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2021 年度通常総会ご報告
日頃より、こころの電話 金沢の活
動に深いご理解とご支援を賜り、あり
がたく厚く御礼申し上げます。
昨年の年明けから、新型コロナウィ
ルス感染症が拡大を続け、今日もな
お、変異株の脅威にさらされておりま
す。
皆様におかれましては、コロナへの
感染、ワクチン接種やその後の症状な
ど不安の尽きない毎日を日々お過ご
しになっておられるのではないでし
ょうか。
さて、このような状況下ではござい
ますが、厳重な感染対策を徹底致しま
して、2021 年 5 月 15 日（土）いき
いきセンター金沢におきまして、法人
役員、事務局職員、各運営部長、が出
席、過半数以上の賛成を得たことによ
り、2021 年度通常総会をつつがなく
終えることができましたことをご報
告申し上げます。
新しい生活様式を送る中で、こころ
の電話 金沢は、電話相談・電話訪問・
居宅訪問・普及啓発の 4 つの事業を遂
行すべく、スタッフ一人ひとりが傾聴
ボランティアとして自己研鑽を積む
ことで事業が成り立っております。電
話相談は祝日・水曜日を除く月曜日か
ら土曜日まで毎日、誰でもが抱える悩
みをじっくり聴き、心を支える活動を
続けております。水曜日は電話訪問と
して、金沢区内と近隣地域在住の高齢
者を中心とした、登録された方々の安
否確認と、話し相手を望まれる方へス

タッフが電話で訪問しております。
居宅訪問に関しては、昨年度より残
念ながら休止せざるを得ず、安心し
て対面訪問ができる 1 日も早い再開
が望まれる現状となっております。
普及啓発事業では、ＨＰ・ブログを
主軸として会の活動を広報しており
ます。
地域の皆様に法人の理念を広く伝
えるための「傾聴講座」や、事業の
推進を担う人材確保のための「13 期
相談員養成講座」は、新型コロナウ
ィルス感染症拡大防止の観点より、
やむなく本年度中の開催を断念致し
ました。
昨年度、新型コロナウィルス感染
症拡大により実施を見送りました必
須研修の 1 つ「全体研修」は、研修
部スタッフの熱意により、感染対策
を徹底しての開催が実現致しました
（P2）。
しかしながら「地域福祉バザー出
店」は、感染症の終息が開催の大き
な要因となるため未定となっており
ます。
コロナ禍にあっても、会員が一丸
となって“こころを支える活動”を
通じて、なお一層の地域福祉の貢献
に取り組んで参ります。今後とも、
どうぞ宜しくお願い致します。
特定非営利活動法人
こころの電話 金沢
理事長 若栗

恭子

・活動予定
・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。

▲本年も人数制限 とソーシャルディスタンスを保つなど感染対策の下での総会開催

▲理事長

若栗恭子
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2021 年度こころの電話 金沢 第１回全体研修開催
日時
講師
対策
内容

2021 年 7 月 4 日（日） 10：30～12：00 / 13：00～14：30（講座内容は同じ）
橋本和幸氏 了徳寺大学 准教授 臨床心理士・公認心理師
各々の入室人数は制限の半数以下、マスク/フェイスシールド着用、スリッパ持参
テーマ「ロールプレイの“観察者”に着眼する」～パートⅡ～

橋本先生よりメッセージをいただきました

「研修は実験である」
研修の機会というのは、相談員さんたちの心の支
えが必要という観点から大変重要な事であると考
えます。
相談員の研修を大変大事にされ取り組まれている
ことを歓迎したいとともに頑張っていただきたいと
思っています。

当法人では、共感しながら話を聴くことで、その
人が本来持っている力を引き出し、問題解決の糸
口を見つけられるようになることを基本理念として
います。傾聴ボランティア活動をする上で、ロール
プレイは大変重要な基本的技法と捉えています。
昨年度は新型コロナウィルス感染症予防の三密
回避の観点から全体研修は自粛となりました。今
年度研修部では、未だ終息の目途が経っていない
中、感染対策に万全を期した上で、研修会を実施
しました。一昨年の全体研修の講師 橋本先生に、
再び前回と同じテーマを取り上げていただき、ロー
ルプレイにおける観察者の役割の重要性を学び、
会員の傾聴スキル向上を図りました。
前回研修後の会員アンケートから“もっと先生の
ご指導を伺い深めたい”という多くの声にも応える
ことができました。
全体研修の他、相談員の傾聴訓練として・個人
スーパーヴィジョン ・グループ研修 が必修研修と
なっており相談員の自己研鑽の場となっておりま
す。
文責 普及啓発部 広報担当

研修と言うと、なんか上手くやらないといけないと
不安になるものですがそんなことはなくて、実験と
捉えていただいて研修の中で一番上手くやれたこ
とを相談活動に活かして頂ければ幸いです。

◆◆

こころの電話 金沢

うつさない うつらない

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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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、参加者同士のコミュニ
ケーションを深める場所として「ハッピーチャ
レンジ教室」を各種開催しています。

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

★写経教室： 第 2・4 金曜 10:00～12:00
★セルフボディケア教室：
第 3 水曜 13:00～14:30
★ストレッチ教室： 第 1 木曜 10:00～11:00
★健康麻雀教室： コロナ禍おやすみ中

参加ご希望の方は↓
TEL： ０４５－７８５－８７４７
FAX： ０４５－７８５－８７４９
メール： kokorokanazawa55@nifty.com
●各若干名募集中●申込み随時受付中●

写 経 教室

○参加者より
＊般若心経をお勉強させて
いただいて大変奥が深いな
と感じております。
＊何事も急がず物事をゆっ
くりと考えることを心得と
しております。
〇講師より
「心にゆとりを持てる時間
を大切に」

表

セルフボディケア 教室

ス ト レ ッ チ 教室

○参加者より
＊自分のツボが良くわかる
ので、自分でケアするのに大
変役にたっている。
＊先生が直に教えて下さる
ので自分でやるとき大変役
にたっている。
〇講師より
「愛と感謝、いたわりの気持
ちでご自身のお身体に触れ
てください」

○参加者より
＊先生の元気いっぱいの、か
け声のもと、硬くなった筋を
モミモミしたり伸ばしたり。
けっして無理せず息も止め
ない。血圧は下がるし、肩こ
り腰痛もきっと善くなる、
色々うれしいネ！
ア～ア なんだか 眠くなっ
てきたなあ・・・

彰

横浜市社会福祉
協議会様より
20 年の節目として
永年の福祉活動に
対して表彰されま
した

表 彰 者
２０２０年度福祉
功労者として（コロ
ナ禍の為表彰授与
式は開催されませ
んでした。）永年の
ボランティア活動
を表彰されました

東日本大震災の被災地に対して
金沢区社会福祉協議会の復興支援
活動に協力をしたことで
被災地より感謝のお手紙を
いただきました
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2020 年度

寄付者の皆様

2020 年度 賛助会員の皆様

市川純子 小野由美
加藤こずゑ 斎藤喜美子
千棒純子 染川しげ子
谷崎秀子 土平真弓
中村善江 林雅子 他 2 名
※敬称略
ご協力いただきまして
誠にありがとうございました

個人

掲載の承諾を確認できた方のみ

青木悦子

浅井恵美子

嵐明美

載せております。ご了承下さい。

市川純子

江口喜久子

大内豊

小川充子

川島展子

木川善子

北見浩子

木下照子

沓沢和子

粂川和枝

栗原捷子

コロナ禍、命を守るための行動

小林逸代

小林美代子

や 気 持 ち の 切り 替 え やそ れ に

佐藤勝

ま つ わ る 対 策が 様 々 取ら れ て

鈴木美代子

いる中、当法人にはコロナ禍初

昌

期より、入手が困難になってい

土屋美代子

た「マスク」を始め「除菌グッ

子

ズ」など多くの物品をご寄付い

夫

ただきました。この紙面をお借

松尾和則

松本雅子

的野久子

り し て 感 謝 の意 を お 伝え い た

森山晶子

矢内早苗

山本基子

します。誠にありがとうござい

渡辺孝一郎

ました。今後とも引き続きのご

※敬称略

支援をお願いします。

※匿名希望の方は

2020 年度

物品寄付御礼

2021 年度の活動予定

◆11/16 出前傾聴研修

佐藤嘉子

佐野敬子

関口恭子

玉那覇栄子

高橋伸

田村正子

角田洋子

寺木好

豊田和子

林雅子

本道康

前田幸子

松井美佐江

４月より三密回避の観点
より「居宅訪問事業」と「ハ
ッピーチャレンジ健康麻
雀教室」の他は、事業を推
進しております
＊本年度のバザー参加は
見合わせます
＊コロナの感染状況によ
って事業の変更等につき
ましては、ＨＰ・ブログで
公表いたします

編集後記
コロナ禍の中で、クチナシの香
りが漂ってくる頃となりまし
た。

私たちは、6 月からグループ研

載せておりません

修が始まりました。皆さんの気
持ちを受け止め、心に寄り添え

賛助会員募集のご案内

ることを願っています。

団体

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。

有限会社

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 5,000 円
＊個人会員 1 口 1,000 円

谷津坂西部町内会長

NPO 法人
こころの電話 金沢

青空

釜利谷地域ケアプラザ
小林整形外科
田中経営研究所

小林忠明
田中肇

能見台地域ケアプラザ

〒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

六浦地域ケアプラザ

E-MAIL:

小田桐光

kokorokanazawa55@nifty.com

数
谷津坂南部自治会長

川村隆一

※敬称略

◆公式サイト
http://www.kokorokanazawa.com/

ご協力いただきまして
誠にありがとうございました

TOP ページからブログを
開くことができます
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