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賛助会員募集中！
編集後記

Happy new year！ セラピューティック・ケアでコミュ
ニケーションを ！ ！ ということで今回は、長崎市と大川
市のレクリエーション協会に、その取り組みをご紹介い
ただきました。心と体を癒すセラピューティック・ケアが
心を通わすツールとしても活用されていることは、前号
の学校特集でも紹介しましたが、レクリエーションの場
でも取り入れられていることは、人と人をつなぐ為に触
れることが大切であることを物語っていると思います。
今年１０月に開催される全国レクリエーション福岡大
会で全国へ発信して、もっともっと多くの方々にセラ
ピューティック・ケアを届けたいものです。  （編集部 S）
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★ぜひご入会の上、会員同士の情報交換ができる
　「会員専用掲示板」をご覧ください。
★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

昨秋最後のイベント参加となったのは、11月10日（土）福岡
国際会議場で開催された、毎年恒例の「九州の女祭2012」で
した。世界18の国と地域から参加者があった大規模なイベン
トとなりました。当協会は3日間のイベント期間のうち2日目に、
毎回お馴染みの体験ブースを設置し、訪れた方々から好評を
頂き、さらにステージで『心とからだに寄り添う“手当て”セラ
ピューティック・ケア』というテーマで、「セラ
ピューティック・ケア＆インファントセラピー」の
紹介も含め１時間の講演をしました。
毎年さまざまなイベントに参加しています
が、このシーズンはいつもと違う光景が見られ
ました。それは、全国で行われるイベントのう
ち近いところでのイベントに、通信教育受講生
の方たちが、ご自分のスキルを磨くために多く
顔を見せられるようになったことです。
昨シーズンのイベントをざっと書き出してみま
したが、これらにはすべて私も参加しました。

この3ヶ月足らずのうちにこ
んなに多くのイベントに参加
していたのか、と驚くばかり
です。同時に、それぞれのイ
ベントをサポートしてくだ
さった会員のなかに、通信
教育受講生の姿がたくさん
見られたことに、喜びと感謝を感じました。
こんなにもセラピューティック・ケアが喜ばれて、各地のイベン

トに引っ張り凧だったことから、“癒し”を求める人々の間にセラ
ピューティック・ケアが浸透してきていると感じたシーズンでした。

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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～

関東ステーション　鈴木 了美第8回介護なんでも文化祭に参加して
秋空の10月13日（土）開催の「介護なんでも文化祭」

（上智大学四谷キャンパス）は、「市民の手で介護の文化
を創ろう！」をスローガンに、介護の先輩達と一般の市
民・NPO等市民団体、企業、行政などが知恵と情報を持
ち寄り、交流する提案社会型の手作りイベントで、関東
ステーションとして今年で4回目の参加になりました。
今回は、「こころとからだによりそう‘手当て’セラ
ピューティック・ケア」と題して理事長にご登板いただき
実技演習付のセミナー開催と体験ブース出展をいたしま
した。セミナーでは福祉を学ぶ学生さん、介護・看護にか

かわる方々、ケ
アスキルに関心
を寄せる方々に
混じり、日総研
の通信教育受
講生も参加され
熱心にメモを取
られたり、実技
演習を受けられ

ました。一方会員14
名で臨んだ体験ブー
スでは開始早々から
満席状態が続き、通
信教育受講生のスキ
ルを理事長が確認
されたり、会員との
交流場面も見られるなど、盛会のうちに終了しました。
盛況の背景に、2000年に介護保険がスタートしフォー
マルサービスが一定の定着を見た現在、当協会が提唱
する「全人的観点」や「ケア重視」から、隙間を埋めるイ
ンフォーマルサービスの重要性および、その希求が大き
くあることを実感いたしました。
また、ケアを必要としているのは高齢者ばかりではな
く、難病・病床の方・障がいのある方・母子など様 な々立
場の方であり、それぞれに向けた支援も求められ、セラ
ピューティック・ケアはまさに時代を先取りしたユニバー
サルケアとして存在し、新しいケア文化創設の期待と責
任を担っていることを改めて感じました。

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

イベント総括…平成24年 秋

日本セラピューティック・ケア協会

　理事長　　秋吉　美千代

Japan Therapeutic Care Association

※ 橋本みさ子さん、塩見千代子さんは通信教育を受講された、セラピスト資格保持者です。

高砂市民病院まつり（兵庫）にて施術の
前後の血圧を測定し、変化を調べました。

イベント名 場所（地域） リーダー（参加者）

介護なんでも文化祭 上智大学（東京） 鈴木了美

明成会秋まつり オイコニア（高知） 橋本有子

市民健康まつり 高砂市民病院（兵庫） 橋本みさ子

福岡県 柴田裕子

高知県 塩見千代子

ぶどうの収穫祭 グループホームぶどうの樹（福岡） 村田照子

九州の女祭2012 福岡国際会議場（福岡） 秋吉美千代

平岡介護福祉専門学校（福岡） 久保・佐藤

大谷短期大学（福岡） 斉藤・中山その他･大学の学園祭

リレー･フォー･ライフ



全国レクリエーション大会
in ２９１ ふくいに参加して

リレー・フォー・ライフに参加して

9月15日(土)・16日(日)、海の中道海浜公園にて開催された
「リレー・フォー・ライフin福岡」に初めて参加しました。このイベ
ントは、がん患者やがん経験者とその家族・支援者が、日々の
思いや体験を語り、がんに立ち向かう勇気や生きる感動を共有
しながら24時間交代で歩くチャリティーイベントです。福岡での
開催は4回目ですが、当協会は最初から参加していると聞き、

活動の広さに驚きました。
会場内には楽しい催し
物や、がん啓発活動・健
康に関する情報を発信す
るブースがトラックを囲ん
でいました。
当協会も来場者やリ
レーの参加者に、セラ

ピューティック･ケアを体験してもらうブースを設けました。私
はネック＆ショルダーケアを担当、施術しました。皆さんに「手
が温かくて気持ちいい」「体が軽くなる」と喜んでいただきま

した。なかには施術が終
わってすぐの私の手をと
り自分の手と比べ「温か
さはそんなに変わらない
のに、撫でられるととて
も暖かい」と驚く方もい
らっしゃいました。
がん患者さん達が笑
顔でリレーに参加したりイベントを楽しんだりされている姿
を見て、私は元気を貰いました。また、私とセラピューティック
･ケアの出会いを客観的に見たとき、単にボランティアで施術
して人に喜んでいただくだけではなく、そこに色々な出会い
や経験があることに気付き、今日もその中の一日なんだと、
あらためて感謝しました。

真夏も過ぎた9月22日
（土・祝）、２年越しに温
めていたセラピュー
テッィク・ケアと出会う計
画を、長崎に秋吉理事
長をお招きし、「講習
会」として試みました。
体験型の講習会で、受

講された方は心も体も癒されたと笑顔でお帰りになりました。
私の幼いころは、祖父母や両親などいろんな大人たちが子育て
に参加し、「オツム・テン･テン」などの声かけをしてくれたり、「いた
いの♪いたいの、とんでいけ～♪」と痛い所を優しくなでられ、痛い
ところだけではなく不安も一緒に飛んでいったりした思い出がありま
す。そこには、大人とふれあい守られている安心感がありました。
セラピューティック・ケアの目的は「苦痛や不安、心配、疲れ、い

らだち、焦り、悲しみなど、さまざまなマイナスの条件のために緊
張しこわばった人の身体を、両方の手でやさしくほぐしていき、力
のマッサージではなく身体の緊張やこわばりをほぐし血行をよくす
ることと、相手の話に耳を傾ける（傾聴）にあります」とのこと。ス
ピード化した高度情報化時代に創造性やコミュニケーションが失
われつつある現代は、昔はなかったような犯罪・病気に心痛め、
ストレスという言葉が飛び交います。団塊の世代でボランティアと
して“忙しい社会”に貢献しようとセカンドデビューする方々の手
助けのひとつとして、今回のような正しいセラピューティック・ケア

の講習会を持つことは必要な所作であり、癒しの時間の提供にも
なったと確信しました。
それで、心熱いうちにと即座に12月に第２回目のセラピュー
ティック・ケアのセミナーを開催していただけるお約束を、秋吉理
事長と交わしました。このセラピューティック・ケアはたくさんの笑
顔に出会い、私たちが心豊かに生きる糧になるものと楽しみにし
ています。

大川市レクリエー
ション協会は2012年
で23回目となる「レ
クリエーション・イン
ストラクター養成講
習会」を開催してい
ます。
受講生の多くは高
齢者福祉施設で働

いている方で、施設のプログラムサービスで活用できるものを
求めて受講されています。今回は養成講習会のプログラムの一
つとして、セラピューティック・ケアを紹介する機会を設けさせ
ていただきました。
このセラピューティック・ケアは受講生にとても好評です。
私も体験して、心も体もあたたかくなっていく瞬間に大満足で
した。
さらに、秋吉美千代先生の講義でセラピューティック・ケア

の“あたたかくなる”効果が科学的にも実証されていることが
わかり、ストンと納得の表情の私でした。
これまでは“効率を求める社会”でしたが、これからは“豊

かな時間を楽しむ社会”になります。そんな社会にぴったりの
セラピューティック・ケアには、この先もっともっと大きな可能
性を感じます。さ
らなる広がりを当
協会も応援してい
きたいと思います。
ともに、多くの
みなさまの豊かな
生活づくりを推進
していきましょう。

養成講習会にセラピューティック・ケアを取り入れて秋吉理事長を長崎に迎えて

長崎市レクリエーション協会

　理　事　　中島　るり子 氏
大川市レクリエーション協会

　事務局長　　石橋　正隆 氏

中島るり子 氏
プロフィール

・長崎市レクリエーション協会　理事
・日本レクリエーション協会　コーディネーター
・長崎市地域福祉推進市民協議会委員
・日本のお手玉の会長崎支部　理事長

石橋　正隆 氏
プロフィール

・１９８６年大川市レクリエーション協会の設立に携わる。
・平成２年から大川市レクリエーション・インストラクター養成講習会
を開催。
・大川市レクリエーション協会事務局長
・NPO法人福岡県レクリエーション協会常務理事
・（公財）日本レクリエーション協会公認レクリエーション・コーディネーター
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福岡東エリア　中村めぐみ

福岡本部　村田　照子

“いっちょらい 福井でつむぐ レクごころ”の大会スローガン
のもと、第66回全国レクリエーション福井大会が９月21日（金）
から3日間の日程で開催されました。「いっちょらい」とは「一張
羅」つまり「いちばんいいもの」からきている福井弁です。
会場では様々なジャンルのレクリエーション活動が体験
でき、その活動に携わっている人や団体で溢れんばかり。
私は数あるプログラムの中から、『「一本の紐から始まる楽
しい遊びの世界」～紐マジックから集団あやとりまで～』に
参加しました。一本の紐で遊ぶ楽しさを教えてもらいその
楽しさを伝えることが目的です。
私が夢中になって遊んでいると、初対面の人が声をかけ
てくださいました。素朴で楽しくて子どもから大人までコ

ミュニケーションがとれ、笑顔になれる。そこにはセラ
ピューティック・ケアと同じ手のぬくもりを感じました。
また、多くの人との出会いもありました。「来年また福岡

で会いましょう！」と風船を飛ばし、感動の中で幕を閉じた
３日間でした。
2013年は10月25日（金）～27日（日）の３日間、第67回全
国レクリエーション福岡大会が福岡国際会議場をメイン会
場として開催されます。当協会も福岡県レクリエーション協
会の加盟団体と
して、研究フォー
ラムに参加する
予定です。この大
会を通して全国に
セラピューティッ
ク・ケアを発信し
ていきます。

来場者にネック＆ショルダーケアを施術して。

日が落ちると灯が灯ります。

会場にはメッセージやイラストが描か
れた灯明が並べられています。
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・長崎市地域福祉推進市民協議会委員
・日本のお手玉の会長崎支部　理事長

石橋　正隆 氏
プロフィール

・１９８６年大川市レクリエーション協会の設立に携わる。
・平成２年から大川市レクリエーション・インストラクター養成講習会
を開催。
・大川市レクリエーション協会事務局長
・NPO法人福岡県レクリエーション協会常務理事
・（公財）日本レクリエーション協会公認レクリエーション・コーディネーター
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福岡東エリア　中村めぐみ

福岡本部　村田　照子

“いっちょらい 福井でつむぐ レクごころ”の大会スローガン
のもと、第66回全国レクリエーション福井大会が９月21日（金）
から3日間の日程で開催されました。「いっちょらい」とは「一張
羅」つまり「いちばんいいもの」からきている福井弁です。
会場では様々なジャンルのレクリエーション活動が体験
でき、その活動に携わっている人や団体で溢れんばかり。
私は数あるプログラムの中から、『「一本の紐から始まる楽
しい遊びの世界」～紐マジックから集団あやとりまで～』に
参加しました。一本の紐で遊ぶ楽しさを教えてもらいその
楽しさを伝えることが目的です。
私が夢中になって遊んでいると、初対面の人が声をかけ
てくださいました。素朴で楽しくて子どもから大人までコ

ミュニケーションがとれ、笑顔になれる。そこにはセラ
ピューティック・ケアと同じ手のぬくもりを感じました。
また、多くの人との出会いもありました。「来年また福岡
で会いましょう！」と風船を飛ばし、感動の中で幕を閉じた
３日間でした。
2013年は10月25日（金）～27日（日）の３日間、第67回全
国レクリエーション福岡大会が福岡国際会議場をメイン会
場として開催されます。当協会も福岡県レクリエーション協
会の加盟団体と
して、研究フォー
ラムに参加する
予定です。この大
会を通して全国に
セラピューティッ
ク・ケアを発信し
ていきます。

来場者にネック＆ショルダーケアを施術して。

日が落ちると灯が灯ります。

会場にはメッセージやイラストが描か
れた灯明が並べられています。
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賛助会員募集中！
編集後記

Happy new year！ セラピューティック・ケアでコミュ
ニケーションを ！ ！ ということで今回は、長崎市と大川
市のレクリエーション協会に、その取り組みをご紹介い
ただきました。心と体を癒すセラピューティック・ケアが
心を通わすツールとしても活用されていることは、前号
の学校特集でも紹介しましたが、レクリエーションの場
でも取り入れられていることは、人と人をつなぐ為に触
れることが大切であることを物語っていると思います。
今年１０月に開催される全国レクリエーション福岡大
会で全国へ発信して、もっともっと多くの方々にセラ
ピューティック・ケアを届けたいものです。  （編集部 S）

２０１3年1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

★ぜひご入会の上、会員同士の情報交換ができる
　「会員専用掲示板」をご覧ください。
★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

昨秋最後のイベント参加となったのは、11月10日（土）福岡
国際会議場で開催された、毎年恒例の「九州の女祭2012」で
した。世界18の国と地域から参加者があった大規模なイベン
トとなりました。当協会は3日間のイベント期間のうち2日目に、
毎回お馴染みの体験ブースを設置し、訪れた方々から好評を
頂き、さらにステージで『心とからだに寄り添う“手当て”セラ
ピューティック・ケア』というテーマで、「セラ
ピューティック・ケア＆インファントセラピー」の
紹介も含め１時間の講演をしました。
毎年さまざまなイベントに参加しています
が、このシーズンはいつもと違う光景が見られ
ました。それは、全国で行われるイベントのう
ち近いところでのイベントに、通信教育受講生
の方たちが、ご自分のスキルを磨くために多く
顔を見せられるようになったことです。
昨シーズンのイベントをざっと書き出してみま
したが、これらにはすべて私も参加しました。

この3ヶ月足らずのうちにこ
んなに多くのイベントに参加
していたのか、と驚くばかり
です。同時に、それぞれのイ
ベントをサポートしてくだ
さった会員のなかに、通信
教育受講生の姿がたくさん
見られたことに、喜びと感謝を感じました。
こんなにもセラピューティック・ケアが喜ばれて、各地のイベン

トに引っ張り凧だったことから、“癒し”を求める人々の間にセラ
ピューティック・ケアが浸透してきていると感じたシーズンでした。

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

～
～
～

関東ステーション　鈴木 了美第8回介護なんでも文化祭に参加して
秋空の10月13日（土）開催の「介護なんでも文化祭」

（上智大学四谷キャンパス）は、「市民の手で介護の文化
を創ろう！」をスローガンに、介護の先輩達と一般の市
民・NPO等市民団体、企業、行政などが知恵と情報を持
ち寄り、交流する提案社会型の手作りイベントで、関東
ステーションとして今年で4回目の参加になりました。
今回は、「こころとからだによりそう‘手当て’セラ
ピューティック・ケア」と題して理事長にご登板いただき
実技演習付のセミナー開催と体験ブース出展をいたしま
した。セミナーでは福祉を学ぶ学生さん、介護・看護にか

かわる方々、ケ
アスキルに関心
を寄せる方々に
混じり、日総研
の通信教育受
講生も参加され
熱心にメモを取
られたり、実技
演習を受けられ

ました。一方会員14
名で臨んだ体験ブー
スでは開始早々から
満席状態が続き、通
信教育受講生のスキ
ルを理事長が確認
されたり、会員との
交流場面も見られるなど、盛会のうちに終了しました。
盛況の背景に、2000年に介護保険がスタートしフォー
マルサービスが一定の定着を見た現在、当協会が提唱
する「全人的観点」や「ケア重視」から、隙間を埋めるイ
ンフォーマルサービスの重要性および、その希求が大き
くあることを実感いたしました。
また、ケアを必要としているのは高齢者ばかりではな

く、難病・病床の方・障がいのある方・母子など様 な々立
場の方であり、それぞれに向けた支援も求められ、セラ
ピューティック・ケアはまさに時代を先取りしたユニバー
サルケアとして存在し、新しいケア文化創設の期待と責
任を担っていることを改めて感じました。

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

イベント総括…平成24年 秋

日本セラピューティック・ケア協会

　理事長　　秋吉　美千代

Japan Therapeutic Care Association

※ 橋本みさ子さん、塩見千代子さんは通信教育を受講された、セラピスト資格保持者です。

高砂市民病院まつり（兵庫）にて施術の
前後の血圧を測定し、変化を調べました。

イベント名 場所（地域） リーダー（参加者）

介護なんでも文化祭 上智大学（東京） 鈴木了美

明成会秋まつり オイコニア（高知） 橋本有子

市民健康まつり 高砂市民病院（兵庫） 橋本みさ子

福岡県 柴田裕子

高知県 塩見千代子

ぶどうの収穫祭 グループホームぶどうの樹（福岡） 村田照子

九州の女祭2012 福岡国際会議場（福岡） 秋吉美千代

平岡介護福祉専門学校（福岡） 久保・佐藤

大谷短期大学（福岡） 斉藤・中山その他･大学の学園祭

リレー･フォー･ライフ


