
今回で５回目となったイギリス訪
問の旅。クリスマスイルミネーションを
楽しもうと冬に行くことにしました。出
発の空港に集合した皆の服装はま
るでイヌイットのよう。ところが到着し
たイギリスは暖冬らしく、ほとんど雨
にも降られることなく、快適な旅となり
ました。
バスの窓からの眺めは、どこまでも
丘陵地帯で山のない風景が続きま

した。狭い道路も牧草も羊や牛のためではなく、きれいな地球を次世代
に継承するため…ビアトリクス＝ポターが関わったナショナルトラスト運
動の力でしょう。長い年月を経てなお雄大な大自然が残されている国
イギリス、癒しのセラピューティック･ケアが生まれたことにも納得です。
初めに、恒例となった英国赤十字社を訪問しました。マキシム、シャ

ロン両女史が待っていてくれました。そこで、イギリスでもフットケアが取
り入れられていることを知りました。私たちも“レッグケア”と呼称を変え
てもっと力を入れて取り組みたいと思います。
今回の訪英には２つの目的がありました。
１．韓国セラピューティック･ケア協会が創立して２周年を迎えたこ
と、またその協会長の紹介。

２．セラピューティック･ケ
アの通信教育に取り
組んでいることの報
告と、そこで使用している認定テキストを見てもらうこと。
本国イギリスよりも活発に展開しているとお褒めの言葉を頂きまし

た。韓国、オーストラリアへとセラピューティック･ケアの取り組みが広が
っているのも嬉しいことです。
次に、ピルグリムズ・ホスピスを訪問。そこでいろんなボランティアに

入られる方々は、セラピューティック・ケアをネック＆ショルダーマッサー
ジまでマスターしているコンプレメン
タリー・セラピスト（日本のボランテ
ィアコーディネーターに当たる人）
から主にハンドケアを学び、ボラン
ティア活動に入っておられると聞き
驚きました。
今回の訪英は、大自然からエネ

ルギーをもらい、赤十字やホスピス
訪問で今まで以上のモチベーショ
ンを得ることができました。新しい
年のセラピューティック･ケアの展
開に生かされるよう念じています。
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イギリス研修旅行

家庭介護の中で

ＮＰＯ法人日本セラピューティック・ケア協会
理事長　秋吉　美千代

セラピューティック・ケアとは…
～手のぬくもりは心のぬくもり～

英国赤十字社が長年大切に育てて
きたビューティーケアと、ハンド
ケアを統合した形で１９９６年に
開発した、心と身体に安らぎをも
たらすメンタルケアを目的とした
マッサージ技術です。
基本的には手法である「エフルラー
ジュ」と「ニーディング」を筋肉
帯に平行に、筋肉帯すべてにすみ
からすみまで、くまなく行うトリー
トメントです。
英国では、リラクゼーションを目
的とするだけでなく、病院でのリ
ハビリの一環としても取り入れら
れ、代替療法としてプログラムに
組み込まれています。施術者の手
がクライアントに触れることで生
まれる共感と慰めを大切にする、
静かで優しい非言語的コミュニ
ケーションです。

発行：NPO日本セラピューティック・ケア協会　発行者：秋吉美千代　印刷：有限会社みつば印刷

関東ステーション 代表　　長野　洋子

賛助会員募集中！
編集後記

明けましておめでとうございます。新年にあたり皆さんは何を祈
願しましたか。
さて、今号ではイギリス研修旅行に参加された会員方 に々寄せ
て頂いたレポートを紹介していますが“イギリスの風”を感じていた
だけましたか。次回の研修には是非参加したいと思われた方も少
なくないでしょう。かく言う私も「行きたい～！！」。イギリスで生まれたセ
ラピューティック・ケアが日本へ、そして韓国へ、更に今またネパール
へと国や民族を越えて広がりつつあることに感動をおぼえました。
また、中学生という多感な時期の教育現場でセラピューティッ
ク・ケアを世代間のコミュニケーションツールとして体験させる取り
組みが今後全国に広がって欲しいと、体験した中学生や保護者
の方の感想文を読んでいて感じました。
“今年一年が皆さんにとって“笑顔いっぱいの一年であります
様に”お祈り致します。 

編集長：斉藤喜美子
編集委員：秋吉美千代・小柳全徹・本村道洋

２０１2年１月１日発行

ＮＰＯ法人　
日本セラピューティック・ケア協会　事務局
〒818-0125　福岡県太宰府市五条 2-6-1-202

ＴＥＬ・ＦＡＸ：０９２－９２８－１５４６
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★会員同士の情報交換ができる「会員専用掲示板」を
　ぜひ会員になられてご覧ください。
★日総研通信教育会員の方もご利用できます。

◀西日本新聞　平成23年10月24日掲載

理事長　秋吉　美千代

老母が２日から高熱を出し、これで最後と思いきや５日から持
ち直し、当方はヘトヘト状態でした。小康時に、背中を左・右と分
けて少しの隙間からエフルラージュ、枕元から両手でストレスラ
イン・三角筋・腕・ひじまでゆっくりエフルラージュを何度も。老母
バージョンですが、「らく。らく（楽）」とまわらぬ口調でいいます。

ハンド・フットケアもしますが、水分のみの骨と皮の体には、ネック＆
ショルダーのエフルラージュが最適です。
このケアを学んで本当に良かったと、家族としても痛感してい
ます。
今後も、機会ある度にこの確かさを、お伝えしたいと思います。

秋吉理事長　マキシム女史　シャロン女史

ウインダミア湖畔にある
ピーターラビット世界館
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イギリス研修旅行レポート

太宰府市立太宰府東中学校　

　　　校長　　平山　雅一 先生

福岡　山崎　泰子
リレーフォーライフ活動報告

【 感 謝 】
秋暑のテントの下、私は首と肩のケアを始めた。
二胡の音色と共にケアも進み、やがて上腕のニーディングを始

めたとき「これはどんな効果があるのですか」と尋ねられた。「リ
ンパの流れを促進します」とお答えしケアを進めた。
施術も終わり挨拶をすると、ご自分の胸に手を当てて、まるで

堰を切ったように「自分は乳がんの術後間もなく、腕や肩の治療
に通っている。患者の会にも通い、友達も励ましてくれる。しかし、
セラピューティック・ケアは今まで受けてきたケアとは全く違い、
胸の奥の奥までズシンと響いて胸の痞えがなくなり、不安までも
がすっかりわかってもらえた気がした。」と熱く語られた。そして
自分も学んで、同じように苦しんでいる友達にしてあげたいとまで
話が及んだ。

私は、その前日
は中学校のセラ
ピューティック・ケ
アの特別授業で生
徒達とのふれあい
に心地よく癒され、
今日は今日でまだ
まだ拙い私の施術
に思わぬ熱い話の
展開となり、私自身も感動で胸が熱くなった。
私は、セラピューティック・ケアと出会えたことに改めて深く感

謝し、これからも活動を続ける力強い励ましを頂いた。

写真：テントの下で施術（星講師）

ショナルトラスト”。後世に大切なものを残そうとのビアトリク
ス＝ポターの思いに改めて感動しました。確立されたものは当

たり前のように感じてしまいますが、同時にそれを気づき、思い、手
がけ、礎を築かれたことにも感動します。
“自然”に象徴される大切なものはたくさんありますが、ここに在る
自身が今できることは…と考えたとき、「痛いの痛いのとんでけ～」と
いう温かな心、手のぬくもり、安心感をもたらす「手当て」が、セラ
ピューティック･ケアというひとつの確立された“心と身体を癒すケア”
として残されることを切に願います。このケアは正に“自然”と一体の
ように感じます。胃やお腹が痛い時に自然に手がそこへ、胸がドキド
キすれば両手を胸に当てます。私たちのＤＮＡに組み込まれたかのよ
うなこの行為は現代科学では証明が難しいかもしれませんが、きっと
何か素晴らしい意味、効用があることと確信しています。
私はセラピューティック･ケアがとても気に入っていますし、たくさ
んの方に知っていただきたいと思っています。イギリス研修に参加し
て、生老病死、老若男女、人種を越えた本物のユニバーサルケア
だと…今更ながらに感心しました。そして、はるばるイギリスからこ

のケアを持ち帰りここまでにした理事長に（こっそり）感謝しました。
このケアに出会えたことを嬉しく思い、今回持ち帰ったものを今後
の人生に、活動に活かしていきたいと思いました。

関東ステーション　　鈴木　了美

吉先生の「ケント支部訪問は今回で最後にしたい」というお話
を伺って、今までに先生が大切に培って来られたエネルギーの

源を自分でも感じてみたいと今回参加させていただきました。
ロンドンは初めてだったのですが、イングリッシュ・モーニング、アフ
タヌーンティのおまけを楽しみにしての参加でした。

世界で最初に福
祉国家を打ち立て
たのはイギリスで
す。社会福祉の起
源は1601年にイギ
リスで制定された
エリザベス救貧法
であるとされてい
て、私は仕事で福
祉に携わっている
ので、今のイギリス

の医療や福祉も見てみたいと思っていました。通訳の小林さんはイ
ギリスの２世紀に及ぶ歴史を詳細に説明して下さり大変興味深く聞
き入りました。
ケント支部やディホスピスではイギリスのボランティアの現状を知る

ことができました。ディホスピスは正規のスタッフよりボランティアが
多く、ボランティアによって成り立っていると感じました。日本にも助け
合いの精神は昔からありましたが、イギリスから入ってきたボランティ
アという考え方の歴史はまだ浅いのです。ボランティア活動を自然に
するということが身に付いているイギリスと日本との違いをあらため
て感じました。そしてイギリスの暮らしは質素な感じを受けましたが社
会保障が確立されていて安心した生活が保障されている国だなあと
感じました。
一緒に参加された会員との交流も楽しく、これを機会に輪を広げセ
ラピューティック・ケアの普及と共に自然にボランティアができる体制
作りの必要性を認識させられた研修でした。

宮崎地区　　松元　貴代子

本年度４月より、新任校
長として太宰府東中学校
に勤務しています。
本校は周りを緑に囲ま

れ、落ち着いた環境で258
名の生徒たちが育ってい
ます。
（１）社会貢献活動の必要性
３月１１日の東日本大震

災数週間後の本年度でし
た。校訓の《敬愛》の心
を形にすることを求めていこうと決めました。具体的には、「地
域サンダーバード活動」と名付けた地域貢献活動を推進中です。
夏休みは、ほとんどの生徒が地域の夏祭りなどの支援活動を行
いました。
（２）３年生９月の福祉体験学習は「受験勉強」に魂を入れる！
進路や受験に追われ、我が事だけしか考えられずに、かえって

自分を見失う時期です。人のこと、高齢者のことを考えることで、
自分の生き方、健康・命を考える良い機会になり、更に自分を見つ
め自分の能力・学習を高めることになる、と確信しています。

（３）セラピューティック・ケアは自分のため！
写真のようなセラピューティック・ケアの実習を入れて１３年に

なります。本年は家庭内でも実演するようにしています。施設でも
家庭でも癒される素晴らしい術を身に着け、本校の生徒たちの可
能性が大いに高まっていると思います。
ご指導いただきました協会の皆様有難うございます。

平山　雅一 先生
プロフィール

【略歴】
1953 年　福岡県筑紫野市生まれ（58歳）
1978 年　九州大学文学部卒業
1978 年　久留米市明星中学校勤務（初任） 
2004 年　春日市春日中学校　教頭（初任）
2011 年　太宰府市太宰府東中学校　校長（初任）

【社会貢献歴】 
1989 年　筑紫野市水泳協会結成 以来常任理事
1999 年～　一般社団法人　筑紫野市体育協会事務局長

「育ててくれた地域へお返しを出来るだけしたい」が
モットーです。

セラピューティック・ケアで育つ生徒たち

“ナ

秋

ウインダミア湖畔のホテルの前庭にて

ピリグリムズ・ホスピス礼拝室

2 5



がセラピューティック・ケアに出会って、早10年になろうとしています。
理事長が60歳のとき単独で研修に向かわれた英国赤十字社

に、私たちは60歳になった今、やっと本格的にセラピューティック・ケ
アの故郷を訪問しました。特に今回は、私たちの志を陰ながら応援し
てくれる当社の代表の同行が可能となり、これからのセラピュー
ティック・ケアへの取り組み（活動）が心強いものとなりました。
まず最初に表敬訪問した英国赤十字社ケント支部では、通訳も兼

ねたページ＝剛子女史の案内で英国と日本のセラピューティック・ケ
アについての意見交換、またドイツやオーストラリアからボランティア
の勉強に来ている若者たちとの交流ができました。
次に、ケント州に3箇所あるというホスピスのひとつを訪れました。
ディホスピスの方 と々会ったのですが、皆さん終末期にもかかわらず
明るく嬉 と々した表情だったのに驚きました。その後の病室の見学で
は、ゆったりとしたスペースで患者さんとその家族や友人とが一緒に
過ごすゆっくりとした時間が流れていました。
見学を重ねるうち、セラピューティック･ケアは、ボランティア精神に
満ち溢れた英国だからこそ、病んでいる方、癒されたい方への心から

の「おもてな
し」として生ま
れたものなの
だろうと考える
ようになりまし
た。これは、現
地の空気に実
際に触れてみ
て実感したこ
とです。
訪英中に、同行の会員にセラピューティック･ケアの施術を受けたK
さんが、「瞑想の世界」に入っているような不思議な空間だったと言っ
ておりましたが、無の境地で施術することで本当の癒しに繋がるので
はないでしょうか。
これからも、自身もスキルアップしながら癒しを提供できたらと思っ
ています。

熊本地区　　内村　右子・松岡　豊子

ギリスのボランティア活動やチャリティー活動の現状を、一部
分ではありますが、現地で見て肌で感じることができたのは、私

のこれからの活動の大きな財産になりました。
出発前は初めてお会いする会員さんが多いことや体調が悪くなら
ないかなど不安だらけでした。でも、終わってみればとても楽しく充実
したものでした。
会員の方々が、このセラピューティック･ケアを良いものとして本当に

愛していること、ボランティア活動では、ケアを欲している方々にお届
けする喜びはもちろん、共に活動する仲間の繋がりをとても大切にして
いることなどを実感することができました。私も仲間を思いやり、より楽
しく喜んで活動できるようにしていきたいと決意を新たにしました。
この旅行に参加したことが、思わず他地域の活動の様子を知る良
い機会となったことに感謝しています。

関東ステーション　　山田　洋子

日目の赤十字訪問とディホスピスの見学は、私にとってとても良い
経験でした。

国民性の違いなのかイギリスではボランティア活動が盛んで、日本と
の差に驚きました。ボランティアコーディネーターや組織がきちんと整備
されそれぞれの役割をこなしているからだろうと思いました。
赤十字ケント支部で受けた説明の中で、「すべてのボランティアがセラ

ピューティック･ケアの技術を身に着けている」という壮大なお話にエネ
ルギーを頂き、私も更なるスキルアップをしようと心に誓いました。
旅行自体は観光も含めて感激の連続で、本当に楽しい研修旅行でした。

神奈川ステーション　　太田　やよい

イギリス研修旅行レポート

会 員 の 声 北九州ステーション　福嶋　東三子

私は、認知症の介護現場にいた平成23年の1月に、中間市ボラ
ンティア連絡協議会主催のセラピューティック･ケア一日基礎講習
会を受けました。日頃の疲れを癒そうと自分のためにマッサージ
を受けたいと思う気持ちからでした。他の受講生24名の中にも私
と同じ気持ちで受けられた方もあったと思います。それほど介護
現場従事者は重労働の毎日です。
当日は、静かなヒーリングミュージックが流れ、日本人の癒しの

原点ともいえるお茶の香りが漂う部屋で指導を受けながら、受講
者がお互いにエフルラージュをし合うと大きなため息と共に歓声
が響きました。

その2ヵ月後の３月に、私は体力の限界を感じて介護現場を離れ
ました。そして、セラピストになって介護をする人たちに「癒し」を
届けるボランティアをしたいと思い、当協会北九州ステーションに
通うようになりました。
高齢者施設での実習では、施設入居者やディサービスに来られ

ている方々が大変に喜ばれる姿に接して、ますます「手のぬくも
り」を伝えることが求められていることを感じました。
今は認知症のご両親を在宅介護されている知人を時折り訪問

してマッサージ、お茶をいただきながら、お話をして私自身も「癒
し」の時を過ごさせていただいています。

イ

私

２

チェスターの街並
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セラピューティック･ケアとの出会い

福岡医療福祉大学

教授　朴　峰寛 先生
パク フォン カン

朴　峰寛 先生
プロフィール

韓国、釜山生まれ、52才。
成均館大学卒業。
同志社大学大学院修士、博士（社会福祉学）
釜山女子大学、北星学園大学、
北海道浅井学園大学の教員歴任
現福岡医療福祉大学教授
東北アジア福祉経済共同体フォーラム共同代表、
社会福祉法人長善総合福祉共同体理事長

人生のターニングポイントにはたくさんの不思議な“縁”があり
ます。
韓国人である私が日本で仕事を始めてからもう10年になるの

ですが、始める2ヶ月前までは、私が日本で仕事をするなんて夢に
も思いませんでした。やはりそこにも日本社会との様々な“縁”が
ありました。その中でも最も“深い縁”がセラピューティック･ケア
との出会いでした。
思えばちょうど3年前の秋頃でした。突然大学の案内係からの

連絡で、セラピューティック･ケア協会の方からの電話を取次いで
もらったのが即ち“秋吉理事長”でした。理事長は福岡市関連の
ルートで私のことを知ってすぐに連絡をされたようで、私は少々緊
張気味にその電話を受けました。そして理事長が我が大学まで
足を運ばれるのにそう時間はかかりませんでした。そのときは簡
単な挨拶を交わし、セラピューティック･ケア協会の資料を受け取
りました。その日の授業を終え、やっとその資料に目を通すことが
できたのですが、私はその活動内容にまるで身体に電気が走った
ような驚きを覚えました。というのは、実は当時の韓国は介護保
険が胎動する時期でした。それで福祉法人を営む私は、その関連
で付加価値のある福祉サービス等を探し、地域福祉研究との同
時発展を目指したいという願望がありました。そんな折に出会っ
たセラピューティック･ケアは、正にその願いにぴったりだと直感
したからです。

更に驚くことが家でも待っていました。私は自分の妻である
リュウ（柳）に、そのセラピューティック･ケアのことを話しました。
彼女には以前からいろいろな学習活動を勧めてきましたが、なか
なかその気になってくれませんでした。しかし、このセラピュー
ティック･ケアだけは自らすぐに学びたいと言ったのです。このと
きのことは今でも不思議です。これもやはり“深い縁”があったの
だろうと思っています。その後、彼女は一所懸命にセラピュー
ティック･ケアを学び、韓国人としては最初の講師資格を取得しま
した。そしてすぐさま韓国セラピューティック･ケア協会を創設し、

今やその拡大と発展に取り組んでいます。
以上が私のセラピューティック・ケアとの電撃的な出会いで

す。この出会いは私たち夫婦にとって特別な“縁”としてキラキラ
と輝いています。

ところで、最近我が大学の留学生のなかでネパールから来て
いるＡ君から、ネパールでは長い内戦により子どもたちが悲惨な
状況に置かれていることを知らされました。60年前の韓国（朝鮮
半島）も内戦状態で、同じように多数の戦災孤児たちが徘徊して
いたそうです。米軍の野戦テントを借りて子どもたちの保護活動
を始めたのが私の母で、それが現在の福祉法人の始まりです。こ
のような我が法人の歴史を見れば、今のネパールのことは決して
他人事とは思えません。この様に、支援の手を必死に待っている
地域が至る所にあります。そこにこそ私たちの新しい“使命”があ
ると思うのです。みなさんも一緒にそんな問題と向き合ってみま
しょう。
私はあのＡ君にセラピューティック･ケアを学ぶように勧めまし

た。数年後にはネパール セラピューティック･ケア協会が誕生す
るかもしれません。
この素晴らしい出会いの拡がりと国際規模の“絆”の連携こそ

“地球村”の新時代への曙ではありませんか。
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イギリス研修旅行レポート

太宰府市立太宰府東中学校　

　　　校長　　平山　雅一 先生

福岡　山崎　泰子
リレーフォーライフ活動報告

【 感 謝 】
秋暑のテントの下、私は首と肩のケアを始めた。
二胡の音色と共にケアも進み、やがて上腕のニーディングを始

めたとき「これはどんな効果があるのですか」と尋ねられた。「リ
ンパの流れを促進します」とお答えしケアを進めた。
施術も終わり挨拶をすると、ご自分の胸に手を当てて、まるで

堰を切ったように「自分は乳がんの術後間もなく、腕や肩の治療
に通っている。患者の会にも通い、友達も励ましてくれる。しかし、
セラピューティック・ケアは今まで受けてきたケアとは全く違い、
胸の奥の奥までズシンと響いて胸の痞えがなくなり、不安までも
がすっかりわかってもらえた気がした。」と熱く語られた。そして
自分も学んで、同じように苦しんでいる友達にしてあげたいとまで
話が及んだ。

私は、その前日
は中学校のセラ
ピューティック・ケ
アの特別授業で生
徒達とのふれあい
に心地よく癒され、
今日は今日でまだ
まだ拙い私の施術
に思わぬ熱い話の
展開となり、私自身も感動で胸が熱くなった。
私は、セラピューティック・ケアと出会えたことに改めて深く感

謝し、これからも活動を続ける力強い励ましを頂いた。

写真：テントの下で施術（星講師）

ショナルトラスト”。後世に大切なものを残そうとのビアトリク
ス＝ポターの思いに改めて感動しました。確立されたものは当

たり前のように感じてしまいますが、同時にそれを気づき、思い、手
がけ、礎を築かれたことにも感動します。
“自然”に象徴される大切なものはたくさんありますが、ここに在る
自身が今できることは…と考えたとき、「痛いの痛いのとんでけ～」と
いう温かな心、手のぬくもり、安心感をもたらす「手当て」が、セラ
ピューティック･ケアというひとつの確立された“心と身体を癒すケア”
として残されることを切に願います。このケアは正に“自然”と一体の
ように感じます。胃やお腹が痛い時に自然に手がそこへ、胸がドキド
キすれば両手を胸に当てます。私たちのＤＮＡに組み込まれたかのよ
うなこの行為は現代科学では証明が難しいかもしれませんが、きっと
何か素晴らしい意味、効用があることと確信しています。
私はセラピューティック･ケアがとても気に入っていますし、たくさ

んの方に知っていただきたいと思っています。イギリス研修に参加し
て、生老病死、老若男女、人種を越えた本物のユニバーサルケア
だと…今更ながらに感心しました。そして、はるばるイギリスからこ

のケアを持ち帰りここまでにした理事長に（こっそり）感謝しました。
このケアに出会えたことを嬉しく思い、今回持ち帰ったものを今後
の人生に、活動に活かしていきたいと思いました。

関東ステーション　　鈴木　了美

吉先生の「ケント支部訪問は今回で最後にしたい」というお話
を伺って、今までに先生が大切に培って来られたエネルギーの

源を自分でも感じてみたいと今回参加させていただきました。
ロンドンは初めてだったのですが、イングリッシュ・モーニング、アフ
タヌーンティのおまけを楽しみにしての参加でした。

世界で最初に福
祉国家を打ち立て
たのはイギリスで
す。社会福祉の起
源は1601年にイギ
リスで制定された
エリザベス救貧法
であるとされてい
て、私は仕事で福
祉に携わっている
ので、今のイギリス

の医療や福祉も見てみたいと思っていました。通訳の小林さんはイ
ギリスの２世紀に及ぶ歴史を詳細に説明して下さり大変興味深く聞
き入りました。
ケント支部やディホスピスではイギリスのボランティアの現状を知る

ことができました。ディホスピスは正規のスタッフよりボランティアが
多く、ボランティアによって成り立っていると感じました。日本にも助け
合いの精神は昔からありましたが、イギリスから入ってきたボランティ
アという考え方の歴史はまだ浅いのです。ボランティア活動を自然に
するということが身に付いているイギリスと日本との違いをあらため
て感じました。そしてイギリスの暮らしは質素な感じを受けましたが社
会保障が確立されていて安心した生活が保障されている国だなあと
感じました。
一緒に参加された会員との交流も楽しく、これを機会に輪を広げセ
ラピューティック・ケアの普及と共に自然にボランティアができる体制
作りの必要性を認識させられた研修でした。

宮崎地区　　松元　貴代子

本年度４月より、新任校
長として太宰府東中学校
に勤務しています。
本校は周りを緑に囲ま

れ、落ち着いた環境で258
名の生徒たちが育ってい
ます。
（１）社会貢献活動の必要性
３月１１日の東日本大震

災数週間後の本年度でし
た。校訓の《敬愛》の心
を形にすることを求めていこうと決めました。具体的には、「地
域サンダーバード活動」と名付けた地域貢献活動を推進中です。
夏休みは、ほとんどの生徒が地域の夏祭りなどの支援活動を行
いました。
（２）３年生９月の福祉体験学習は「受験勉強」に魂を入れる！
進路や受験に追われ、我が事だけしか考えられずに、かえって

自分を見失う時期です。人のこと、高齢者のことを考えることで、
自分の生き方、健康・命を考える良い機会になり、更に自分を見つ
め自分の能力・学習を高めることになる、と確信しています。

（３）セラピューティック・ケアは自分のため！
写真のようなセラピューティック・ケアの実習を入れて１３年に

なります。本年は家庭内でも実演するようにしています。施設でも
家庭でも癒される素晴らしい術を身に着け、本校の生徒たちの可
能性が大いに高まっていると思います。
ご指導いただきました協会の皆様有難うございます。

平山　雅一 先生
プロフィール

【略歴】
1953 年　福岡県筑紫野市生まれ（58歳）
1978 年　九州大学文学部卒業
1978 年　久留米市明星中学校勤務（初任） 
2004 年　春日市春日中学校　教頭（初任）
2011 年　太宰府市太宰府東中学校　校長（初任）

【社会貢献歴】 
1989 年　筑紫野市水泳協会結成 以来常任理事
1999 年～　一般社団法人　筑紫野市体育協会事務局長

「育ててくれた地域へお返しを出来るだけしたい」が
モットーです。

セラピューティック・ケアで育つ生徒たち

“ナ

秋

ウインダミア湖畔のホテルの前庭にて

ピリグリムズ・ホスピス礼拝室
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今回で５回目となったイギリス訪
問の旅。クリスマスイルミネーションを
楽しもうと冬に行くことにしました。出
発の空港に集合した皆の服装はま
るでイヌイットのよう。ところが到着し
たイギリスは暖冬らしく、ほとんど雨
にも降られることなく、快適な旅となり
ました。
バスの窓からの眺めは、どこまでも
丘陵地帯で山のない風景が続きま

した。狭い道路も牧草も羊や牛のためではなく、きれいな地球を次世代
に継承するため…ビアトリクス＝ポターが関わったナショナルトラスト運
動の力でしょう。長い年月を経てなお雄大な大自然が残されている国
イギリス、癒しのセラピューティック･ケアが生まれたことにも納得です。
初めに、恒例となった英国赤十字社を訪問しました。マキシム、シャ

ロン両女史が待っていてくれました。そこで、イギリスでもフットケアが取
り入れられていることを知りました。私たちも“レッグケア”と呼称を変え
てもっと力を入れて取り組みたいと思います。
今回の訪英には２つの目的がありました。
１．韓国セラピューティック･ケア協会が創立して２周年を迎えたこ
と、またその協会長の紹介。

２．セラピューティック･ケ
アの通信教育に取り
組んでいることの報
告と、そこで使用している認定テキストを見てもらうこと。
本国イギリスよりも活発に展開しているとお褒めの言葉を頂きまし

た。韓国、オーストラリアへとセラピューティック･ケアの取り組みが広が
っているのも嬉しいことです。
次に、ピルグリムズ・ホスピスを訪問。そこでいろんなボランティアに

入られる方々は、セラピューティック・ケアをネック＆ショルダーマッサー
ジまでマスターしているコンプレメン
タリー・セラピスト（日本のボランテ
ィアコーディネーターに当たる人）
から主にハンドケアを学び、ボラン
ティア活動に入っておられると聞き
驚きました。
今回の訪英は、大自然からエネ

ルギーをもらい、赤十字やホスピス
訪問で今まで以上のモチベーショ
ンを得ることができました。新しい
年のセラピューティック･ケアの展
開に生かされるよう念じています。

Ｖｏｌ．2

イギリス研修旅行

家庭介護の中で

ＮＰＯ法人日本セラピューティック・ケア協会
理事長　秋吉　美千代

セラピューティック・ケアとは…
～手のぬくもりは心のぬくもり～

英国赤十字社が長年大切に育てて
きたビューティーケアと、ハンド
ケアを統合した形で１９９６年に
開発した、心と身体に安らぎをも
たらすメンタルケアを目的とした
マッサージ技術です。
基本的には手法である「エフルラー
ジュ」と「ニーディング」を筋肉
帯に平行に、筋肉帯すべてにすみ
からすみまで、くまなく行うトリー
トメントです。
英国では、リラクゼーションを目
的とするだけでなく、病院でのリ
ハビリの一環としても取り入れら
れ、代替療法としてプログラムに
組み込まれています。施術者の手
がクライアントに触れることで生
まれる共感と慰めを大切にする、
静かで優しい非言語的コミュニ
ケーションです。

発行：NPO日本セラピューティック・ケア協会　発行者：秋吉美千代　印刷：有限会社みつば印刷

関東ステーション 代表　　長野　洋子

賛助会員募集中！
編集後記

明けましておめでとうございます。新年にあたり皆さんは何を祈
願しましたか。
さて、今号ではイギリス研修旅行に参加された会員方 に々寄せ
て頂いたレポートを紹介していますが“イギリスの風”を感じていた
だけましたか。次回の研修には是非参加したいと思われた方も少
なくないでしょう。かく言う私も「行きたい～！！」。イギリスで生まれたセ
ラピューティック・ケアが日本へ、そして韓国へ、更に今またネパール
へと国や民族を越えて広がりつつあることに感動をおぼえました。
また、中学生という多感な時期の教育現場でセラピューティッ
ク・ケアを世代間のコミュニケーションツールとして体験させる取り
組みが今後全国に広がって欲しいと、体験した中学生や保護者
の方の感想文を読んでいて感じました。
“今年一年が皆さんにとって“笑顔いっぱいの一年であります
様に”お祈り致します。 

編集長：斉藤喜美子
編集委員：秋吉美千代・小柳全徹・本村道洋

２０１2年１月１日発行

ＮＰＯ法人　
日本セラピューティック・ケア協会　事務局
〒818-0125　福岡県太宰府市五条 2-6-1-202

ＴＥＬ・ＦＡＸ：０９２－９２８－１５４６
E -ma i l : t he r j imukyoku@ybb .ne . j p

★会員同士の情報交換ができる「会員専用掲示板」を
　ぜひ会員になられてご覧ください。
★日総研通信教育会員の方もご利用できます。

◀西日本新聞　平成23年10月24日掲載

理事長　秋吉　美千代

老母が２日から高熱を出し、これで最後と思いきや５日から持
ち直し、当方はヘトヘト状態でした。小康時に、背中を左・右と分
けて少しの隙間からエフルラージュ、枕元から両手でストレスラ
イン・三角筋・腕・ひじまでゆっくりエフルラージュを何度も。老母
バージョンですが、「らく。らく（楽）」とまわらぬ口調でいいます。

ハンド・フットケアもしますが、水分のみの骨と皮の体には、ネック＆
ショルダーのエフルラージュが最適です。
このケアを学んで本当に良かったと、家族としても痛感してい
ます。
今後も、機会ある度にこの確かさを、お伝えしたいと思います。

秋吉理事長　マキシム女史　シャロン女史

ウインダミア湖畔にある
ピーターラビット世界館
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