2020・7・1 発行

横浜市金沢区 NPO 法人

発行者：若栗 恭子
電話：045-785-8747

こころの電話 金沢・会報 ２２号
こころの電話相談
045-785-8740

2020 年度通常総会（文書審議）ご報告

≪受付時間≫
月～土曜日
９:３0～16:30

例年とは異なる 2020 年度が始まりました。新型コロナウィルス感染症拡大が

（水曜日を除く）

大きく取り上げられた 2020 年 3 月 2 日より同年 5 月 31 日まで全活動の自粛を
いたしました。
この間、未知なる新型コロナウィルス感染に不安を抱きつつ、初めての体験と
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しげ子

2020 年 2 月 9 日無事創立 20 周年を祝う会
が開催できほっとしました。
一昨年から準備をはじめ会員の声を聞きな
がら、当法人としてのお祝いの会をどのよう
に開催するか実行委員会で十分話し合い、当
日に至りました。
とても皆さん和やかで楽しまれたことと思
い関係者の皆さんに深く感謝いたします。
また、当法人となごみの会の会員の皆さん
でこれを糧に、これからも前進 25 年、30 年
と持続することを願う今日この頃です。

こころの電話 金沢

うつさない うつらない
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。

染川

感染予防対策

◆◆

無理をしない

・マスク着用（身体距離１～2ｍ以上取れない時)
・１時間に１回の 10 分換気
・自分の手とその日触る場所・触った場所の除菌
・活動開始時の健康チェック表記入
・身体的距離を１～２ｍあける
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2019 年度全体研修報告

相談員の義務と自己研修のために年 2 回・毎年開催

第１回 全体研修

ロールプレイの“観察者”に着眼する
講師：橋本和幸氏 了徳寺大学 准教授
臨床心理士・公認心理師
日 時 2019 年 7 月 14 日(日) 14:00～16:00
場 所 いきいきセンター金沢 会議室
はじめに、カウンセリングとは、
① クライエントのペースに合わせて話を聴いて
いくこと。
② ニーズを明確化にするには、質問は援助に
必要なことだけを聴く。１・「一番困っているこ
とはなにか？」２・「具 体 的 にはどういうこと
か？」３・「どうなればいいのか？」４・「他に知
っておいた方が良いことはあるか？」
③ クライエントが落ち込 んでいたら、相談に訪
れた事を「ねぎらい」で、心のエネルギーを補
充 （当事者は、自分なりの工夫や努力を続
けて来ている人）敬意を言 葉にして「ねぎら
う」。明確化は辛いことで、ねぎらいは楽にな
ること→バランス良く行うことが大切。
さて、今回の研修
「ロールプレイの観察者に着眼する」
観察者の役割を重視。相手の様子を観察できな
い電話相談は、非言語的メッセージがわからない
ので難 しい。今 回はロールプレイの中で起きてい
る、聴き手役と相談者役の様子を観察者が観察し
て気づいたことを共有することを大切に。観察者は
ダメ出しではなく、客観的な観察結果と良かったと
ころを伝える。
ワーク：３人 １組 A（話し手 ） B（聴き手 ）C（観 察
者）
【B の言葉がけを変えて３回実施し,
ABC の役柄を３人とも体験する】
以上を体験し、観察者としての振り返りを話し合
いました。が、予定時間をオーバーしてしまい、先
生からのご指導を最後まで聞く事が出来ず、ここ
ろ残りの結果になりました。
是非、この続きをお願いしたいと思います。

相談部からの質疑応答につきましては、「限界設
定」を会で話し合って決める。決めた事は会員で
共有する。等 貴重なアドバイスを頂きました。

第２回 全体研修

グループワーク
『仲間と出会う・自分と出会う』
日 時 2020 年 2 月 16 日(日) 14:00～15:30
場 所 いきいきセンター金沢 会議室

2019 年度第 2 回の全体研修会を 2 月 16 日に行
いました。フアシリテータ―はリーダー部の M さんで
した。12 期生のフレッシュなメンバーを迎えて、とて
も和やかに、みなさんの交流の機会となりました。
グループワークでは言葉の持つ意味の多様さを
実感しながら、自分自身の聴き方・受け取り方・話
し方のパターンを知り、日常の活動を振り返って、
より効果的なコミュニケーションができるための、ヒ
ントにしていただく事を目的にしました。
ウォーミングアップのワークでは「背中の動物は
なぁに？」と題して、自分の背中についている動物
が何かを出会った人に質問しながら当てるクイズで
した。頭の体操ができたとの感想がありました。
メインワークは「辞書を作ろう」です。グループご
とに一つの言葉を選び、その言葉の意味を説明す
るワークです。
言葉の意味は辞書に書かれている意味だけで
なく、使う人の情緒が入っています。聴き手の受け
取り方でも意味が違ってきます。グループ内でみん
なが意見を出し合い、話し合って、一つにまとめる
作業が様々な気付きの機会となりました。
文責 研修部
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リーダーがんばる！ 〇〇

出 前 傾 聴 研 修

〇〇

当会ではご依頼に合わせて出前傾聴研修を行っています。9・10・1 月と 2019 年度は 3 回実施。
こうして実績を積み、活躍の幅を広げる地道な努力を重ねております！

第 1 回出前研修
9 月 17 日泥亀町内会館で金沢中部地区民生
委員児童委員協議会のメンバー13 名に傾聴研
修という事でお話しさせて頂きました。
45 分という短い時間内で分って頂ける話が
できるか大変心配でした。民生委員の方々は自
分に自信もあり、人のお世話もしたい、社会貢
献したいと思われているであろうので、傾聴に
ついては多くはブロッキングの話と相手がど
んな方であっても、尊重し、信頼し、素直に話
を聴くことに集中して欲しいとお話しいたし
ました。

第 2 回出前研修
昨年初めて泥亀地域ケアプラザ主催ボラン
ティア養成講座の 1 セッションとして、傾聴講
座（2 時間）の機会を頂き、今年も同講座に
10 月 4 日、出前研修スタッフの 5 人で伺いま
した。
受講者は傾聴に関心のある方とは限らない
ので、抽象的な説明には日常的な場面の具体例
を入れ、新たな試みとして、簡単受容とキーワ
ードの繰り返しを練習シートで実演練習して
から、本番のロールプレイに臨んで頂くように
してみました。練習なしの場合より、初めてに
してはロールプレイが様になっていたように
感じました。

県社会福祉大会
10 月 18 日授賞式
区社協推薦
長年のボランティア
活動に対して拝受

第 3 回出前研修
新年 1 月 30 日に釜利谷地区民児協 30 名の
方々を対象に出前傾聴研修をしました。改選で
新旧 31 名の金沢区では一番人数が多い会だそ
うで、今までも他の民児協へ出前研修を行って
いますが、30 名は初めてで、こちらとしても
理事長はじめ総勢 6 名のスタッフが参加しま
した。
出前研修の内容は、担当する講師が傾聴を基
本に構成しますが、今回は講義とロールプレイ
を行いました。
様々な経験を積んでいらっしゃる民生委員
の方々と、講師である私とが、どのような関係
が結べるのか、研修のはじまりは緊張の時で
す。が、民児協会長さんの楽しい挨拶のお陰で
とても和やかな滑り出しになり、改めて場の雰
囲気作りの大切さを学んだと同時に、緊張もす
っかり溶けました。
ロールでは経験済みの方、初めての方と色々
でしたが出前研修スタッフをはじめ、新人リー
ダー3 名の活躍で無事に済み、民生委員と私た
ちは相談活動という点では重なる部分が多い
ので、出前研修という形でお互いに理解を深め
られることを感じながら研修を終わりました。
終了後、参加したスタッフ 6 名で意見を出し
合ったことを次回に活かし、より充実した研修
を目指したいと思っています。
リーダー部では
ご依頼内容を十分
検討し、様々な出
前傾聴研修に臨ん
でいます。
文責
出前傾聴研修
スタッフ
１．横向きに寝ます
２．腕を大きく前に回します
３．大きく後ろに回します
４．反対側もやります
腕の重さを感じながら、床に近
いところでゆっくり大きく！
呼吸は止めずに３～５回ずつ！
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2019 年度

寄付者の皆様

2019 年度 賛助会員の皆様

小野由美

6 月 1 日(月)より活動を再
開しております。
当面は
・ 電話相談
・ 電話訪問のみです。
‥……
・ 居宅訪問・ハッピーチ
ャレンジ教室の再開時
期は検討中

加茂陽子

加藤こずゑ
千棒純子
高橋伸昌(株式会社江戸清)
米倉信子
他６名

敬称略
全１２名

「ご協力いただきまして
有難うございました。」

個人
掲載の承諾をしてくださった

青木悦子

方のみ載せております。

卯花喜美子

承諾の確認が出来ない場合

子

は、お名前の掲載を控えさせ

展子

ていただいております。

沢和子

ご了承下さい。

小林逸代

浅井恵美子

嵐明美

大泊葉子

小川充

鹿野融雅

佐藤勝

覇栄子
角田洋子

康夫

玉那

土屋美代子
前田幸子

松尾和則

松本雅

宮坂るみ

矢内早苗

宝高峰

関口恭

種倉宣子

的野久子

本道

山本基子

龍

渡辺孝一郎

※匿名希望の方は
載せておりません

賛助会員募集のご案内

青空

小林整形外科
田中経営研究所

小林忠明
田中肇

谷津坂南部自治会長

川村隆一

能見台地域ケアプラザ
賛助会員申込先
NPO 法人 こころの電話 金沢
郵便振替・口座番号
【００２６００－５５８５１】
年会費
＊団体会員 1 口 5000 円
＊個人会員 1 口 1000 円

編集後記
コロナ禍の中での会報の編
集、初の Zoom 編集会議開
催となりました。
当会ブログでは、
「こころを
学ぶ講座を聴いてきまし
た 」「 カ ウ ン セ リ ン グ の 技
法」などの記事を掲載して
います。下記公式サイトよ
りリンクを貼っていますの
で、ぜひご覧ください。
NPO 法人
こころの電話 金沢

団体
有限会社

※ 今年はバザー参加を見
合わせます。

佐野敬子

豊田和子

松井美佐江
子

榊山俊

鈴木美代子
田村正子

状況により中止等変更す
ることがあります。随時ブ
ログ・ホームページで発表
させていただきます。

沓

栗原捷子

小林美代子

高橋伸昌

川島

木下照子

粂川和枝

鈴木和代
子

川波賀子

木川善子

佐藤嘉子

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。

2020 年度の活動予定

〒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

釜利谷地域ケアプラザ
六浦地域ケアプラザ
柳町地域ケアプラザ

敬称略

◆公式サイト
http://www.kokorokanazawa.com/

「ご協力いただきまして
誠に有難うございました。」

TOP ページからブログを
開くことができます
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