
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 
 

2018 年 9 月 1 日 

【インストラクター資格取得講座のご案内】 

マンツーマンで手技の指導が受けられ、修了後は

インストラクター資格取得ができる少人数制の集

中講座です。資格取得後は講師のアシスタントと

して講座・講習会の運営を担当し、講師を目指す

こともできます。 

【福岡開催】 

日程：10 月 21 日（日）10：00～16：00 

会場：803 会議室（福岡市中央区） 

＊定員に達したため受付を締切りました。      

【大阪開催】 

日程：11 月 15 日（木）10：00～16：00 

会場：大阪市内 

●受講対象：セラピスト資格保有の方 

●受 講 料：20,000 円（別途登録料 5,000 円） 

●申込〆切：10 月 1 日（月）事務局まで 

  ＊参加可能人数に限りがあります    

      

 

【年会費について】 

6 月にお送りした「年会費納入のお願い」に記

載しておりましたように、8 月 31 日が年会費

の納入期限となっています。 

2 年分（2016 年分・2017 年分）の年会費を未

納の方は、9 月 30 日をもって退会処理をさせ

ていただきます。  

ご了承ください。 

異常な高温続きだった今夏、皆さまお元気ですか？  

 私がセラピューティック・ケアに出会ってから、9 月 4 日でちょうど 20 年を迎えました。 

始めたときは私一人だったのですが、20 年目を迎える今年は、全国 857 名もの会員を有する大

所帯の団体となっています。そして、新しく入られた方々の大半が医療や福祉の専門職です。 

 何年も黙々とボランティア活動を続けられている会員の皆さまにも、心よりお礼申し上げま

す。講師も全国各地でボランティアの養成に取り組んでいます。 

特に今年は、北海道（苫小牧市）、佐賀（唐津市、佐賀市）、そして北九州市で講習会開催を

頑張ってくださっています。9 月末には新潟で、初めての入門講座も開催されますので、これ

からの展開に期待しているところです。 

残暑の季節になりましたが、ご自愛くださって、手のぬくもりを継続して届けていきましょう。 

 

                            理事長   秋吉 美千代 

【ご寄付のお願い】 

たくさんの方から寄付のご協力いただき感謝い

たします。ありがとうございます。 

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。現在は約 75 口で、もう少しでクリアで

きます。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。 

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 208 人、準会員 668 人、法人会員 15 団体、通信会員のべ 1,322 人（2018.9.1 現在） 

事務局よりお知らせとお願い 

20 周年記念行事プロジェクトが立ち上がりました！  

英国赤十字社から日本にセラピューティック・ケアを持って来て 20 年

を迎えることを記念し、20 周年記念行事を開催することになりました。

第１回目のプロジェクト会議は 7 月 27 日に開催されました。 

20 周年記念行事日 

日 時： 2020 年 5 月 23 日（土）  

11：00～12：00 総会 、同じ場所で部屋を代え 

     13：00～15：30 20 周年記念パーティー   

場 所： 八仙閣 福岡市博多区博多駅東 2-7-27 TEL  092-411-4141 

プロジェクトチームメンバーだけでなく、皆様にご協力をお願いする事

も今後あると思います。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

            

講師認定講座（2 日間） 

インストラクター資格をお持ちの方、講師にチ

ャレンジしませんか？ 

【東京開催】 

 日程：2018 年 12 月 8 日（土）・9 日（日） 

 会場：板橋区立企業活性化センター 

 ＊会場の都合により日程が変更になりました。 

【福岡開催】 

 日程：2019 年 1 月 26 日（土）・27 日（日） 

 会場：福岡市内 

・お問合せ：本部事務所（講師担当：田中） 

お申込の方に、後日、詳細をお知らせします。 

 

 

メディア掲載情報（2018 年 1 月～8 月） 今年もさまざまなメディアで取り上げていただいています。 

◆テレビ 日本テレビ「世界一受けたい授業」協会顧問・山口創先生（桜美林大学教授）ご出演（8 月 11 日） 

ケーブルステーション福岡コミュニティチャンネル「つな GO!GO!」（6 月 20 日放送）  

◆新聞  苫小牧民報朝刊（1 月 15 日付・2 月 14 日付）、糸島新聞（5 月 24 日付）、 

西日本新聞朝刊（6 月 1 日付）、qBiz 西日本新聞経済電子版 qBiz コラム（7 月 11 日付）  

◆ラジオ FM KITAQ（コミュニティ FM）北九州市部講師出演（7 月 12 日放送）  

20 周年記念行事事務局 新原 貴美子 

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


 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イベントのお知らせ 

各地でさまざまなイベントに参加しま

す。一般の方が入れるものもあります

ので、お近くの方はぜひご家族・お友

達を誘って、会場に足をお運びくださ

い。 

第 25回「日本ホスピス・在宅ケア研究会 

 全国大会 IN とかち」 

【体験ブース出展のお知らせ】 

日時：9 月 15 日（土）・16 日（日） 

会場：帯広市民文化ホール、とかちプラザ 

内容：とかちプラザのホワイエにて、北海道支

部を中心に、セラピューティック・ケア

の無料体験を行います（両日とも）。 

昨年に引き続き、被災者の方々にケアをお届け

し、現地の会員さんとの交流も行います。 

観光支援として、日田の観光スポットにも立ち

寄ります。 

日 時：11 月 2 日（金） 

8：30 西鉄五条駅出発 

    17：00 西鉄五条駅帰着 

交 通：太宰府社協の福祉バス利用 

訪問先：大分県日田市（デイサービス等施設） 

参加費：3,000 円程度（昼食代等） 

募 集：先着 27 名 

締 切：10 月 1 日（月）必着 

申込先：事務局 担当：池上 

  住所・氏名・携帯電話番号・生年月日を 

メール又は FAX で 

＊行程等詳細は後日、申込の方に連絡いたしま

す。  

リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2018 

7 月に実施した苫小牧（北海道）に続き、九州開

催の 2箇所で体験ブースを出店します。 

【福岡】9 月 8 日（土） 

場所：海の中道海浜公園 光と風の広場 

【佐賀】9 月 22 日(土)  

場所：佐賀市 

どんどんどんの森公園 

平成 29 年 7 月九州北部豪雨 被災地 
お見舞いボランティ＆交流会 

第 72回全国レクリエーション大会 in高知 

日時：9 月 22 日（土）13:00～15:00 

会場：高知県立大学 A108 

内容：セラピューティック・ケアの実技体験と

秋吉理事長による講演（オキシトシンによる効

果とエビデンス）があります。 

【北海道】 

日時：10 月 28 日（日）10：00～11：30 

場所：苫小牧 男女平等参画推進センター5 階 

対象：2 歳のお子さんと保護者 

定員：10 組 

参加費：無料 

申込：10 月 10 日より先着順 

インファントセラピーの活動について：子育て支援ワークショップ開催 

【大阪】 

日時：11 月 13 日（火） 10:00～12:00   

場所：中津つどいの広場ぐぅぐぅ(大阪市北区) 

対象：生後 3 ヶ月～3 歳のお子様とママ 

定員：6 組 

参加費：無料 

申込：先着順 

家族のふれあいマッサージ＆親子のふれあい「インファントセラピー」 

各地でワークショップ開催が予定されています。お知り合いの親子にぜひお声がけください。  

＊スタッフとして参加可能なのはインファントセラピストのみ 

詳細は事務局 樋口までお尋ねください。 

       

   

      

 

日 時：10 月 11 日（木）・12 日（金） 

予 定：スケジュール 

     11 日(木)11:00 JR 倉敷駅前集合 

     タクシーまたは貸切バスにて移動 

     （参加人数により調整） 

     12 日(金)午後 広島駅前解散 

    ※1 泊 2 日 

訪問先：岡山県倉敷市真備町の仮設住宅（予定） 

参加費：旅費交通費・食費は各自自己負担とな

ります。 

    災害保険(天災プラン)・JR 倉敷駅～

ボランティア活動場所の交通費は協

会が負担いたします。 

締 切：9 月 25 日（月）まで 

申込先：事務局 担当：池上 

 住所・氏名・携帯電話番号・生年月日を 

メール又は FAX でお送りください。 

＊詳細は後日、申込の方に連絡いたします。 

  

インファントセラピスト養成講座（2 日間） 

セラピューティック・ケアの理論とスキルを通じて子育て支援を行うインファントセラピストの 

資格取得講座を開催します。 

＊いずれも募集は各 5 名（先着順）です。 

受講条件がありますので、詳細は事務局までお尋ねください。 

 
【東京開催】 

日程：12 月 1 日（土）・8 日（土） 

会場：タワーホール船橋（東京都江戸川区） 

【福岡開催】 

日程：11 月 25 日（日）・12 月 2 日（日） 

会場：本部事務所 

 

平成 30 年 7 月豪雨被災地 
 お見舞いボランティア 

≪美味しく食事して、当協会を応援いただけるようになりました！≫ 

このたび、Gochiso 株式会社さま（大阪府大阪市）より、当協会をパートナー寄付先としてご登録いただき

ました。「Gochiso（ごちそう）」は、外食を通して、美味しく気軽に社会貢献ができる画期的な取り組みです。 

やり方は簡単。 

提携レストランでお食事後、専用ウェブページで入店時間を記録・レシートの写真を送信するだけ。 

1 回のお食事で 1,000 円～5,000 円分のポイントを獲得でき、そのポイントを協会への寄付にすることができ

ます。そのほか、獲得したポイントをサービス券として全ての提携レストランで次回の食事時に利用するこ

ともできるので、利用者にも嬉しい仕組みとなっています。 

詳しくは Gochiso の HP をご覧ください。https://gochiso.jp/fornpos          

「Gochiso」は関西を中心に各地に提携店舗があります。 

ぜひ提携店舗をご利用いただき、美味しいお食事で当協会を支援してください！ 

 

ィア掲載情報（2018 年 1 月～8 月）今年もさまざまなメディアで取り上げていただいています。 

https://gochiso.jp/fornpos

