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平成２７年度がスタート 
平成２６年度の「傾聴ボランティア・モモ」の活動と新年度の活動方針をご報告いたします。 

会員の皆様の日頃の努力により、「傾聴ボランティア・モモ」は泉区の地に根を張り結実してきました。 

さらなる充実のために、本年度は「第７回傾聴ボランティア養成講座」を実施する予定でしたが、会場として

予定していた「泉ふれあいホーム」が耐震工事のため使用不可能となり、残念ながら断念いたしました。来年

度には実施する予定です。 

◇平成２６年度の活動報告◇ 

（１）会員数の推移 

平成２６年４月１日      ５８人 

        期中の加入 ０人  期中の退会 ９人 

平成２７年３月３１日現在  ４９人 

 

 （２）平成２６年度に実施の主な行事 

H26.07.04.  勉強会(講師：志村富美子さん)「１２年間の傾聴体験を通して」 

H26.10.31.  会員親睦会「丹沢大山」 

H26.11.07.  勉強会（講師：武川千鶴子さん）「ロールプレー」 

H26.12.05.  会員忘年会 

H27.02.27.  泉区社会福祉大会に於いて「モモ」の会員６名が受賞 

H27.03.13.  勉強会（講師：西野昭伸さん）「目指せ聴き上手・腹話術による」 

H27.03.23～ 「区民活動紹介展」による活動紹介 

◇平成２７年度の活動方針◇ 

①月例会を全員参加で開催 (情報交換と相互研修) 

②個人宅での傾聴ボランティアの充実 

③病院での傾聴ボランティアの充実 

④外部講師を招き、勉強会を開催 

⑤「モモ通信」の定期発刊 

⑥新しい施設訪問先の開拓                                 三島教子さんの作品 

⑦外部からのモモへの講演依頼を受け、「傾聴ボランティア」の啓発        

⑧レクレーション、親睦会、茶話会の実行 

 

 

～あなたの気持ちを聴かせてください～ 

◇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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３月の勉強会 

          「めざせ！聴き上手」     講師：西野昭伸さん 

３月の勉強会は川崎市「ふれあい三輝会」の代表西野昭伸さんをお招きして、傾聴ボランティアとの出会い、

体験、そして腹話術、手品を使って傾聴の啓発を考えられたいきさつなど、多岐にわたるお話しと、「めざせ！聴

き上手」と題して、相棒のクーチャンとの腹話術を楽しみながら、傾聴の基本を勉強させていただきました。 

 

傾聴との出会い 

西野さんが、来年は退職しようと決めた時には全く趣

味も特技もなかった。しかし妻の

「ぬれ落ち葉」だけにはなりたくない

と考えていた時に丁度テレビのニ

ュースで傾聴ボランティアを知った。

話しを聞くだけなら出来るのではな

いかと思い、すぐに１０日間、４０時

間の傾聴ボランティア養成講座を

受講した。 

そして傾聴ボランティアを始めるに当たり、机の前に

「無理しない事。人の為というよりまず自分の為」そして

「人生の四分の一はボランティアだ」というスローガンを

掲げて活動を始めた。 

 ここまでのお話は、多くの男性が、定年退職後の第二

の人生をいかに過ごすかと考えた時、とりあえずボラン

ティア活動でもしてみるかという結論に達するかと思い

ます。 

 ここで西野さんが並みの男性と違っているのは、養成

そして「めざせ！聴き上手」という題名で腹話術の台本

を作り、傾聴ボランティアの広報をやってみようと考えま

した。台本の中に傾聴の大切さ、重要さ、基本といった

ものの内、８つの項目を入れようと思いました。 

それはつぎのような項目です。 

１．相手の言葉を先ず繰り返す。オウム返しをする。 

２．「聞く」と「聴く」の違い 

「聞く」は意識しなくても自然と聞こえてくるもの。   

一方「聴く」は耳で相手の声

を聴き、目で相手を観察し、

そして心で相手の気持ちに

寄り添う。その上、心と目を

＋（プラス）して心を相手に

傾けて注意深く相手の話を

聴くという事です。 

 

３．好きな格言「神は私どもに２つの耳と１つの口を与え

給うた。それ故、私どもはより多く聞き、喋ることを少なく

する必要がある」 

 

４．３つの「す」のつくほめ言葉  

「すばらしい」、「すごい」、「すてき」、この言葉を使っ

て会話すると、相手の方が好意を持ってくれるはずで

す。 

５．人の話は否定しない。「でも」とか「しかし」という言 

葉を意識する。そして相手の話に口を挟んで横取りし

ない。 

６．相手が求めるまではアドバイスしない。 

７．３つの「そ」 「そうなんだ」、「それで」、「それは」 

 （１）「アーそうなんだ」「あーそうなんですか」 

 （２）「それで、どうなさいました」 関心を持つ言葉 

 （３）「それは大変ですね」 労い、共感の言葉 

８．言いたいことは二言目に,一言目はまず受け止めて。 

これらを５つに絞って腹話術の台本を作られました。 

また、傾聴の言葉の中で１０３歳になる日野原重明

先生の言葉が印象に残っているとのことです。 

それは、私たちが高齢者施設で昔話をお聴ききすると

き、「楽しんでお話しをしていただくことは、その方にとっ

て人生を２度生きることだ」という言葉です。 

西野さんの講演は、次のようにまとめられました。 

「私自身本当に傾聴ボランティアのお蔭で退職後そろそ

ろ丸５年ですが楽しい生活を送っております。自分の気

持ちを５・７・５でまとめてみました。『寄り添って、心通わ

す、ボランティア』と言った心境です。傾聴の仲間に感

謝しぬれ落ち葉にならなくてよかったと思います」 

勉強会は相棒のクーチャンとの腹話術による「めざ

せ！聴き上手」そしてマジックにより大いに楽しませてい

ただきました。 

 西野さんには２０１１年５月に朝日

新聞『５５プラス』の記事で最初にお

目にかかりました。次に同年６月の

モモの養成講座に聴講生として参

加されました。そして今回勉強会の

講師としてお招きいたしました。 

ご縁を感じました。                             

朝日新聞の記事 
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                      傾聴する施設を訪ねて・第 ６ 回 

特別養護老人ホーム「グリーンヒル泉・横浜」 

ひとの温度を感じとることができるケアをめざして

 今回お訪ねした特別養護老人ホーム「グリーンヒル

泉・横浜」は、相鉄線「いずみ中央駅」と「ゆめが丘駅」と

の中間、緑濃い丘の上で、ウグイスが鳴き、リスがフェン

スの上を走り回るような環

境の中に立地しています。 

生活相談員の寺本晴美さ

ん（写真右）、水谷美由紀

さん（同左）にお話をお聞き

しました。 

 当施設は平成１７年４月開所されました。横浜市とし

て個室ユニットケアの特別養護老人ホームは一番初め

に出来た４施設の内の一つでした。当時は従来型の大

部屋の施設と違い、お一人おひとりに合わせた個別的

なケアをどう生かしていくかに苦慮されたそうです。今年

１０周年を迎え個別対応にも慣れた現在は、１２０名の

ご入所者様とショ－トステー１５名の方々お一人おひとり

の生活リズムを居室担当者が把握して介護スタッフと共

に２４時間体制でケアしています。 

 ほとんどの施設は１０人で１ユニットですが、「グリーンヒ

ル泉」の場合は９人で１ユニットと６人で１ユニットとなっ

て２つが同じ数あります。そのユニットで仲よく出来るか、

利用者同士の関係性とか、相性とか、色々な事を勘案 

傾聴ボランティアの事 

 ケアプランを立てる会議で、職員の話し相手だけでは

足りなくて、傾聴ボランティアに入って欲しいという意 

見が出ることがあり、モモさんに依頼して傾聴に入てもら

うと、椅子を持ち込んで腰を据えてお話を聴いていただ

くことは、すごくありがたいし、ご入所様の表情が確かに

違います。 

日頃お話し好きの方が、横になることが増えて、会話

が減ってしまったという事で傾聴に入っていただくと、「今

日は良く話しをしてくれて、仕事をしていた時の話をしゃ

べってくれました」と聞くと、入っていただいて助かったな

という事があります。傾聴ボランティア・モモは設立当初

から傾聴をお願いしています。現在は同じ人が同じご利

用者様のところに入ってくださっているので、心を許して

色々な話しが引き出せるのかなと思います。 

 「グリーンヒル・泉」では「我が家だったら」の視点のもと、

ご入居様一人ひとりが「自分らしい生活」を送れるように

支援し、みとり介護の段階になっても極力住み慣れたお

部屋で、お世話に慣れた職員がそのまま対応していま

す。 

 傾聴活動後の楽しみは、野菜直売が開かれ新鮮な

野菜が入手出来ることです。 

してメンバーが決まっていきます。  

 

傾聴ボランティア施設訪問活動記録 

 年度末会員数 訪問施設数  延べ訪問回数 （回） 延べご利用者数（人） 

2007 年 19  5   342   923  (人)  

2008 年 37 14   780 3,331 

2009 年 53 16 1,113 3,616 

2010 年 44 17 1,219 3,525 

2011 年 62 16 1,386 3,864 

2012 年 51 18 1,452 3,513 

2013 年 58 20 1,437 2,906 

2014 年 49 22 1,421 2,719 

 平成２６年度の「傾聴ボランティア・モモ」の施設活動状況をお知らせいたします。年度内に９名もの退会者があ

ったにも関わらず、延べ訪問回数は微減で済みました。今年度は個人宅での傾聴活動も本格化いたします。 
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◇泉区社会福祉大会で「モモ」の会員が表彰◇ 

平成２７年２月２８日泉公

会堂で開催された 

第２８回泉区社会福祉大

会で、齋藤三美さん、加藤

春子さん、岡本恭一さん、

金子瑠美子さん、久保田

和子さん、長岡容子さんの

６名の方々が〈福祉団体

自主活動功労〉(福祉団

体活動を５年以上行い、

功績顕著な個人)を受賞し、下村泉区長及び泉区社会

福祉協議会西ヶ谷会長より感謝状を授与されました。 

尚、当日はモモの会員５名が運営スタッフとして参加

いたしました。 

来賓者受付を

高橋千鶴子さん、

町田洋子さん、大

石訓代さん、村山

久代さんの４名、

そして会場係を米谷登さんが担当されました。 

 

◇「傾聴ボランティア・モモ」月例会の報告◇ 

（１）平成 26 年度の月例会の出席状況 

傾聴ボランティア・モモは、毎月の月例会の全員参加

を原則としています。 

平成２６年度の出席率は７０％、その中で皆勤された

方は１１名でした。色々の事情もあると思いますが、傾聴

を志す者としてスキルアップに欠かせない集まりですので、

許す限り、ご出席ください。 

（２）今年度月例会のスケジュール 

27 年度も区民利用施設優先利用団体登録されまし

たので、引き続き中川地区センター利用が決定いたしま

した。毎月第一金曜日の開催ですが、２８年１月と３月は

第２週の金曜日となります。 

又、毎年８月の出席率は最低です。会員から暑さも厳

しいので夏休みにして欲しいとの要望がありましたので、

今年度は８月を休会といたします。 

 

 

◇区民活動紹介展に「モモ」の活動紹介◇ 

 平成 27 年 3 月 23 日～4 月 3 日まで泉区役所区

民ホールに於いて「区民活動紹介展」が開催されました。

今回「傾聴ボランティア・モモ」ではパネル展示により 

「傾聴」の啓発を行いました。 

4 月１日には会員の野口みちのさんと岸田ミナコさんが

会場係りをされました。お疲れ様でした。 

 

◇「泉ふれあいホーム」が貸室利用一時休止◇ 

 傾聴ボランティア・モモが養成講座や講演会、「モモ・

通信」その他の印刷等に利用させていただいていた「泉

ふれあいホーム」が相鉄の橋脚耐震工事に伴い、平成

２７年４月１日～１１月３０日の間、部屋の貸出を一時休

止しています。傾聴ボランティア・モモでは今年度「第７

回傾聴ボランテイア養成講座」の開催を予定していまし

たが、やむを得ず次年度に延期いたしました。 

 尚、印刷機、コピー機は従来通り

使用可能ですので、「モモ通信」、

月例会のレジメ、その他の資料の

印刷に支障はありません。 

 

《編集後記》 

第１３号をお届けいたします。新聞発行に携わるようにな

り、時のたつ速さに戸惑っています。皆様から、訪問施

設での行事情報や企画の提案などいただきたいと思い

ます。また、２年間にわたりカットを描いていただいた久保

田和子さん。お忙しい中、素敵な絵をありがとうございま

した。代わって今号は再登場で三島教子さんに描いてい

ただきました。今後ともよろしくお願いいたします。  

季節の変わり目です。お身体に十分気を付けられて傾

聴活動にお励み下さい 

 




