
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                
        
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
                    
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●クリックで応援「gooddo」のラストスパートご

協力をお願いします。 

2015 年より皆さまにご協力いただいておりまし

た、毎日のクリックで応援できる Gooddo の「応

援ポイント」が、1 月 28 日（日）23:59 をもって

現在の形でのサービスは終了になるそうです。こ

れまでのご協力、ありがとうございました。 

また、1 月 22 日（月）～1 月 28 日（日）の週が

最後の応援ポイント（寄付）チャンスとなります。

少しでもポイントを上げたいと思いますので、よ

ろしくお願い致します。寄付金額は後日改めてご

報告いたします。 

 

 
この一年も、どうぞよろしくお願いいたします。 

全国各地で、ボランティア活動やイベント等へのご参加、ありがとうございます。 
本部に届く報告を通して、皆さまの活動の様子を知ることができます。 
 協会に入会されると同時にケア活動事業部に所属した形になりますので、協会に登録されて

いる施設・病院でボランティアをすることができます（お一人でも大丈夫です）。ご自宅からな

るべく近い活動先を選んでくださると、諸々の負担が少なく、継続につながると思います。 
10 年以上もお１人で活動先を訪問しボランティアを続けておられる方や、ケア先で仲間がで

き、楽しみながら活動を続けておられる方、全国各地で、イベントに参加してセラピューティ

ック・ケアの普及の一翼を担っていただいている方々等、活動の輪は大きく広がって来ていま

す。 
”手あて”（ふれること）は、これからますます求められていくと思われますが、そのとき基

本となるのはスキルです。「確認・練習・スキルアップ」を各地で行っていますので、最寄りの

支部・エリアや本部でご確認のうえ、ぜひご参加ください。お待ちしております。 
                            理事長   秋吉 美千代 

２０１８年１月１日 

Complementary Therapist（補完心身医療療法士／CT）資格取得講座のお知らせ 
セラピューティック・ケアの手技に優れ、心のケアを深く学んだスペシャリストとして、サロン等で施

術料（協会規定に準ずる）をいただいて施術できる上級セラピストです。2018 年は福岡地区で 2 回、2019

年は東京で 1 回開催予定です。お申込みをお待ちしています。 

●受講対象：当協会のセラピスト以上の資格を有し、セラピューティック・ケアの高いスキルと施術経

験を持つ会員・準会員・通信会員 

●受 講 料：100,000 円（テキスト・税込） 

●2018 年の実施予定（2 日間） 

① 日時 ：2 月 24 日（土）・25 日（日）9:30～17:30 

 会場 ：ハミングバード貸会議室 301 号室（福岡市中央区天神） 

② 日時 ：7 月 14 日（土）・15 日（日）9:30～17:30 

    会場 ：未定（福岡市内） 

なお、お申込み・ご入金を確認後、ご受講までに必要な教材をお送りしております。 

詳細は協会 HP でご確認いただくか、本部事務局（担当：熊谷）までお尋ねください。 

 

 

発行：認定ＮＰＯ法人 日本セラピューティック・ケア協会   

  福岡県太宰府市五条 2-6-1-202  

電話：092-928-1546 FAX：092-555-9401              

Email info@therapy-care.net   ＨＰ http://therapy-care.net 

振込口座：（ゆうちょ口座番号）017560-9-105830  

（名義）特非）日本セラピューティック・ケア協会 

会員数：正会員 196人、準会員 599人、法人会員 15団体、通信会員のべ 1,304人（2018.1.10現在） 

２０１８年度 総会の開催について 
日時：5 月 26 日（土） 
場所：福岡市 NPO・ボランティア交流セ

ンターあすみん 
＊詳細は、後日改めてお知らせします。 

（事業推進部会担当 : 池上） 

 
韓国セラピューティック・ケア協会  
設立 10周年記念交流ツアーについて 
韓国セラピューティック・ケア協会が設立

されて 10 年の節目にあたる本年 8 月に、

韓国・釜山を訪問、交流するツアーを催行

します。 
同封のご案内をご覧のうえ、お申込みくだ

さい！ 
（事業推進部会担当 : 池上／事務局：樋口） 

 
 

【ご寄付のお願い】 
認定 NPO 法人は毎年度、1 口 3,000 円以上の寄

付を 100 口以上集めることが必須条件となって

います。12 月 20 日現在は約 80 口いただいてお

りますが、3 月末までにあと 25 口必要です。ぜ

ひお知り合いの方へのお声がけ、ご協力をお願い

いたします。 
なお寄付金のお振込時は先にお送りした赤色の

郵便局払込票をご利用ください。また寄付金の

み、クレジットカードでの決済もできるようにな

りました。 

お知らせとお願い          
総会資料作成のために、ケア活動報告書の

報告期間が変更になります。 
現行 4 月～翌年 3 月迄→ 変更後 1 月～

12 月迄となりました。平成 29 年 1 月～12

月までは、平成 30 年 1 月末までに必ず提

出して下さい。 

様式は、協会ＨＰからダウンロード出来ま

す。 
ボランティア活動を行う為には、スキルア

プが必要です。定例会でスキルアップを行

いますので参加をして下さい。 
12 月現在、ボランティア活動の場所が全

国で 99 施設になりました。 
本年度は、ケア活動を兼ねた会員交流会を

しています。 
（ケア活動事業部担当 : 池上） 

【朝倉への寄付金報告】 
「会員の窓」9 月号で呼びかけていたところ、皆

さまよりご協力いただき、九州北部豪雨災害義援

金として合わせて 55,000 円を、9 月 28 日付で当

協会から朝倉市に送金いたしました。 
朝倉市役所よりお礼状 
と領収証が届きました 
ので、報告いたします。 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

講師認定講座のお知らせ 

「講師認定講座」の実施および内容の一部変

更について別紙のとおり実施します。 
前回の「講師養成講座」の反省に基づきカリ

キュラムを見直し、より受講しやすいように

認定試験も講座内にセットしました。是非チ

ャレンジして下さい。（人材育成事業部担当 ：田中） 

●会員種別（正⇔準会員）の変更について 
会員種別変更は、提出日の翌年度 4 月からの変

更になります。2018 年 4 月からの種別変更を希

望される場合は、3 月中に、「会員種別選択書」

にご記入のうえ協会事務局にご提出ください。

（4 月以降に連絡された場合、変更は 2019 年 4

月からになります） 

●ボランティア保険料の金額変更について 
2017 年度より、300→350 円に値上げとなりま

した。2017 年度は差額 50 円を協会が負担しま

したが、本年より 350 円となります。どうぞご

了承ください。 

●FAX 番号をご確認ください 
 本部事務所の FAX 番号は 2012 年より電話とは

別の番号になっています。 

FAX：092-555-9401   （TEL：092-928-1546） 

●事務局への問合わせについてのお願い 
  メールでの連絡は、必ずご自身のお名前（あれ

ば支部名も）を記入してください。 
メールの送り主がわからず、またウィルスメー

ルの可能性もあり困っています。 
（特に、携帯メールは PC では送信者名が表示

されません。必ずご記名ください） 
  

九州地区 第２回 セラピスト研修会 

日時：3 月 17 日(土)  

10:30～15:00(受付 10:00～) 

会場：すこやか事業団学術研究センター 
(福岡市中央区天神 2-13-7 平和ビル 3 階) 

内容：スキルアップ、インストラクター資格取

得の実習履修、会員情報交換等。 
持参資料：認定テキスト、会員証、ボランティ

ア手帳、クッション等の施術用具 
参加費：500 円 

対象者：セラピスト資格者、インストラクター

を目指す方 
申込〆切：3 月 1 日(木) 

（セラピスト部会担当 : 山下） 

2018年度九州地区インストラクター研修会 

日時：７月 10 日(火) 、9 月 11 日（火） 

11 月 13 日(火) 

13：00～16：00 

会場：協会本部事務所 
内容：機器のセッティングとスキルアップ 
参加費：500 円 

対象者：今年度は、インストラクター資格保有

者は勿論、履修中の方も対象です。 
（インストラクター部会担当 : 新原） 

研修会のお知らせ 

九州地区インストラクター研修会 

スキルアップ１日コース 

日時：3 月 18 日(日) 10：00～16：00 

会場：いきいき情報センター 
＊西鉄五条駅すぐ 

持参資料：会員証、ボランティア手帳、 
クッション等の施術用具、筆記用具など 

参加費：500 円 
対象者：2017 年度締めとなる研修会として、ス

キルアップにみっちり取り組みます。スキル

に自信のない方、もっと上達したい方等、ふ

るってご参加ください。 
（インストラクター部会担当 : 新原） 

事務局よりお知らせとお願い 

定例会のお知らせ 

子育て支援イベント（福岡地区）         
平成 29年度ふくおか“きずな”フェスティバル 

日時：2 月 18 日(日)10:00～15:30 

会場：クローバープラザ 

（春日市原町 3-1-7） 

主催：社会福祉法人福岡県社会福祉協議会 他   

後援：福岡県,春日市,福岡県教育委員会 他 

参加費：無料 

内容：親子で楽しめるイベント｢ママへのご褒美 

マッサージ＆インファントセラピーおよび

バルーンアート体験」 

ぜひお知り合いのファミリーに 

お声がけ下さい。 

（インファントセラピスト部会 

担当 : 村田） 

インファントセラピスト養成講座 

九州地区 

日時：3 月 11 日(日)・18 日(日)※2 日間 

会場：協会本部事務所 
受講料：30,000 円（テキスト代・税込） 

  ※協会会員は 25,000 円で受講できます 

  ※別途登録料 5,000 円が必要です     

受講資格：保育士・助産師・幼稚園教諭・保健師、

保育に関する国家資格を有する方、小児科・産

婦人科にて実務経験 1 年以上の医師・看護師、

タッチケア指導者など民間の子育て支援資格

をお持ちの方等 

内容：子育て支援イベントやワークショップを通じ

て子育て支援を行うセラピストの養成講座です。

※詳細は本部までお問合せください。 

（インファントセラピスト部会担当 : 村田） 

子育て支援ワークショップ(東京地区）         
ぴーなっつベイビィ/ふれあいマッサージ 

日時：1 月 31 日（水）10:30～11:30 

会場：多摩市立一ノ宮児童館 

参加費：無料＊事前申込不要 

対象：0 歳児の親子 

本部・福岡地区定例会 

◆2 月 1 日（木）10:30～12：30 

 場所：すこやか健康事業団 

内容：スキルの確認とスキルアップ 

    新年第 1 回のスキルアップです。 

ぜひご参加下さい！    

◆3 月 1 日（木）10:30～12：30 

 場所：すこやか健康事業団  

 内容：「健康の源は口の中から」（仮題） 

よしだみき歯科クリニック院長  

吉田美紀先生 

◆4 月 4 日（水）10:30～12:30 (開場 10:30) 

  場所：あすみん 

内容：①スキルアップ：テーマ 

「利用者さんに寄り添うボランティア」 

     ②北九州 2 施設のボランティアさん

からの報告と質疑応答 

  担当：北九州支部 

◆5 月 2 日（水）10:30～12：30 

 場所：福岡市内（未定） 

 内容：福西会病院医師「在宅医療の現状」 

 担当：福岡西支部  

◆6 月の定例会はありません 

7 月以降の予定は 4 月以降に改めてお知らせいた

します。  

各研修会及びイベントへの参
加希望の方は、ＦＡＸ、電話、
メールで協会本部へお申込く
ださい。 
その際は、氏名、電話番号、会
員番号をお知らせください。 

 

細井先生講座聴講のご案内 

広報誌「華」VOL.18 でご紹介している九州大学

病院 心療内科の細井昌子先生の講義は、2 月に開

催する CT 養成講座のプログラムに組み込まれて

います。2 日間の養成講座のうち、特別に細井先

生の講義の部分のみ、受講されない会員も聴講で

きるようにいたしました。心のケアの最前線で活

躍されている細井先生のお話が聴ける貴重な機

会です。ふるってご参加ください。 
日時：2 月 24 日（土）13:30～15:00 
会場：ハミングバード貸会議室 301 号室 
参加費：3,000 円 
※会場の関係上、1 月 31 日までに事務局までお申込み

ください。       （療法士部会担当：熊谷） 

 


