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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、当協会の活動にも多大な影響を及ぼしました。2020年3月、ほぼすべての
協会活動を休止。しかし感染拡大が長引くにつれ、どうすれば活動を再開できるのか、withコロナでの活動に向けての
模索が始まりました。

2020年 1月 国内での新型コロナウイルス感染症発生

2021年 4月 入門講座のカリキュラム変更

コロナ禍における子育て支援

3月 訪問ボランティア活動および講習会の全面休止
　　20周年記念式典の開催中止決定

5月 初の書面表決による通常総会実施

7月 理事長交代

8月 危機管理委員会設立、ガイドラインに沿って一部活動開始

9月 オンラインへの取り組みがスタート
2020年の大牟田市豪雨災害義援金のチャリティーとして、協会初のオンラインセミナ
ーを会員向けに実施、以降毎月第3土曜日に１時間、定期的に開催。開催する方も受
講する方も初めてで、繋がらない・開かない等々、当初はお互い手探りだったが、画
面を通して全国の会員の方と繋がることができると好評で、年間11回延べ170名の
会員が参加。2022年度も全10回の開催を予定。

日総研の隔月刊誌「臨床助産ケア」に、子育て支援のふれあい「インファントセラピー」
が４回連載で紹介。反響が大きく「オンデマンドセミナー」の依頼を受けた。秋吉統括
講師長のもと助産師と講師３名でチームをつくり、カリキュラムを検討。理論と実技を
含め150分のインファントのセミナーを初めてオンデマンドで開講した。

子育て支援を行うインファントセラピストは『今の時期だからこそ親子にケアを』
と、模索しながらも、各地で子育て支援に携わる施設と連携して活動を継続。安ら
ぎを求めワークショップに集う親子が笑顔になり、「家でもやってみます」と元気
に帰っていかれる姿に喜びをいただいている。活動制限中であっても、私たちにで
きることからまず一歩、踏み出している。

これまで対面で行われていた佐賀県介護福祉研修を、2021年度は秋吉統括講師長の
講話とスキルアップの録画で実施。画面ごしではあっても、秋吉の変わらない笑顔とパ
ワーで「手のぬくもりの大切さ」が充分に伝わるものであった。

協会活動の自粛が続く中、対面し施術を行う「ハンド＆アームケア」から感染リスク
の低い「レッグケア」に入門講座のカリキュラムを変更。協会の危機管理マニュアル
に基づき細心の感染防止対策をとった結果、感染者の発生はなかった。

総会は書面表決で行われた
秋吉美千代、理事長退任

(2020年6月30日)

対面での実技は双方がマスクとフェイスシールドを着用▶

コロナ禍での被災地支援　　　
被災地を訪問してのケア活動ができないため、会員有志で寄附を募り、熊本県人
吉市(令和2年7月豪雨被災地)、福岡県・大牟田市社協(同)、熱海市(令和3年7月伊
豆山土砂災害被災地)に義援金を贈った。

協会会員や受講生等が安心して安全に施術活動や人材育
成等を展開できるよう、危機管理に寄与することを目的に
設立。メンバーは、看護職4名と全国ブロック&支部長会会
長、秋吉統括講師長の6名で構成され、「活動別行動マニュ
アル」を作成、講座やケア活動の指針を提案したほか、活
動状況を事前に把握し安全に活動できるよう支援した。
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2020年7月、協会設立以来15年にわたって代表を務
めた秋吉美千代理事長が退任して名誉理事長に就任
し、新たに城戸由香里が新理事長に就任しました。そ
れからまもなく2年。理事長交代の背景や、それぞれの
思いを聞きました。

城戸理事長が新理事長となられてからここまでを振り返ってみて、いか
がでしょうか。 
城戸(以下.城)：本当にあっという間というのが1つと、秋吉先生
がいつも「コロナという、いらんもんまで一緒に預けて…」てお
っしゃるんですけど、今振り返って見ると、とても不謹慎かもし
れないけど、コロナがあったからこののんびりゆっくり型でこれ
たのかなと。
だから、少しずつ活動が活発化していくところから、私がどこま
で一緒に早足で行けるのか、ちょっと今からが怖いなと思って
いるくらいです。
秋吉(以下.秋)：ちょっとホッとしました。ありがたいです。
 
秋吉先生は前身の「セラピーケア・ネットワーク(以下TN)」(2002年4
月設立)から通算すると、18年理事長を務めてこられたわけですが、特
に心に残っていることを教えてください。 
秋：「TN」の前に、日本赤十字社福岡県支部特殊奉仕団(ボラ
ンティア団体)の代表をしていたんですね。でも、さらに心のケ
アを深めたいと思って「TN」を立ち上げて、何年かは2つの団
体の両方で代表をしていました。
設立時に赤十字奉仕団の仲間も何人か入ってくれたんですが、
ボランティア活動先は同じだったから、「来週どこどこにいくん
だけど、来てくれる？」って電話をした時に「TNでの活動です
か？赤十字奉仕団の方ですか？」って聞かれたんですね。それ
で「今日はTNよ」って言うと、上手にお断りされて。でも、赤十

字奉仕団の方だと言うと来てくだ
さる。
城：うーん。
秋：その時、「日本赤十字社のボ
ランティア」と、「民間の何か分か
らないボランティア」の違いを嫌
というほど体験しました。
で、これは自分が持っている団体
をなんとか法人化して確かなも
のにしなくてはならないと思うよ
うになりました。赤十字で何年も
ボランティアの勉強をしてきたん
だから、ボランティアで法人化で
きないのかなと思ったときに、あ
の頃(2004年頃)、タケノコのよ

うにNPO法人が誕生していたんです。一般社団法人よりは
NPO法人だった。それで夜間に開催されていた「NPO設立の
勉強会」に通って勉強して、NPO法人を立ち上げました。
城：そうだったんですね。
秋：でも、そこにはもう１つ理由があったんです。『いいんじゃな
い、死ぬまで(私が代表を)やれば』という声も耳にしていまし
た。でもそれでは私が死んだ時にセラピューティック・ケアがな
くなる。だからやっぱり法人格が必要だったんです。
で、法人をとったら、今度は認定NPO法人を目指したいなと思
うようになりました。それは、会員として私と一緒に歩いてくれ
る素晴らしい仲間たちに私を突き動かす力があったから。その
人たちのためにもと、書類などの審査が大変でしたが、無事に
取得することができました。
城：2014年ですね。福岡県の認定による1番初めの認定NPO
法人になれました。
 
約10年前から城戸先生を次期理事長にと考えておられたそうですが、
その理由は何だったのでしょうか。 
秋：第１印象なんですかね。「わー、この人、私の後にここをや
ってくださらないかな」って。たぶん最初出会った頃にそう言っ
てるんです。そしたら城戸さんから「まだ私、入ったばっかりで
すから」と言われて。「あ、そうでしたね」って(笑)。
城：ははははは。
秋：城戸さんは、私にないものを持っていらっしゃる。ご主人が
お医者さんだったり、城戸さん自身も高齢者施設を経営されて
いて、「いいな」って。生活のフィールドがすごく違う。そこで培
われた人脈にも期待がありました。
その頃は2人でしきりに夢を語っていました。お金にもならんよ
うな夢を2人で紡いていたんですけれども。そういうのって共通
するところがあるんですよね。クローン人間じゃないんだから、
引き継いだからって私と同じことをするわけがないし、できな
い。でも２人とも夢みる夢子ちゃん的なところがあって、私も安
心してお任せしようかなと思ったんじゃないかな。
あんまりそろばんを弾かれると、ウッと思ったかもしれません。
ただうちは自主事業型のNPO法人としてここまで20年以上歩
んできたので、やっぱり経営者の１人でもいらっしゃる城戸理
事長はこれからの協会を担っていってくださるにはとても相応
しい方だと思います。

触れることも対話することも、
今できないでいますけどね、
その大切さを逆にものすごく
知ったと思うんですよ。
これから出番が来たら
忙しくなりますよ
（秋吉）

秋吉美千代 × 城戸由香里

夢のつづきをともに紡いでいく

あきよし・みちよ
35年の在宅介護をきっかけに取
り組んだボランティア活動でセ
ラピューティック・ケアに出会
い、60歳より日本での普及を始
める。

対  　談
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１人ひとり面接をしたわけじゃありません。私の偏見と独断か
もわかりません。でも誰かが20年も代表をやった後をする人っ
てなかなかいないですよ。結局このタイミングを待つのにすご
いかかりましたが。
 
施設長を務めるかたわらで、全国規模の認定NPO法人の代表を務める
のは大変だと思いますが、それでもオファーを受けられた理由、どこに
魅力を感じたかを教えてください。 
城：セラピューティック・ケアって何か枠からはみ出た、ダイナミ
ックなうねりのようなものがあるんですよ。世界にも出ていける
ような。ノンバーバルだから。世界の誰にでも通じるし、はたま
た私の仕事場である障害児や認知症の方たち、あるいは精神
的な鬱の、上手に感情を出せなかったりとか、逆に出したいの
に言葉が上手にしゃべれない、そういう人たちへも触れること
で心の扉を開けるような魅力がある。
当初からそう感じて、なんとなくこれは自分のしたいことってず
ーと思っていたんです。
自分の父や主人の父が言っていたことなんですけど、「人が『し
てくれない？』と言ったことを名誉と思って頑張ってごらん」と。
私はとてもそんな…と思うけど、『周りの人から言われたことを
頑張ってみると、その枠にはまるくらいの人間に気が付いたらな
ってるんだよ』って。それはすごく自分のなかで思っています。
逆にこうやって声をかけていただいたってことは名誉なことだ
し、私をもうひと枠大きくしてくれるチャンスだったのかなって
受け止めて、少しずつ色んなことをみんなに支えてもらいなが
らですけど、頑張らなきゃと思っております。お恥ずかしいです
けど。 
実際に理事長になられて、1番驚いたこと、1番困ったことを教えてくだ
さい。 
城：驚いたことは、組織の大きさ。『理事長なんだから、ちょち
ょいのちょいで決めてよ』と言われた人がいましたけど、そうじ
ゃない、っていうことを実感しています。組織が大きく、歴史が
あり、秋吉先生が積み重ねてきたことが、そんな一朝一夕で右
から左へ変わったりするものじゃない。分かっていたはずなの
に、それは今すごく学んでいます。
理事長と言う名前はついているけど、まだ修行僧(笑)なので、
「理事長だから何とかしてよ」と言われても「すみません、まだ

そこまで修行が足りません！」という状態なので、そこは言われ
ても思うようにできないっていうか。秋吉先生は20年近くどん
なに苦労されたのかなっていうのも実感しているところです。
理事長に言えばいいんだって思って、あーだのこーだの言って
きた人もいるんだろうなと。それを受け止めていくのも必要。
その一方で、嬉しい驚きはやっぱり、1人ひとりの会員さんが力
を持っていて、志を同じくする人が集まったってことなんでしょ
うね。能力もあるし、この人たちに思いっきり能力を発揮してほ
しいし、頼りたいなと。
秋：色んなことがあんまり聞こえてこなかったのは、たぶん私が
動いているから言えなかったんだと思う。
どこへでも自分でボランティアに行くし、全国の会員さんのこと
も把握していたんですよ。今はLINEやFacebook、メール等い
ろいろあって、非常にコミュニケーションが取りやすくなりまし
た。これからはもっと、会員さんにそういう温もりのある情報の
伝達をしていきたい。
セラピューティック・ケアって、『右から何回』って、そういうの
じゃないんですよ。もっと大きな世界を見据えています。私はイ
ギリスから持ってきたけれども、逆輸入したいくらいの気持ち
でいます！
城：ユニバーサルケアですね。ボーダレスな。だからこそ私た
ちも、もっともっと学んでいく必要がある。
秋：もっと発展的に会員さんと一緒に、ボランティアでも進化を
していきたい。その組織のリーダーとしてどうしたらいいかと、
率先してやっていましたね。まず自分が学ばなければと。
ある時ボランティア先で、本人は嫌がっているのに、施設のスタ
ッフの方が歩行のリハビリテーションに連れていこうとされる
ので、なぜだろうと思って尋ねると、「廃用症候群が怖いからよ
」と答えられました。私は素人ですから、その時はその言葉を知
らなかったんですね。それで、福祉に関わる私が無知では困る
と思い、その頃すでに70歳を越えていたと思いますが、放送大
学で「福祉コーディネーター」を受
講し、資格も取得しました。リハビ
リテーションについての基礎知識
も得られて、勉強して本当によか
ったなと思っています。
城：ボランティア仲間や活動先施
設のスタッフからもたくさん学び
を得てこられたんですね。私も学
び続けます。
秋：『あんた、もう理事長じゃない
んだから、いい加減、大人しく引
っ込んでいて』って言わんでくだ
さい。定年がないんですから、ボ
ランティアには(笑)。

(2022年3月16日収録 聞き手：水上)

きど・ゆかり
高齢者介護施設の責任者を務め
るかたわらセラピューティック・
ケアの学びを深め、講師・副理事
長を経て2020年7月より現職。

両理事長の対談全文を
6回連載で、協会ホームペ
ージにて公開中。スマホで
もご覧いただけます。

撮影協力：
糸島SDGs Village 地球MIRAI
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太宰府市役所4階大会議室で行われた「令和2年度太宰府市功労・
善行表彰式」において、秋吉美千代名誉理事長が令和2年度の太宰
府市市民活動賞を受賞いたしました。
これは、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
してきたことを表彰していただいたものです。
地道に続けてきた活動をこうして公に認めて
いただけたことはたいへん嬉しく、ありがた
く、これまで秋吉を支えてくださいました皆さ
まに改めて感謝申し上げます。

1999年9月、当時、福岡県赤十字奉仕団の委員長として活動し
ていた秋吉美千代（現名誉理事長）が、5年間のボランティア活
動で生じた課題や疑問を解決するために、ルーツであるイギリ
スを訪問。到着翌日の7日、英国赤十字社ケント支部で受けた研
修でセラピューティック・ケアに出会い、「これこそが自分の求め
ていたケアだ」と強い感動を覚えました。帰国時には、日本から
自費で単身勉強に来た熱意や向上心を買われ、ケアの考案者で
あるサイアン・スコット氏から、「日本でも広めてほしい」という
言葉とともにテキストやビデオの教材一式を託されて、普及を決
意します。

当協会では、設立当初から、現在の協会理念を掲げ、セラピューテ
ィック・ケアを中心とした奉仕活動を各地で行ってきました。設立
20周年を迎え、設立時には想像も出来なかったような、さまざまな
社会環境の変化が訪れましたが、私たちが持つ『手のぬくもり』が
いろんな場面で活かされることも実感してきました。
組織も全国的に拡がった現在、これまでの協会理念を継承しつ
つ、私たちの『手のぬくもり』の環をこれからも拡げていきたいと
いう秋吉名誉理事長の想いを今一度、会員の皆さまと分かち合い
たいと考え、このたび、ミッションとビジョンを決定しました。
このミッションとビジョンのもと、今後、当協会はSDGsとしてもセラ
ピューティック・ケアに取り組んでまいります。

しかし、インターネットも普及していない時代、肩書きも立派な
経歴もない専業主婦がたった1人、ゼロから普及するのは、決し
て簡単な道のりではありませんでした。施設でのボランティアを
１人で始めて少しずつ知ってもらい、活動者を増やすために日本
語版テキストを製作したり教授法を構築したり、何度も分厚い壁
にぶつかりながら、無我夢中で走り続けてきました。
それから約20年、今では全国に900人弱の会員を擁する認定
NPO法人となり、理事長職も後任に譲りました。その間も、大学
教授との共同研究による科学的検証の成果を加えるなど、ケア
はどんどん進化し、複数の大学の授業にも取り入れられるまで
になりました。
けれども当協会では、これからもずっと秋吉がセラピューティッ
ク・ケアに出会った1999年9
月7日の感動と想いを忘れず
にいたいと思っています。
そこで、原点と初心を未来へ
と大切につないでいくため
に、このたび、9月7日をセラ
ピューティック・ケアの日と
定めました。
今後、さまざまなイベントも
企画していきます。

秋吉名誉理事長が太宰府市より表彰されました
2020年11月3日

協会のミッションとビジョンを創設しました

「英国発 セラピューティック・ケア 両手
で伝えるやさしいコミュニケーション」
(秋吉美千代・著)。セラピューティック・
ケアとの出会いが詳しく描かれた一冊。

◀太宰府市長より表彰楯を授与 太宰府市の教育長と

【私たちのミッション】
手のぬくもりで、あらゆる人々 に、

尊厳と幸せを

【私たちのビジョン】
手のぬくもりの環を各家庭へ、
そして日本から世界へ
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日本ホスピス・在宅ケア研究会全国大会
2021年10月16日

熊本

今年は人数制限をしての通常
開催とWEBでハイブリッド形
式で開催。メインホールでは、
午前中はミニ講座、午後からは
「在宅ホスピスを語る会」で、

秋吉名誉理事長が「余命告知から在宅看護を選択、家族
で寄り添った6ヶ月」と題して体験発表。ご主人に毎日セラ
ピューティック・ケアを行えたことで、悔いのない看護と看
取りができ、グリーフケアにもなったとお話ししました。交
流ギャラリーではポスター展示を実施。感染防止のためケ
ア体験は中止しましたが、デモンストレーションと説明を行
いました。(石田 眞理子)

在宅ホスピスフェスタ2022
～ふれあえない現在（いま）ぬくもりを届けたい～
2022年2月27日

福岡

医療法人城戸医院「未来塾」にて、自閉症・ダウン症の子ど
もたち15名と保護者を対象とした親子イベントを開催。年
少組と年長組の2回に分け、それぞれ最初の20分は別室で
子どもたちが的当て遊びなどで楽しく体を動かしている間、
協会セラピストが保護者に施術。その後１つの部屋に集ま
り、親子の「インファントセラピー」でふれあいました。
ふだんは落ち着かず動き回ってしまうことの多い子どもた
ちが最後まで約1時間、とても静かに座っていて、スタッフ
の皆さんがビックリしておられまし
た。ご参加の保護者の皆さんもとて
も喜んでくださり、私たちもたくさん
喜びをいただきました。(田中 芳美)

みんな笑顔にな～れ！
～福岡県レクリレーション協会「遊びの日」～
2021年11月27日

福岡

糸島の美しいサンセットビーチで行われたシンガーソング
ライター橋本昌彦さんによる「LIFE®いのち」星空上映会
に、8名の会員が参加し、開演前の１時間でたくさんの
方々にケアを体験していただきました。そのなかには、九
州大学ＳDＧｓデザインユニット長の井上滋樹教授が、満
面の笑顔で秋吉名誉理事長の施術を受けている姿も。
波の音を聞きながら施術者と受けている方との呼吸がぴ
ったり合い、ライアーの音色にのせて手のぬくもりを通し
てほっこりと心が開示され、まるで宇宙と一体化している
ように感じられました。
『手のぬくもりってこんなに温かくて気持ちがいいんで
すね。うっとりしました』とのお声を頂きました。
上映では子供から大人まで約120人の歓客が星空の下で
命の誕生の映像作品に涙していました。(河島 ゆかり)

「LIFE®いのち」糸島特別上映会
  2021年5月2日

福 岡

新型コロナウィルス感染拡大のさなか、関係者が何度も
議論を重ね、大変なご苦労の末、この日を迎えられた今
大会。初めてZOOM参加も可能となり、遠方の当協会会
員も参加することができました。
私たちは「看取りにセラピューティック・ケアを！」と題
し、秋吉名誉理事長が在宅でご家族を看取った事例を、
私が介護施設で入居者を看取る職員の想いについてポ
スター発表を行いました。
大会初日の1日を通して、ポスターの前で体験も行い、多
くの方に施術を受けていただき、熊本地区での入門講座
の受講希望者も得ることができました。
今回の大会テーマである
「ありがとう！って伝えた
くて」が主催スタッフか
ら伝わってくる、温かな
大会でした。
(城戸 由香里)
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Y.Dさん (鹿児島県)
間質性肺炎で入院している女性の患者様。常に家族が付
き添いをしていないと不安が強く、情緒不安定で、ナース
コールも頻繁でした。ある日、娘さんの結婚式でどうして
も一人で時間を過ごさないといけない状況があり、不安感
からか数日前より表情が暗く笑顔がありませんでした。
「今日は結婚式ですね。後で写真を見せてもらいましょう」
と声をかけ手を握ると、強く握り返してくれたので、「手の

マッサージをさせてください」と話すと、「うん」と頷かれ
ました。呼吸を合わせ、ハンド＆アームケアを始めると
徐々に表情が柔かくなり、目を閉じられました。「ありが
とう」「苦しいのが、よくなった」と。その夜は、落ち着い
ておりナースコールも少なかったのです。短時間で「声か
け」「触れる」ことで、穏やかな時間を共有でき安心感へ
と繋がったことに、とても感動しました。

当協会の活動を応援してください！

　誰も想像していなかった「人に会う事が難しくなる時代」。
今こそ初心を思い出し『どんな気持ちでセラピューティッ
ク・ケアと繋がったのかを振り返ってみよう！』とLINEを
使い支部メンバーに呼びかけたところ、いろいろな意見を
寄せてくれました。
　介護職Yさんは日々の業務に何かプラスしたいと考えて
いたとき、入門講座の新聞記事を見て『これだ！』と思われ
たそうです。リレー・フォー・ライフでセラピューティック・
ケアに出会い、癒しの必要性を感じ『自分にも出来るかも』
と入門へ進んだという方たちもいらっしゃいました。
　病院も施設も訪問できない状況のなか、昨年は70代の

セラピストEさんから
『私、ふれあいカフェ
でセラピューティック・
ケアをやります！』と報
告があり今も通信教育
受講を継続中です。苫
小牧市事業の産後ケア
『Mom’sサロン』は
新年度も継続となり4年目に突入しました。
　これからも両手のぬくもりと笑顔をいっぱい皆さまのも
とにお届けに伺います。

各地区たより ～ 苫小牧 ～連 載 日本全国にいる会員の皆さんの活動や思いを知り、
つながりを感じるための連載企画です。

新しい取り組みを模索し行動に移しています 苫小牧支部長　森本 淳子

当協会は2014年7月、福岡県より認定を受け、福岡県の認定による最初の「認定NPO法人」となりまし
た。認定NPO法人は、運営組織や事業活動が適正であり、公益性の高い活動をしていると認められた団
体で、1口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います。皆さまの温かい
お気持ちを手の温もりに変え、一人でも多くの方にお届けできるよう、ぜひ当協会を応援してください！ 
■お振込でのご寄附
協会HPより「寄附金申出書」をダウンロードしてご送付いただき、下記の口座にお振込みください。
ご寄附専用口座　ゆうちょ銀行 01770-6-166454 (特非)日本セラピューティック・ケア協会  　
　　　　　　　　(通信欄に、お名前・ご住所をご明記ください)
　＊他金融機関からお振込みいただく場合は、
　　　　　　　　ゆうちょ銀行　一七九(イチナナキユウ)店(179)　当座　0166454
　　　　　　　　特定非営利活動法人日本セラピューティック
 
■スマホで応援する　～ソフトバンク「つながる募金」をご利用ください～
ソフトバンクのスマホやPCから簡単に当協会へのご寄附ができます。ソフトバンクスマホをご利用の
方なら、携帯電話の利用料金のお支払いと一緒に継続的なご寄附が可能。またソフトバンク以外のス
マホからもクレジットカードによるご寄附が可能です。

■皆さまからいただいたご支援の使いみち
当協会では生老病死すべての場面で、手のぬくもりを通して、心のぬくもりをお届けしています。
いただいたご寄附や支援金は、高齢者支援、子育て支援・産後ケア、被災地支援などの公益活動に使わせていただきます。

3.000円以上のご寄附は税控除
の対象になります。確定申告を行
うことで、ご寄附の最大約50％
が戻ってきます。控除を受けるた
めには、寄附金申出書など所定の
手続きが必要となりますので、お
住いの市町村にお尋ねください。

詳しくはHP
https://therapy-care.net/
donation/ をご覧ください。 
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