆さま、関係団体の
皆様お気軽にアクセスし
てみて下さい。
https://ameblo.jp/kokor
onodenwa-kanazawa/

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.kokoronodenwakanaza

口座番号【 ００２６００－５５８５１ 】
年会費

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
工藤正治
谷津坂南部自治会長 河本
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

5/19(金)ハッピーチャレンジ
セルフボディケア新設

団体会員 1 口 5000 円
個人会員 1 口 1000 円

wa.com/

こころの電話金沢
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