
 

                                           

        

     

      ◆◇「協会モデル施設」、ご存知ですか？◇◆ 

 

新しい年度のスタートです 

 

会員の皆様、施設・病院を欠かさず訪問してセラピューティック・ケアを届け

て下さって、本当にありがとうございます。各地から協会本部に届く活動報告書

を通じて皆さんのケア活動先の様子を知り、セラピューティック・ケアが喜ばれ

ていることを感じることができます。 

当協会は「全ての人々に尊厳と幸せを」を理念として掲げ、日々の活動を行っ

ています。今年度は「月に 1 度は訪問ボランティアに参加しよう」という目標を

立て、活動してみませんか。ケアをお届けし、自分のスキルが喜んでもらえると

いう実感をぜひ味わいましょう。 

そのためには、正しいスキルで行うことがとても重要です。ビギナーだけでな

く、むしろ長くやっているほど自己流の癖が出がちなもの。常に初心に立ち返り、

スキルアップに参加して正しいスキルを届けるように努めましょう。 

秋吉 美千代 

２０１７年５月１日 

セラピューティック・ケア習得時の基本に

たち返り、日々、技術の維持と向上に励んでい

ただくために研修会（スキルアップ）をご案内

します。 

入門講座をはじめ各資格取得講座では、協

会講師が統一的なスキルを指導しています。

でも、日が経つにつれて「わたし流」になって

いませんか？ 

「セラピューティック・ケア協会会員だっ

たら、誰からでも気持ちよい施術を受けられ

る」。この安心感と期待に応えるために「手技

の統一」は、当協会の命題の１つと位置づけて

います。 

年一回のスキルアップのため、是非ご参加

下さい。尚、各会場等の都合上、参加費が 500

円～1,000 円になる事を、ご了承下さい。 

 

問い合わせ・申し込みは、本年 1 月発送の会報に

同封しております「ご案内」のチラシを利用してＦ

ＡＸ又は電話で協会事務局にお願いします。 

スキルアップに励みましょう ◆平成 29 年度スキルアップ日程 

＊仙台地区  4 月 14 日(金)  

（終了）  15:30～18:00 

  

＊名古屋地区  5 月 19 日(金) 

（終了）   15:30～18:00 

  

＊関東地区  8 月 4 日（金） 

  10:00～15:30 

 会場 東京都板橋区企業活性化センター 

 

＊岡山地区  9 月 1 日(金)  

  15:30～18:00  

    会場 未定 

 

＊福岡地区  10 月 7 日(土) 

   14:30～17:00  

    会場 協会事務所 

 

＊大阪地区  11 月 17 日(金) 

  10:00～12:00 

    会場 未定 

 



 

協会 HP、チェックしていますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 情報もりだくさん ! 

【私たちについて】 

理事長ごあいさつ、本部へのアク

セス、沿革や役員・顧問など組織

情報、支部情報、事業報告など総

会資料に掲載している団体資料、

関連団体、関連団体など 

【会員のみなさまへ】 

本部の年間・月間スケジュール、

ダウンロード用書類データ、通信

会員向けのお知らせ・ダウンロー

ド用書類データ 

【ニュース一覧】 

「すべてのニュースを見る」をク

リックすると、全部が表示されま

す 

【用具・教材のご購入】 

乳液やクッションなど教材のご

注文はこちらから 

【Gooddo】 

ワンクリックでのご支援をお願

いします！ 

【協会紹介動画】 

100 秒の動画です。音が出るので

ご注意ください。 

【掲載項目一覧】 

目次のように、HP に掲載されて

いる内容の一覧です。クリックす

るとそのページに飛びます 



 

イベント参加について         普及啓発部長 星 美智子 

日々の活動おつかれさまです。 

平成 28 年度の参加イベントを振り返り

ますと、報告書式がまちまちでイベントな

のかケア活動の延長なのか実態が把握しに

くいものが多々見受けられました。また、

本部等に連絡無しで参加されたイベントも

ありました。 

つきましては、平成 29 年度は、イベン

トの目的・定義を再確認し、手順、書式の

統一を図りたいと思いますのでご協力の程

よろしくお願い致します。 

 

目的 

イベントは協会の情報をお知らせし普及

する場で、スタッフが楽しかった、よかっ

たで終わらせる場ではありません。体験者

に「気持がよかった！」で終わらせるので

なく、一歩進んでイベント後に企画してい

る各種の講座・講習会の受講を促す場で

す。それにより会員を増やす場でもありま

す。 

定義 

①イベント名がついた活動で広報されてい

るもの（お知らせ、チラシ等）または参

加要請文等があるもの。 

②開催時間が３時間以上のイベントである

こと（準備・後片付け時間は省く）ただ

し、インファントワークショップに限り

３時間未満でも認める。 

（開催時間を３時間以上にした背景：ケア

活動が大体２時間前後のボランティアで行

われているのに対し、３時間以内でもイベ

ントと称し日当の対象となるのは不公平と

思われる為） 

③スタッフ人数：ブースの広さ、すなわち

設置できる椅子の数を基準に決める。ぶ

らり参加は歓迎。 

④日当 500 円:３時間以上～終日活動スタ

ッフに支払う。

 

手順 

◎事務局（イベント部会）にイベント様式①②③を提出 

  １ 参加前に提出    ２ イベント開催（各書類は支部にて保管） 

      

  

           

 

                

 

 

        ３ イベント後に事務局に報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式① 

イベント参加申請書 

※支部で参加の場合は、

支部長経由で提出 

※イベントのチラシ、ＨＰ

掲載記事等を添付 

様式④ 

イベント準備

確認シート 

様式⑤Ａ・Ｂ 

イベント受付票 

アンケート 

普及活動に必要なので基本

実施してください 

◎参考書類（支部保管） 

様式④：イベント準備確認シート 

様式⑤-A：イベント受付表 A 

（施術料、販売品がある場合に使

用・・・著書の販売は必須事項） 

様式⑤-B イベント受付表 B 

（施術料無料、販売品もない場合

に使用・・・病院、施設等） 

様式② 

イベント活動報告書 

※主催者の広報・チ

ラシ類・ブース及び

施術風景等の写真を

数枚添付 

様式③ 

イベント日当受取書 

アンケート集計表 

（各票は提出不要） 

上記のイベント様式は支部長に配布しますので、イベント実行委員の方は支部長よ

り入手してください。 

なお、お問い合わせは普及啓発部イベント部会：星までお願いします。 
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会員数：正会員 183 人、準会員 541 人、法人会員 15 団体、通信会員のべ 1,300 人 

寄付のお願い 

今回、平成 29 年度の寄付納入の

ための郵便局払込票（赤）を同封し

ています。一口 3,000 円として寄付

を募集します。 

 昨年度にいただいた寄付額は、個

人 92 件、法人 8 件、合計 427,000 円

でした。 

この他、ワンクリック寄付金、熊本

地震被災者支援関係、九電みらい基

金からを合計すると 997,021 円でし

た。 

寄付お願いの趣意書を御覧頂きま

して、本年度においてもご自身ほか

近しい方にもお伝えいただいて、多

くの寄付ご支援が届きますよう願

っています。どうぞよろしくお願い

します。 

会費納入のお願い 

4 月中旬の一斉発送便で平成 29 年

度の会費納入のための郵便局払込票

（青）をお送りしています。 

 年会費額は、正会員 5,000 円、準会

員 3,000 円です。ボランティア保険加

入希望の方は 300 円を会費に追加し

た金額を記載して納入ください。 

払込手数料は恐れ入りますが会員様

でご負担ください。 

 もし、払込票を無くされた方は、本

ページ末記載のゆうちょ銀行口座に

振込みをお願いします。 

 ※ボランティア保険料は本年から

350 円に値上げとなりましたが今年

度までは 300 円で納入してくださ

い。差額 50 円は協会が負担します。 

ボランティア手帳の活用を 

ボランティア手帳 

       （再交付は 500 円） 

ボランティア手帳は、平成 27 年 6 月に新会

員証発行時に併せて全会員に送付しています。 

その後、日々の活動に活用されていますか？ 

内容は、セラピューティック・ケア協会の理念

をはじめ、ボランティア活動に参加するときの

心構えや注意点など、いつも心新たになる事柄

が記載されています。 

 施設でのケア活動やイベントでの施術や普

及活動など記録しましょう。また、研修会やス

キルアップには積極的に参加して更にスキル

を磨きましょう。このような経験を積み上げて

ご自分自身のステップアップに役立つよう、こ

の手帳を使いこなしましょう。 

事務局より 

http://therapy-care.net/index.html

