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７期生２１名が誕生！ 

３年振りに第７回傾聴ボランティア養成講座を開講 

 平成 28 年 5 月 13 日から泉ふれあいホームにおいて応募者 29 名により第 7 回傾聴ボランティア養成講座が開催

されました。6 月 10 日に最終回の講義を終了して 26 名の方に修了証が手渡されました。 

 そして、２１名の方が、傾聴ボランティア・モモの会員として登録されました。 

講義の内容は「グループみみ」の講師の方々により 

１日目：傾聴とは？（講師：前田房子さん）  

２日目：技法①受容と共感（講師：武川千鶴子さん） 

３日目：技法②ロールプレー（講師：徳増静子さん） 

４日目：泉区内の高齢者施設で傾聴実習 

５日目：振り返り（講師：徳増静子さん） 

及び今後の活動について（モモ役員が担当） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    講師の先生方とお手伝い頂いたモモの皆さん 
養成講座では講師として「グループみみ」の武川千鶴

子さん、前田房子さん、徳増静子さんとスタッフとしてモ

モの役員及び多くのモモの会員の皆様にお手伝いいた

だき無事終えることが出来ました。 

ご協力ありがとうございました。 

 

月例会の会場も手狭になりました 

 

 

 

 

ロールプレーに取り組む受講生 

 

徳増初代代表が相談役に 

昨年１２月に徳増顧問、今年２月に萩原前代表が退会

され役員が２名欠員となりました。第７回養成講座では

徳増さんに「グループみみ」の講師と併せて、第５日目の

振り返りのファシリテーターをお願いいたしました。 やは

り徳増さんは傾聴ボランティア・モモにとって、なくてはな

らない人であることを再認識いた 

しました。 そこで役員で協議の 

上、モモの「相談役」をお願いし 

たところ快諾してくださいました。 

 ７期生が入会した今「傾聴の基 

本」を中心とした勉強会やスキル 

アップに力を貸していただきたいと 

願っています。 

何よりも徳増さんの笑顔がまた 

見られることを私たちは喜んでいます。三島教子さんの作品 

  

◇私たちは、相手の方の話を、ひたすら聴き、そのまま受け入れ、 

その方の心に寄り添います。ともに充実した時間を過ごせること 

を目指しております。また、お聴きした話は、いっさい他の人に 

は話しません。 
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養成講座受講生の実習を終えてのＱ＆Ａ 

 
第７回養成講座で受講生は、高齢者施設で傾聴の実習をしました。実習後提出された実習レポートには疑問・質問

など記されていました。７期生にとっては、第１回目となる８月の月例会の勉強会は、久しぶりの徳増さんにファシリテー

ターをお願いし、７期生の１４の質問、疑問に対し①１～４期生、②５～６期生の出席者全員に対応法を答えていただ

きました。一部を掲載いたします。 

 

Ｑ１．しっかりと話しをされる方、明るい話でも会話より、

８０％の傾聴をした方が良いか？同じ方とお話し

をすることがあるのか？ 

〈対応例〉   

① お話が好きな方であれば、思う存知分お話をし

て頂いて、自分は聴く側に回り、あいづち等を入

れて、しっかり聴くという態度が、その方にとって

は気持ち良いのではないかと思います。 

② ご利用者様の話しを聴くということが傾聴なので、

相手の話している言葉を、一語一語見逃さない

ように一生懸命聴いて、その中に聴いて欲しいと

いう言葉があったら、それを見逃さないでパラフ

レーズの様に返して相手の反応を見る。 

〈まとめ〉 

明るい話であっても、暗い話であっても、傾聴で

伺った時には雑談でなくて傾聴という形でお話を伺

います。いっぱい話してもらって気持ち良くなってい

ただきます。「あゝ明るい話だわ」「これは普通の会

話だわ」と思っていい加減に聴くのではなくて、その

話を一生懸命に聴くということが大事だと思います。

また同じ方とお話はします。 

 

Ｑ２．まずは相手の事を知りたいという気持ちにな

り、年齢や家族、出身地など個人的な質問をし

たくなりますが、こちらから聞いてはいけない

事があれば教えていただきたい。 

〈対応例〉 

① お話しの流れによりますが、個人情報やプライバ

シーにかかわる事を正解ではないと思いますが、

その流れの中でご家族の話しが出たりしたら、

「ではお父様は」とか「お子さんは」と聴くかもしれ

ません。けれどもその方を知りたいために、まず

個人情報を聴く事はありません。初めてお会いし

た方であったら、その方が私に何を話して下さる

かと待ちます。せっかくお会いできた方なので、

その空間や、時間を大切にしたいと思うと、いま

自分の前にいる人は世界中で一番大事な人な

んだと思え、多分その方が何をおっしゃってくださ

るのだろうかと待つことが出来ると思います。        

② 戸籍調べではないので、質問はあまりしません。 

〈まとめ〉 

   その人を知りたいための質問はしない。それは私達

の興味です。「この人幾つかしら」とか「この人の家

族はどうなっているのかしら」とか、そうではなくて、

その人が何を話してくれて、自分は、あいづち等を

入れて、しっかり聴くという態度が、その方にとって

は気持ち良いのではないかと思います。 

 

Ｑ３．最初の話しはじめ方が難しい。ご挨拶のとっ

かかりのようなのをアドバイスして欲しい。 

〈対応例〉 

① いつも難しい顔をして相手にしてくれない人だっ

たが、きれいな指輪をしていたので「きれいな

指輪ですね」と言ったら、それを切っ掛けにして

話をしてくれた事がある。ほめる言葉を言って

みる。そうゆう目を養う事も大切です。 

② 名札をみせて最初に挨拶する時にその人を見

てその人に合わせた挨拶に変えている。 

① 簡単な挨拶をして断られても傍により添ってみ

る。時間が経てば話が出てくる。 

②  傍に座らせて頂いてのんびりした雰囲気でた

わいのない日常的な話から切っ掛けを作って

いく。 

〈まとめ〉 

はじめての方は沈黙が怖いから、挨拶のようなとっか

かりの言葉が必要かなと思っていると思う。沈黙を恐

れず傍に寄り添っていると、お話は出てくるはずです。 
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                         傾聴する施設を訪ねて・第 ８ 回 

介護老人保健施設「ゆ め が 丘」 

地域に支えられる活力ある老健を目指します！ 

相鉄いずみ野線「ゆめが丘駅」から和泉川沿いに歩い

て徒歩 10 数分の緑濃い木立の間に立つ介護老人保健

施設「ゆめが丘」を施設リーダーの久保田和子さんに同

道、支援相談員の太田初望さんにお話しを伺いまし

た。 

介護老人保健施

設「ゆめが丘」は平

成 11 年１０月、湘

南鎌倉総合病院の

後方関連施設として、

開設され、病院での

症状が安定し入院 

治療の必要のない    左：久保田さん  右：太田さん 

方に対し、在宅で生活出来るように生活介護を受けなが

ら、集中的にリハビリを受けていただく施設です。 

また認知症の方にも、リハビリテーション・看護・生活サ

ービスを提供する施設です。入所は 1 か月以上の入居

となりますが、特別養護老人ホームの様に永住する施

設ではありません。リハビリを頑張って在宅、あるいは在

宅に近い施設へと送り出す中間施設としての役割を担っ

ています。 

またショートステイ（短期入所）として、ご家族の方が病

気療養、旅行、行事参加、介護疲れなどで介護できな

い時に、ご利用者様を短期間（数日～１か月未満）お預

かりしています。 

現在ショートステイを含めて入所定員は、100 床（内

認知療養は 46 床）です。 

 そしてリハビリテーションのスタッフを増員したのでデイ

ケアも１日定員 50 名となっています。 

デイケアも療法士が１対１で付くので、安心してお任せ出

来るという評価を受けています。デイケアでの短時間サ

ービスは「入浴や食事はいらないがリハビリはしっかりと行

いたい」という方のために午前か午後の２時間～３時間

実施しており、特に男性に好評のようです。また、長時間

のサービスもあります。 

施設の内部は、窓が全面にあり円形ステージのような

形のリビングも広々していて、窓越しに見える景色も良く、

リビングでの車椅子の移動もスムーズです。傾聴活動も

余裕を持って出来る環境だと思いました。 

傾聴ボランティア・モモの会員はこのような施設で傾

聴活動を行っています。傾聴の効果について、お話しを

お聞きしました。 

ご入所者様は「話しを聴いてもらって良かった」と言う方

が多くいらっしゃいます。とくに認知症の方は、おしゃべり

する相手がなかなか見つからず、繰り返しの話をゆっくり

と聴いてもらえたと思えることが、普段の生活の中では少

ない状況にあります。傾聴の人に話を聴いてもらえると、

「やっと話を聴いてもらえた、私を認めてくれた」という喜

びを感じている方がたくさんいます。とてもご本人にとって

うれしい事なのです。 

 介護職員の数が少ない日もあり、本来であればご利用

者様のお話しをきちんと聞いて、余裕を持って対応した

いところですが、なかなか出来ていません。それを傾聴

の方が補ってくださっているのが有り難いです。皆さんが

入所者様と顔なじみになっているので、「あゝ来てくれた

のね、何度も来てくれているね」といった安心感もありま

す。訪ねて来て「あゝこの人知っている」と思うところから

信頼関係の深さを感じています。 

 施設からのお願いとして、 今モモさんに、デイケアでの

傾聴をお願いしています。ただし活動時間が、午後にな

りますので、是非実現できるようご検討いただきたいと思

っています。  

これからも地域に開かれた

施設でありたいと願っており、

秋に「ゆめが丘祭り」を開催し

ます。利用者様、そのご家族

様、施設の職員そして地域の

方々と一緒に楽しく交流出来

ればと願っています。 
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◇新橋ホームのふれあい祭りに参加して◇ 

 ７月２３日（土）「横浜市新橋ホーム」のふれあい祭りに

お招きいただきました。７期生二人も加わって５人で出か

けました。 玄関を入ると入所者様の手作りのタオル掛

けやキーホルダーがならべられ、新橋地区の皆様の竹

炭や野菜があって、地域ぐるみでのホームのお祭りという

温かい雰囲気でした。 

 入所者様もおしゃれをして嬉しそう、職員さんの綺麗な

浴衣姿も素敵、盛り上がっています。元気な高校生ボラ

ンティアもいらっしゃいました。 

 入所者様の「夏の思いで」「港町１３番地」のコーラスで

始まってハワイアンや太鼓、最後は盆踊りを大勢で踊っ

て大賑わいでした。 

 特に入所者様の太鼓や歌を聞いて踊って食べての楽

しそうな笑顔が印象に残りました。  （５期：枝裕子記） 

   

 

 

グリーンヒル泉・横浜で夏祭り開催 

今年も８月６日（土）特別養護老人ホーム「グリーンヒ

ル泉・横浜」にて恒例の夏祭りが行われました。 

前庭に設置された屋台では、職員さんの手作りが出

揃い、カレー、豚汁、焼き鳥、たこ焼き、焼きそば、綿菓

子、かき氷等食欲をそそる物ばかりでした。 

 ゲームでは、ヨーヨー、射的が例年より早く完売となり、

射的は入所者さんのお

孫さんたちに大人気でし

た。 

太鼓の演奏に始まり、

毎年好評の職員さんに 

よる、よさこいそうらん節

踊り、そして、庭内を入

所者の皆さんも一緒に

なって盆踊りを楽しんで

居られました。 

(１期：高橋千鶴子記）              

                   お祭りを楽しむ皆様  

 

 

◇相生荘の納涼祭◇ 

 ７月１６日（土）毎年恒例の納涼祭が開催されました。 

 今年は昨年と異なり好 

天に恵まれて夕方から 

は中庭で盆踊りが始まり 

そろいの法被をきた入所 

者様、職員の皆さん、地 

域の皆さんと一緒に「鼓鶴 

会」の和太鼓に合わせて「炭鉱節」「東京音頭「泉区音

頭」などの輪踊りを楽しんでいらっしゃいました。 

 

白寿荘の納涼祭に参加して 

８月７日（日）に白寿荘の納涼祭に参加してきました。 

白寿荘は養護老人ホームと特別養護老人ホームが併

設の施設です。普段活動しているメンバーに代わり参加

しました。 

参加ご家族は、幼児、生徒から青年、中高年まで幅

広く、また地元で募集した運営ボランティアの姿も見られ

て、活発な夏祭りだなあと思いました。 

メイン会場の集会室では、太鼓や盆踊り、フラダンス、

抽選会が行われ、隣接する中庭を中心に模擬店が並び、

これぞ真夏と思わせる抜けるような青空の下、皆さんの

笑顔が印象的でした。（６期：三ケ田博之記） 

                                         

 

ヴィラ泉祭り開催 

８月２７日（土）介護老人福祉施設 ヴィラ泉で「ヴィラ

泉祭り」が開催されました。 あいにくの雨模様でしたが、

たこ焼き、焼きそば、カレー、かき氷等の食べ物とスーパ

ーボールすくい、ヨーヨー釣りなどのゲームに、皆様興じ

ていました。又横浜隼人中・高等部太鼓の演奏が花を

添えていました。 

 

◇編集後記◇無事養成講も修了しました。新たに入会

した７期生は活動施設も決まり、新戦力としてスタートし

ています。真剣に取り組んでいる姿を見ると、我々も

初心に返って頑張らねばと刺激を受けています。無

理をせず一日一日を大切に過ごしてください。     


