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賛助会員募集中！
編集後記

セラピューティック・ケアが国内のみならずアジアの
国々へと羽ばたいていることは第2号でご紹介した
通りです。▼今号でも、バリアフリー且つユニバーサ
ルなスキルとして、普及・啓発活動の一つである学
校での特別授業を再度取り上げました。▼大人だ
けの特殊なスキルではなく、小・中学生から同じスキ
ルを学んでそれを使い、触れることでクライアントに
安心感を与えられるのです。▼先ずは自分の身の
回りから安らぎを共感しあえれば、その感動は無限
な拡がりをみせることでしょう。▼先ず一歩・・・いえ
いえ、先ず一手！！　　　　　　　　 （編集部 K）
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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
　ぜひご入会の上、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。
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セラピューティック・ケア協会 検索

去る９月８日（土）・９日（日）の２日間、北海道帯広市で開
催された「日本ホスピス・在宅ケア研究大会inとかち」に、講
師・インストラクター10名で参加しました。
○口頭発表･･･10分以内、上記テーマで秋吉が担当
○体験コーナー･･･学校の教室よりやや広いくらいのスペース
を無料で借り、延べ200名を越える方にセラピューティック・
ケアを体験していただく。

体験ブースは、地元の方はもちろん全国各地の方々からも
ご注目をいただきました。セラピューティック・ケアを覚えたい
が福岡本部は遠いからと、通信教育に興味を示される方も多
く、用意していた通信教育用のパンフレットも足りなくなる程
でした。また、今大会の主催者である日本ホスピス・在宅ケア
研究会理事長の大頭氏をはじめ、谷田・大下両理事、黒田・
西口女史（理事）もわざわざ訪ねてくださり、感激でした。
通信教育でセラピストになった北海道在住の会員5名の参
加もあり、ブースの準備の段階から協力を得ながら福岡から
参加の10名と心を通い合わせることができました。
また、8日は17：00から2時間、会場近くの道新会館の一室を
借り、スキルアップ研修の機会も持てました。
毎年、全国持ち回りで開催されているこの大会ですが、次
回は長崎での開催となります。その大会会長の白髭氏ともお
話ができ、「期待しています」という言葉をかけていただきま
した。
我が協会も来年はさらに良い発表ができるように、今から
目標を立てて活動に取り組んで下さるよう、会員各自に期待し
ています。
最後に、大会開催の2日間でセラピューティック・ケアの施術
を担当して下さった15名の皆様のご協力に感謝いたします。

会報に掲載したい写真や
情報をお寄せください! 会報誌「華」専用メールアドレスTopics
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～
～

本部事務局　樋口久子釜山訪問報告
7月16日（月・祝）、長善総合福祉共同体で開かれたフォー
ラム福祉ビジネスの国際提携会議に出席するために、秋
吉理事長が韓国・釜山を訪問しました。長善総合福祉共
同体は当協会の理事でもある朴 峰寛氏の経営する福祉
施設で、保育園や老人福祉施設のほか、孤児・障がい児
の支援や女性の自立支援など、幅広い福祉活動も行って
います。
フォーラムでは、「セラピューティック・ケアのビジネスモデル」
と題し、秋吉理事長が日総研の通信講座の取り組みにつ

いて発表。続いて、韓国セラピューティック・ケア協会会長
であり当協会の講師でもある柳今叔氏が韓国でのセラ
ピューティック・ケアの取り組みを発表されました。
　翌17日（火）には、韓国セラピューティック・ケア協会の講
師の方 を々交え、現在の課題や今後の展望などを話し合
いました。さらに、長善総合福祉共同体の支援活動の一
環として多文化家庭の女性たちがセラピューティック・ケア
を学んでいるところや、釜山医療センターでのセラピュー
ティック・ケアボランティア活動も視察させていただき、短い
中にも大きな収穫のある滞在となりました。

当協会では『認定ＮＰＯ法人』を目指し賛助会員を募集中です。詳しくは巻末か、協会ホームページをご覧ください

～こころとからだに寄り添う手当て セラピューティック・ケアで緩和ケア～

日本セラピューティック・ケア協会

　理事長　　秋吉　美千代

多文化家庭の女性たちへのセラピューティック・ケアの講習。理事長に施
術している女性（左下）はベトナム出身で、これが4回目ということでした。

釜山医療センターでのセラピューティック・ケアのケア活動の様子。

Japan Therapeutic Care Association

北海道の会員さんと



今年もまた授業支援の依頼をいただきました。
「セラピー･･･ケア？」初めて聞く単語に戸惑う生徒たちの視線が
一斉に講師に集まり、福祉体験授業が始まります。その緊張する空
気に私たち講師も毎回ドキドキです。スキルを正確に伝えられるの
だろうか？意義ある活動を経験して貰えるのだろうか？と。
友達の手や肩を心を込めて“なでる”事で、いつの間にか自分の心

までも暖かくなっている事に気付いてくれれば、そして手から心へ笑
顔が拡がる様に、周りの身近な友人・家族から地域へと活動を拡げ
てほしいのです。
私達の役割はほんの小さな“きっかけ作り”です。いつでもどこで
も、誰にでも届けられるこのケアを一生の宝物にしてほしいです。

報告・福岡本部　久保 麻耶子

＊私とセラピューティック・ケアとの出会い＊
出会いのきっかけは、
十数年前の小郡市の市
政だよりでの講習会の
募集広告でした。当時
私が勤務していた学校
の学生を連れて秋吉先
生を訪ねたところ、ホス
ピス等に同行させても
らい、実際に見学がで

きました。私は素晴らしいケアが行われていると感動し、いつか教
育的な手段として活用できないかと考えていました。

＊セラピューティック・ケアを導入して＊
福岡県立三井高等学校の福祉教養コースは、今回初めて1年生
の生徒にセラピューティック・ケアの講座を導入することを校長に
掛け合った結果、特別授業として実現しました。
1年生の生徒は、夏休みに高齢者施設や障害者施設にボラン
ティア実習を実施しています。この実習はコミュニケーションを中
心とした実習ですが、コミュニケーション能力がまだ身について
いない生徒は、実習がうまくいかないと悩んでしまうこともありま
した。でも、このセラピューティック・ケアのスキルを取得すること
で、コミュニケ－ションを図る際の手段のひとつとすることができ
るのではないかと期待しています。
講座受講中の生徒は、初めて聞くマッサージの用語に戸惑いや

緊張をみせたり、友達の手に触れることすら恥ずかしそうでし
た。でも、秋吉先生の話術で次第に和んでいき、笑顔を交わすな
ど、表情も穏やかになり、友達の手をとったり肩に触れることがで
きるようになっていきました。
今回初めて導入したこのセラピューティック・ケアは、ボラン
ティア活動や実習のための手段として考えていたのですが、違っ
た良い点も発見することができました。それは、友人や家族との普

段の会話が増えてい
るらしいことです。
講座終了後には、
宿題として「必ず家族
や友達に施術し、感
想を書いてもらってき
なさい」という課題が
出ていました。生徒の
家族の感想文の中に
は、「ちょうど仕事で
体が疲れていたので、
助かりました」とか
「普通のマツサージと
は違って、やさしく手

をほぐしてもらい、とて
も気持ち良かった。
久々に子どもとふれあ
いました」、「力加減も
丁度よく、特に手首から
肘にかけてのマッサー
ジは気持ち良かった。
娘にこんなことができ
るとは、びっくりしまし
た」など、さまざまな感想をいただきました。
この講座を通してボランティア活動や実習に対してのモチベー
ションの向上が図れただけでなく、希薄になっている家族との
交流が深まる効果もあったことは、予想外の効果であり喜んでい
ます。

＊生徒の実習先での様子＊
生徒は緊張しつつも利用者さんの前に座り、声をかけながら

マッサージを始めていました。利用者の方から、「いつもしても
らってるマッサージやね」と話され、その場の雰囲気も和んでいき
ました。また、今まで落ち着きがなかった認知症の利用者の方も、
ケア中のお隣さんを見て自ら椅子に座りマッサージを受けられま
した。
生徒からの感想に「友達や家族の手と高齢者の手は感触が
違って、とても難しかった」などもあり、（納得いくほどは）上手に
できなかったみたいですが、利用者の方から「気持ち良かった、
ありがとう」と言って頂き、とても喜んでいました。

＊私の感想＊
生徒一人ひとりが、いろんな場面でいろんな人とのコミュニケー

ションを深めるきっかけとなるツールを学ぶことができ、その学校
での学びを実習先で体験として体で感じることで、自分の技術で
人に喜んでもらえたことに自信が持てた様子でした。これからも
更なる技術の向上をめざし、セラピューティック・ケアを高校生の
福祉教育から拡げていきたい、と感じた今回の特別授業と施設
訪問実習でした。

～中学校福祉体験 授業支援～（太宰府東中・太宰府中・学業院中）セラピューティック・ケアに出会って

福岡県立三井高等学校

　講　師　　熊本　貴子 氏

熊本　貴子 氏
プロフィール

福岡県小郡市生まれ
（学歴）
福岡県立太宰府高等学校、福岡介護福祉専門学校、東京福祉大学
（職歴）
福祉施設：特別養護老人ホーム、グループホーム、訪問介護
教育関係：純真短期大学、福智高等学校、福岡県立三井高等学校
（著書）
「社会福祉概論」共著

32

関東ステーション代表　長野 洋子セラピューティック･ケア活動の現実
当ステーションは、開設以来１３年目を迎えるので、訪問先では

顔なじみの方が多い。また、訪問先が高齢者施設のため、次に
伺ったときにはお別れだった方も多いので、私は「一期一会」を大
切にケア活動に臨んでいる。
セラピューティック･ケアの講習会では、ケアのスキルを修得して
も、ボランティア活動まではできないと二の足を踏まれる方も多い
のが現実だ。また、ケア活動でいっしょにセラピューティック･ケア
を届けていた仲間も、親の介護や、本人の体調不良といったこと
が理由で減少していく。そんな現状の中、ケア活動を続けること
ができているのは、セラピューティック･ケアをクライアントに届け
たい、癒しの時間を共有したい、その想いゆえだ。
施設利用者の中には、経管栄養（遺漏）で、人間の一番の楽し

みである｢食べる
こと｣ができず、一
日お部屋で過ご
している方が多
い。私の声かけに
反応がない方で
もケアをし、話し
かけていると、次
第にアイコンタク
トができるように

までなる。肌のぬ
くもりを通して二
人だけの時間が
共有でき、心が通
い合う気がする
し、実際、私の「少
しでも楽になって
欲しい」という想
いは伝わっている
と感じる。
会員のスキルアップのために関東地区合同研修会を、年２回開
催している。このときは秋吉理事長から直接、講演と技術指導を
受けられる貴重な一日となる。また会員同士のコミュニケーション
の場でもある。本部から離れている私たちは、この研修を通して
協会の会員としての在り方、その時点の協会の方針を認識する。
今、協会は、１ランク上の｢認定ＮＰＯ法人｣を目指している。会

員が長期に渡り安心して活動できる組織として協会の立ち位置
を安定するため、私たち会員から積極的に賛助会員となり、更
に友人・知人にも協会の活動の尊さを伝える努力の必要性を感
じる。
『私たち会員は組織のために、組織は私たち会員のために』…こ
の原則なしにしては、安心してケア活動を続けることはできない。



今年もまた授業支援の依頼をいただきました。
「セラピー･･･ケア？」初めて聞く単語に戸惑う生徒たちの視線が
一斉に講師に集まり、福祉体験授業が始まります。その緊張する空
気に私たち講師も毎回ドキドキです。スキルを正確に伝えられるの
だろうか？意義ある活動を経験して貰えるのだろうか？と。
友達の手や肩を心を込めて“なでる”事で、いつの間にか自分の心
までも暖かくなっている事に気付いてくれれば、そして手から心へ笑
顔が拡がる様に、周りの身近な友人・家族から地域へと活動を拡げ
てほしいのです。
私達の役割はほんの小さな“きっかけ作り”です。いつでもどこで
も、誰にでも届けられるこのケアを一生の宝物にしてほしいです。

報告・福岡本部　久保 麻耶子

＊私とセラピューティック・ケアとの出会い＊
出会いのきっかけは、

十数年前の小郡市の市
政だよりでの講習会の
募集広告でした。当時
私が勤務していた学校
の学生を連れて秋吉先
生を訪ねたところ、ホス
ピス等に同行させても
らい、実際に見学がで

きました。私は素晴らしいケアが行われていると感動し、いつか教
育的な手段として活用できないかと考えていました。

＊セラピューティック・ケアを導入して＊
福岡県立三井高等学校の福祉教養コースは、今回初めて1年生
の生徒にセラピューティック・ケアの講座を導入することを校長に
掛け合った結果、特別授業として実現しました。
1年生の生徒は、夏休みに高齢者施設や障害者施設にボラン
ティア実習を実施しています。この実習はコミュニケーションを中
心とした実習ですが、コミュニケーション能力がまだ身について
いない生徒は、実習がうまくいかないと悩んでしまうこともありま
した。でも、このセラピューティック・ケアのスキルを取得すること
で、コミュニケ－ションを図る際の手段のひとつとすることができ
るのではないかと期待しています。
講座受講中の生徒は、初めて聞くマッサージの用語に戸惑いや

緊張をみせたり、友達の手に触れることすら恥ずかしそうでし
た。でも、秋吉先生の話術で次第に和んでいき、笑顔を交わすな
ど、表情も穏やかになり、友達の手をとったり肩に触れることがで
きるようになっていきました。
今回初めて導入したこのセラピューティック・ケアは、ボラン
ティア活動や実習のための手段として考えていたのですが、違っ
た良い点も発見することができました。それは、友人や家族との普

段の会話が増えてい
るらしいことです。
講座終了後には、
宿題として「必ず家族
や友達に施術し、感
想を書いてもらってき
なさい」という課題が
出ていました。生徒の
家族の感想文の中に
は、「ちょうど仕事で
体が疲れていたので、
助かりました」とか
「普通のマツサージと
は違って、やさしく手

をほぐしてもらい、とて
も気持ち良かった。
久々に子どもとふれあ
いました」、「力加減も
丁度よく、特に手首から
肘にかけてのマッサー
ジは気持ち良かった。
娘にこんなことができ
るとは、びっくりしまし
た」など、さまざまな感想をいただきました。
この講座を通してボランティア活動や実習に対してのモチベー
ションの向上が図れただけでなく、希薄になっている家族との
交流が深まる効果もあったことは、予想外の効果であり喜んでい
ます。

＊生徒の実習先での様子＊
生徒は緊張しつつも利用者さんの前に座り、声をかけながら

マッサージを始めていました。利用者の方から、「いつもしても
らってるマッサージやね」と話され、その場の雰囲気も和んでいき
ました。また、今まで落ち着きがなかった認知症の利用者の方も、
ケア中のお隣さんを見て自ら椅子に座りマッサージを受けられま
した。
生徒からの感想に「友達や家族の手と高齢者の手は感触が
違って、とても難しかった」などもあり、（納得いくほどは）上手に
できなかったみたいですが、利用者の方から「気持ち良かった、
ありがとう」と言って頂き、とても喜んでいました。

＊私の感想＊
生徒一人ひとりが、いろんな場面でいろんな人とのコミュニケー

ションを深めるきっかけとなるツールを学ぶことができ、その学校
での学びを実習先で体験として体で感じることで、自分の技術で
人に喜んでもらえたことに自信が持てた様子でした。これからも
更なる技術の向上をめざし、セラピューティック・ケアを高校生の
福祉教育から拡げていきたい、と感じた今回の特別授業と施設
訪問実習でした。

～中学校福祉体験 授業支援～（太宰府東中・太宰府中・学業院中）セラピューティック・ケアに出会って

福岡県立三井高等学校
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福岡県立太宰府高等学校、福岡介護福祉専門学校、東京福祉大学
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福祉施設：特別養護老人ホーム、グループホーム、訪問介護
教育関係：純真短期大学、福智高等学校、福岡県立三井高等学校
（著書）
「社会福祉概論」共著
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関東ステーション代表　長野 洋子セラピューティック･ケア活動の現実
当ステーションは、開設以来１３年目を迎えるので、訪問先では

顔なじみの方が多い。また、訪問先が高齢者施設のため、次に
伺ったときにはお別れだった方も多いので、私は「一期一会」を大
切にケア活動に臨んでいる。
セラピューティック･ケアの講習会では、ケアのスキルを修得して
も、ボランティア活動まではできないと二の足を踏まれる方も多い
のが現実だ。また、ケア活動でいっしょにセラピューティック･ケア
を届けていた仲間も、親の介護や、本人の体調不良といったこと
が理由で減少していく。そんな現状の中、ケア活動を続けること
ができているのは、セラピューティック･ケアをクライアントに届け
たい、癒しの時間を共有したい、その想いゆえだ。
施設利用者の中には、経管栄養（遺漏）で、人間の一番の楽し

みである｢食べる
こと｣ができず、一
日お部屋で過ご
している方が多
い。私の声かけに
反応がない方で
もケアをし、話し
かけていると、次
第にアイコンタク
トができるように

までなる。肌のぬ
くもりを通して二
人だけの時間が
共有でき、心が通
い合う気がする
し、実際、私の「少
しでも楽になって
欲しい」という想
いは伝わっている
と感じる。
会員のスキルアップのために関東地区合同研修会を、年２回開
催している。このときは秋吉理事長から直接、講演と技術指導を
受けられる貴重な一日となる。また会員同士のコミュニケーション
の場でもある。本部から離れている私たちは、この研修を通して
協会の会員としての在り方、その時点の協会の方針を認識する。
今、協会は、１ランク上の｢認定ＮＰＯ法人｣を目指している。会

員が長期に渡り安心して活動できる組織として協会の立ち位置
を安定するため、私たち会員から積極的に賛助会員となり、更
に友人・知人にも協会の活動の尊さを伝える努力の必要性を感
じる。
『私たち会員は組織のために、組織は私たち会員のために』…こ
の原則なしにしては、安心してケア活動を続けることはできない。



Vo l .5Vo l .5

発行：NPO法人 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

賛助会員募集中！
編集後記

セラピューティック・ケアが国内のみならずアジアの
国々へと羽ばたいていることは第2号でご紹介した
通りです。▼今号でも、バリアフリー且つユニバーサ
ルなスキルとして、普及・啓発活動の一つである学
校での特別授業を再度取り上げました。▼大人だ
けの特殊なスキルではなく、小・中学生から同じスキ
ルを学んでそれを使い、触れることでクライアントに
安心感を与えられるのです。▼先ずは自分の身の
回りから安らぎを共感しあえれば、その感動は無限
な拡がりをみせることでしょう。▼先ず一歩・・・いえ
いえ、先ず一手！！　　　　　　　　 （編集部 K）

２０１2年10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

ＦＡＸ ：０９２－５５５－９４０１

FAX : 092－555－9401

ＴＥＬ ：０９２－９２８－１５４６

E -ma i l  :  i n f o@the r apy - c a r e . ne t
URL : h t tp : / / t he r apy - c a r e . ne t

E-mail : kaiho-hana@therapy-care.net

★会員同士の情報交換ができる「会員専用掲示板」を
　ぜひご入会の上、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。
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セラピューティック・ケア協会 検索

去る９月８日（土）・９日（日）の２日間、北海道帯広市で開
催された「日本ホスピス・在宅ケア研究大会inとかち」に、講
師・インストラクター10名で参加しました。
○口頭発表･･･10分以内、上記テーマで秋吉が担当
○体験コーナー･･･学校の教室よりやや広いくらいのスペース
を無料で借り、延べ200名を越える方にセラピューティック・
ケアを体験していただく。

体験ブースは、地元の方はもちろん全国各地の方々からも
ご注目をいただきました。セラピューティック・ケアを覚えたい
が福岡本部は遠いからと、通信教育に興味を示される方も多
く、用意していた通信教育用のパンフレットも足りなくなる程
でした。また、今大会の主催者である日本ホスピス・在宅ケア
研究会理事長の大頭氏をはじめ、谷田・大下両理事、黒田・
西口女史（理事）もわざわざ訪ねてくださり、感激でした。
通信教育でセラピストになった北海道在住の会員5名の参
加もあり、ブースの準備の段階から協力を得ながら福岡から
参加の10名と心を通い合わせることができました。
また、8日は17：00から2時間、会場近くの道新会館の一室を
借り、スキルアップ研修の機会も持てました。
毎年、全国持ち回りで開催されているこの大会ですが、次
回は長崎での開催となります。その大会会長の白髭氏ともお
話ができ、「期待しています」という言葉をかけていただきま
した。
我が協会も来年はさらに良い発表ができるように、今から
目標を立てて活動に取り組んで下さるよう、会員各自に期待し
ています。
最後に、大会開催の2日間でセラピューティック・ケアの施術
を担当して下さった15名の皆様のご協力に感謝いたします。

会報に掲載したい写真や
情報をお寄せください! 会報誌「華」専用メールアドレスTopics

～
～
～

本部事務局　樋口久子釜山訪問報告
7月16日（月・祝）、長善総合福祉共同体で開かれたフォー
ラム福祉ビジネスの国際提携会議に出席するために、秋
吉理事長が韓国・釜山を訪問しました。長善総合福祉共
同体は当協会の理事でもある朴 峰寛氏の経営する福祉
施設で、保育園や老人福祉施設のほか、孤児・障がい児
の支援や女性の自立支援など、幅広い福祉活動も行って
います。
フォーラムでは、「セラピューティック・ケアのビジネスモデル」
と題し、秋吉理事長が日総研の通信講座の取り組みにつ

いて発表。続いて、韓国セラピューティック・ケア協会会長
であり当協会の講師でもある柳今叔氏が韓国でのセラ
ピューティック・ケアの取り組みを発表されました。
　翌17日（火）には、韓国セラピューティック・ケア協会の講
師の方 を々交え、現在の課題や今後の展望などを話し合
いました。さらに、長善総合福祉共同体の支援活動の一
環として多文化家庭の女性たちがセラピューティック・ケア
を学んでいるところや、釜山医療センターでのセラピュー
ティック・ケアボランティア活動も視察させていただき、短い
中にも大きな収穫のある滞在となりました。

当協会では『認定ＮＰＯ法人』を目指し賛助会員を募集中です。詳しくは巻末か、協会ホームページをご覧ください

～こころとからだに寄り添う手当て セラピューティック・ケアで緩和ケア～

日本セラピューティック・ケア協会

　理事長　　秋吉　美千代

多文化家庭の女性たちへのセラピューティック・ケアの講習。理事長に施
術している女性（左下）はベトナム出身で、これが4回目ということでした。

釜山医療センターでのセラピューティック・ケアのケア活動の様子。

Japan Therapeutic Care Association

北海道の会員さんと


