
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

◆同封物について◆ 

今回の「会員の窓」に、「年会費のお願い」「情報伝達に

ついてのアンケートご協力のお願い」「乳液セールのご案

内」を同封しております（一部の方には、所属の支部から

のご案内も同封しております）。必ずお目通しください。 

また、認定 NPO法人は、3,000円以上の寄附者を毎年

100人以上集めることが義務づけられております。振込

用紙を同封しておりますので、認定 NPO法人として活動

が続けられるよう、年間 3,000円（個人）または 10,000

円（法人）を一口として、ご協力をお願いいたします。 

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  ＨＰ http://therapy-care.net 

電話：092-928-1546（平日 10:00～16:00）                

Email info@therapy-care.net   FAX 092-555-9401 

振込口座 ゆうちょ口座： 017560-9-105830  名義： 特非）日本セラピューティック・ケア協会 

 

 

新しい年度が始まりました。 

多くの花々や新緑は、私たちを、よりわくわく胸膨らませてくれます。 

コロナで始まりコロナで終わった昨年度でしたが、近年研究の進んでいる心理

学の一つに「ポジティブ心理学」があります。 

Wikipedia によると、「個人や社会を繁栄させるような強みや長所を研究する

1分野」とあります。 

コロナ禍の時代に、免疫力を高め、人々に繫栄や幸福をもたらす「強み」として

是非、私たちのセラピューティック・ケアが社会のお役に立てるよう、一緒に努め

ていきましょう。 

理事長 城戸 由香里 

2021年 4月１日 

● 総会（2021 年 5 月 22 日予定）について 

新型コロナウイルス感染症がいまだ終息していない状況を鑑み、本年も、総会の規模を大幅に縮小し、役員他

10名以下の出席により開催します。 

正会員の皆様には書面委任状のハガキを同封しておりますので、期日までに必ずご投函ください。  書面委任

状が必要数に達しない場合は総会が成立しませんので、なにとぞご協力をお願いいたします。 

なお経費削減のため、報告書は郵送せず、総会後に HP の「団体資料」ページに掲載いたします。 

どうかご了承ください。 

 

● 協会 20 周年記念式典の無期延期について 

協会 HP等でお知らせしておりました通り、本年 5月に予定しておりました式典の開催について、 

無期延期とすることが決定しました。コロナが終息することを願い、昨年はいったん 1年延期し、 

本年の開催に向けて準備を進めてまいりましたが、現時点での情勢を踏まえ、当協会の担当者 

会議や理事会において検討を重ねた結果、やむを得ず、苦渋の選択をするに至りました。 

また笑顔で皆さまにお会いできる時期が来ましたら改めて、20年の感謝とお祝いの場を設けたいと考えており

ますので、その折はぜひご参加いただけますようお願い申しあげます。 

式典にお申込いただいていた皆さまには全員、郵便にて個別にお知らせしておりますが、万が一、ご連絡が届い

ていない場合は、ご一報いただきますようお願いいたします。 

👉 お問合せ先／日本セラピューティック・ケア協会 20周年記念事業委員会 担当：城戸 由香里 

 

中面の記事でのご報告のとおり、活動再開した事業も一部あり、また最大限経費の節減につとめ、さらに国や自治体

による支援を受けておりますが、まだまだ協会運営的には厳しい状況が続いております。今回、年会費納入用の郵便局

払込票を同封しておりますので、5月末日までにお振込をお願いいたします。協会の存続のため、なにとぞご協力くだ

さるようお願い申し上げます。 

また正会員・準会員の皆さまのボランティア保険は、施設ボランティアやイベントなど活動再開時、協会が費用を負担

して全員分加入しますので、参加者の名簿を添え、必ず再開前にメールでお知らせください（加入完了までに 1週間

程度かかります）。 

＊2 年分（2019 年分・2020 年分）の年会費が未納の方は、9 月 30 日をもって退会処理をさせていただきます。悪しからず

ご了承ください。 

＊協会から送付の払込票を紛失された方は、お近くの郵便局備付けの振込用紙でご入金可能です。その場合は、下記の口座

番号をご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 2021年度 年会費納入のお願い ◆ 

 

●事務局の態勢について 

感染防止および経費削減を目的に、昨年より事務局職員の出勤調整を行っているため、事務所は常

時一人体制となっており、事務局の対応時間も平日の 10:00～16:00 と短縮されています。 

お問合せへのお返事や発送なども従来よりお時間をいただいておりますので、ご協力のほどお願いいたします。 

またお問合せは原則として、お電話ではなくメール（ info@therapy-care.net ）でお願いいたします。メールには必

ず件名・ご自分のお名前・お電話番号をお書き添えください。ウィルスメール対策として、上記がないメール(特に添付

ファイルがついているもの）については、開封せずに削除いたします。ご注意下さい。 

なお、いただいたメールに返信すると、エラーが出て送信できないことがしばしばありますが、携帯・スマホの初期設定

が原因の場合が多いので、お近くの携帯ショップにて、協会メールアドレス（info@therapy-care.net）からのメール

が受信できる設定に変えていただくようお願いいたします。 

ご迷惑をおかけして恐縮ですが、なにとぞご理解いただきますよう、お願いいたします。 

総会と 20周年記念式典について 

 

 ◆協会 HP、SNS をご活用ください◆ 

感染防止および経費節減のため、郵送でのご案内は年に

1～２度程度となります。協会 HP（下記参照）や SNS

（Facebook、Twitter、Instagram）をぜひチェックしてく

ださい。提出書類の用紙は HP の「会員のみなさまへ」の

ページからダウンロードできます。なお緊急の連絡は、支部

の連絡網や事務局ブログでもお知らせする予定です。 

▼ 協会 Facebook、Twitter、Instagram 

フォロー＆拡散に 

ご協力お願いします！ 

 協会 HPはこちら 

スマホをお持ちの方

は、この QR コード

を読み込んでいただ

くと、秋吉名誉理事

長と城戸理事長から

会員の皆さまへのメ

ッセージ動画が見ら

れます！ 

「合い言葉」とは、

いったい･･･? 
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コロナ禍の中、また Withコロナに備えて、安心し、かつ安全にケアに届けるために、昨

年 9月、感染対策を含む医療安全や危機管理の知識を持つ看護師（協会会員）で構成さ

れた危機管理委員会が、協会運営組織のなかに発足しました。 

この委員会では、「協会事業運営における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライ

ン」に基づき、何度も検討を重ねながら、各種講座などにおける感染拡大予防のための

「行動マニュアル」を完成させました。今後の協会活動は、危機管理委員会のサポート

を受けながら、自治体および協会のガイドラインに則り、さまざまな感染対策をとって

行われることになります。      

マニュアルは協会の全講師が持っていますので、活動再開の際は HP上のガイドラインを

熟読のうえ、必ず所属の支部・エリアの講師にご相談ください。 

 

協会の WITHコロナ態勢（危機管理）について 

 

◆ ご報告と御礼 ◆ 

8月に、各支部長を通じ、令和 2年 7月豪雨の被災地である熊本県人吉市への義援金

へのご協力をお願いしていたところ、名誉理事長や部長など本部のメンバーはじめ、熊本、

佐賀、栃木、静岡、神奈川、北九州、高知、北海道、とまこまいの各支部一同、そして福岡、

東京、長崎の各支部に所属する個人の方、さらに協会認定ボランティア団体の「きずなの

手江戸川」さまからたくさんの義援金を寄せていただき、9月 30日、松岡隼人人吉市長

に直接、お渡しすることができました。 

また昨年 11月、協会会員対象に行った秋吉名誉理事長のチャリティオンラインレッスンの

受講料全額およびお寄せいただいた寄附金を、「令和 2年 7月豪雨の被災地への支援

金」として大牟田市社会福祉協議会にお渡ししたことに対し、第 12回大牟田市地域福

祉大会で行われた「地域福祉功労者表彰」の「感謝の部」にて表彰されました。あわせ

て、皆さまのご協力に御礼申し上げます。 

 

このたび、秋吉名誉理事長が、2000年から現在まで 20年に

わたり、訪問ボランティアや介護講座などセラピューティッ

ク・ケアを通じた活動で高齢者福祉に貢献してきたことに対

し、その功績を認められ、令和 2年度の「太宰府市 

市民活動賞」を受賞しました。 

 

2021年度より、「インストラクター」の名称が「アシスタントインストラクター」に変わ

ります。一般的に、「インストラクター」という資格名は「指導者」という認識が多いで

すが、当協会での役割は、講師のアシスタントとして講習をスムーズにかつ充実した

ものにするために、プログラムの流れを把握し様々なサポートを行うことであり、講

師の指示なしに指導はできません。そこでこのたび、業務の内容に合致した名称に

変更することになりました。                                               

なお、「アシスタントインストラクター」名での認定証発行は 2121年 4月 1日以

降の資格取得者からです。それ以前に発行された「インストラクター」の認定証は

有効ですが、名称は「アシスタントインストラクター」に一本化されます。         

また仕事内容、役割は今までのインストラクターと同じです。 現インストラクターの

皆さまは今一度仕事内容、役割をご確認ください。 

◆ 「インストラクター」の名称が変わります！◆ 

◆

 

 

協会では、昨年１０月より、毎月１回、オンラインミーティングツール「ZOOM」を利用 

した手技のポイントレッスンを実施しましたが、回を重ねるごとに参加者も増え、相互 

のやり取りができ、楽しい時間を共有することができました。 

そこで今年度は、秋吉先生を講師として、４月から１年間（計１２回）、毎月テーマを 

決め、ZOOM によるオンラインセミナー「一緒に考えましょう」を開催します。コロナ禍 

で活動自粛が続くなか、「手技に不安を感じる」「手技が自己流ではと悩んでいる」 

「活動に際して手技の確認をしたい」等、色々な不安や悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。 

顔を合わせて一緒にセラピュ－ティック・ケアを楽しく学び、考えていきましょう ♪ 

日 程  毎月第３土曜日 １１:００～１２：００    受講料  1回 1,000円 ＊事前振込 

対 象  協会会員の方どなたでも            定 員  1回あたり 30名 ＊先着順 

  ●第２回：５月１５日（土） テーマ「手と腕の解剖生理学」「セルフケア」、手技（ハンド＆アームケア）  

●第 3回：6月 19日（土） テーマ「イギリス研修体験記と手技のワンポイントレッスン」 

  第 4回以降については、メールでお問い合わせください。 

お申込先  受付はメールのみとなります。ZOOM アプリをインストールの上、お名前、お電話番号、参加ご希望の日

時、ZOOM招待メールを受信するメールアドレスを添えて、下記までお申込ください。 

👉オンラインセミナー専用アドレス   therapy.care.japan@gmail.com 担当：赤坂・新原 

 

秋吉名誉理事長によるオンライン・スキルアップのご案内 
参加者 

募
集
中 

 

お申込 

お待ちしています❤ 

秋吉名誉理事長が、「福岡 NPO・ボランティ

ア交流センター あすみん」発行の市民活動

の情報誌「ASUMIN NOTE（あすみんノー

ト）」23号（2021Spring）の表紙を飾りまし

た！ また紙面には、見開き 2ページにわたり、

名誉理事長へのインタビューが掲載されまし

た。 

●イベント 

福岡・北九州市「ボランティアウィーク 2020」パネル展示参加 

子育て支援ワークショップ開催（東京、北九州、神奈川）    

福岡・太宰府「市民活動団体の活動紹介パネル展示」参加 

福岡・糸島「あかきや美術館」コラボイベント 

●講座・講習会・セミナー 

オンライン・スキルアップ（本部） 

日本タッチケア協会 福岡指導者認定講習会  

令和 2年度 佐賀県介護福祉士会 介護職員キャリア研修（オンライン） 

入門講座（福岡・大分・佐賀 他） 

インファントセラピスト養成講座（北九州、東京） 

インファントセラピスト資格更新セミナー（東京・福岡／オンライン）、 

ウェルフェアネットさま施設セラピスト スキルアップ（福岡／オンライン） 

精華女子短大・九州大谷短大・西日本短大・福岡介護福祉専門学校・大川看護福祉専門学校 授業（福岡） 

●ケア活動 

苫小牧市 産前産後サポート事業「Mom’sサロン Oasis」    など・・・ 

コロナ禍でも 

行っています 

このような活動を 

一部、オンライン 

への取り組みも始め

ました！ 

＊一部抜粋 


