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相原真由美

1. あんしんの場 （理事長 宇治木敏子）
2. タッチ❤オンラインセミナー
3. オンライン受講者の皆さまから「喜びの声❤」
4. 令和３年３月 心と体の健康大学

タッチの乳幼児虐待予防活動へのご支援を
よろしくお願いいたします！

5. 協力団体様のご紹介

つまり、タッチの活動は、親の育児ストレスを軽減させ、
虐待リスクを減らすだけではなく、
子どもの一生にとって、かけがえのない
「安心の場」という贈り物を手渡す
大切な社会貢献活動なのです。
日一日と春の気配を感じる今日この頃、皆さま

現在、私たちはおりづるタワー10 階エソール広島で親子 5 組

いかがお過ごしですか？

限定の「ベビーマッサージ」を月に 2 回開催していますが、毎回

いつもタッチ・コミュニケーションの活動へあた

キャンセル待ちが発生するほどニーズがあります。

たかいご支援を賜りまして、ありがとうございま

「人との接触を最小限に！」といわれるストレスフルな日常だか

す。ハートフル Vol.35 をお届けいたします。

らこそ、タッチの活動は今まで以上に求められているのだと感じ

さて、長引くコロナ禍で、タッチの活動もマタニ

ています。

ティヨーガやベビーマッサージ等、産婦人科の院

また、当初は苦手意識があった Zoom でのオンラインも、「心と

内セミナーが休止状態となり、１年が経ちました。

体の健康大学」「子育ての心理学」「ヨーガ・セラピー」、さらに「グ

少子核家族化で誰もが育児に不慣れな社会背景の中、出産後で

ループカウンセリング」等、ほぼ全てのセミナーをオンラインで開

きるだけ早期に、タッチの育児支援プログラムを啓発させていただく

催してみました。すると、北海道、青森、千葉、東京、神奈川、静

ことは、大変重要なのです。その理由として、先ず、本プログラムは

岡、群馬、岡山、島根等、参加者の輪が県外にも広がりました。

親と子双方のストレス軽減効果が検証されており、育児ストレスを抱

100 年に一度といわれるパンデミックで、時代が急激に変化し、

えやすい産後のママのメンタルケアができます。次に、乳児へのタッ

その環境に適応するために当法人も変化を求められているので

チ・コミュニケーションは、特に子どもの一生を通してコミュニケーショ

す。未だ、不安な日々は続いていますが、スタッフと力を合わせ

ンの基盤となる「基本的信頼感」「自己肯定感」等、レジリエンスを高

て、これからも一歩ずつ進んで参ります。皆さまのご理解、ご協

めることが期待できるからです。

力をよろしくお願い申し上げます。
今年のタッチ定期総会は

６/１２ （土） です♪
現在 1 月～3 月まで、毎年恒例となっております赤い羽根共同募金「社会課題解決プロジェクト」の募金活動を
行なっております。共同募金会から、直近のタッチの募金口座額 1,050,550 円との報告を受けました。ご協力賜っ
た皆さまには、謹んで御礼申し上げます。有り難うございます。（共同募金は寄付控除の対象となります。）
目標 130 万円を目指し、もう一息！コロナ禍で大変な時に心苦しいのですが、次年度のタッチの活動の根幹と
なる募金です。皆さまのあたたかいご支援を、重ねてよろしくお願いいたします。

特定非営利活動法人 日本タッチ・コミュニケーション協会
〒730-0051

広島市中区大手町一丁目５番３号 広島県民文化センター６階１号室
ＦＡＸ 082-245-2315 （県民文化センター）

TEL 070-1876-5349
Ｅmail：npojatc@msn.com

HP：https://npojatc.net
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共同募金にご協力をお願いします！
郵便局の窓口にて、募金用紙でお振込みをお願い致します。
令和 3 年１月～３月３１日（水）16：00 まで

自宅で一緒に繋がろう！
募金５千円
ご協力頂いた方には
★お好きな講座
５回ご招待♪

開催日：火曜コース 3/9、4/13、5/11
木曜コース 3/18、4/22、5/27
時間：10 時 30 分～12 時
チラシは
こちら

→

時間：10 時 30 分～12 時

6

チラシは
こちら

→
開催日：木曜日
3/25、4/15、5/20
時間：10 時 30 分～12 時

金曜コース
3/12・26、4/9・23
土曜コース
3/13、4/24

チラシは
こちら

→

時間：13 時 30 分～15 時
チラシは
こちら

→

お申込みは
こちら

→

※日程、プログラム等に変更が生じる場合があります。ご了承ください。
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オンライン受講者の皆さまから

『喜びの声 💛』
❤ K.M.さま
【 グループカウンセリング受講 千葉県 】
お話しできて、心がすっきりしました。
幼少期のコミュニケーションの大切さを実
感することができました。我が子との接し
方にもアドバイスをいただき嬉しかったで
す。子どもたちが、「食べさせて」「抱っこ」
と言っているのは甘えてくれていることと
分かり安心しました。
今日も保育所から帰ってきたら、たっぷり
甘えさせていきます。
本当に、ありがとうございました。

❤ N.H.さま
【 ベビーマッサージ受講 千葉県 】
うちの娘は、講座中、おもちゃに気を取ら
れたり、元気に動き回ったりしていました
が、ホットタオルの時だけは、じっとしてい
ました。気持ち良かったのでしょう。その
後、授乳したら娘は寝てしまいました。
普段はなかなかお昼寝しないのですが、
すんなりお昼寝してくれて、定期的にやる
ことの大切さを実感しました。
その後の先生の講義もすごかったです。
ありがとうございました。

❤ I.K.さま
【 グループカウンセリング受講 東京都 】
私は家事も育児も人並みにはできていないのですが、無条件で
大好き！を伝えていることには少しだけ自信があります。先生か
ら「無条件の肯定的ストローク」の話を伺い、この姿勢は間違っ
てなかったんだ！と思うことが出来ました。無条件で大好きぎゅ
ー！を今日からはもっと自信もって出来そうです。
本日は貴重な機会を頂き誠にありがとうございました。
❤ S.K.さま
【 ヨーガ・セラピー受講 神奈川県 】
以前、広島県内に住んでいた頃、宇治木
先生のヨーガセラピーを受けていたので、
ヨーガの心地よさはよく知っていました。
それが、コロナ禍でオンライン受講できる
とメルマガで知り、すぐに申込みしました。
遠くに住んでいながら参加できるこのよう
な良い機会をいただけて大変嬉しいです。
❤ N.H.さま
【 子育ての心理学受講 千葉県 】
４か月の娘がいますが、プラスのストロ
ークやマイナスのストロークは、具体例
があって、とてもわかりやすかったです。
寝不足や、疲れで不機嫌になることがた
まにあるのですがそうならないように、
疲れたら一緒にお昼寝しようと思いまし
た。最近はすぐ疲れてしまって、子育て
は体力が必要ですね。
また、スキンシップが大切だと教わり、
講座の途中から泣き声がしていたので、
早速抱っこしながら講座を聞きました。
理想としては夜８時に寝てほしいんだけ
どな～と思っていたのですが、気長につ
きあって、安心して寝られる環境を作ろ
うと思いました。
今日はすごく勉強になり、次回も参加し
たいです。ありがとうございました。

❤ K.M.さま
【 ベビーマッサージ受講 千葉県 】
本日のベビーマッサージもありがとうござ
いました。娘はマッサージが大好きです。
毎日のようにオムツを変えるときにやって
います。３歳と５歳の子たちも、一緒にな
ってやっています。３ヶ月の娘は、生まれ
たときから便秘気味で３，４日に１回しか
排便しませんでした。しかしマッサージを
するようになってからは、２日に１回排便
するようになりました。そして、何よりも笑
顔でコミュニケーションを楽しんでいるよ
うに感じます。
私にとっても幸せな時間です！
マッサージ後、子育てに役立つお話をお
聞きすることができることも、私にとって
学び多き時間で嬉しいです。毎回、本当
に楽しみにしております。

❤ K.A.さま
【 子育ての心理学受講 東京都 】
本日の心理学講座では、エゴグラムを行い、自分
を客観視できたこと、先生にアドバイスを頂いたこと
がとてもうれしかったです。感嘆詞「わあ」「すごい」
など意識して使います。まず目の前の我が子に。
少しずつ子どもの心をつかめるようになりたいで
す。そして、表情やストロークの話も納得しました。
大人でも不安になることは子どもも同じなんだな、
と分かりました。
充実した講座、本当にありがとうございました。

❤ K.M.さま
【 子育ての心理学受講 千葉県 】
講座開始前、３歳の息子と葛藤しておりました。子育
ての心理学講座で何度も伺ったことがある「無条件
の肯定的ストローク」が不足しているなと思いました。
「お皿運んでくれてありがとう」「洗濯干してくれてあり
がとう」など、条件付き肯定的ストロークしか出してい
なかったです。
私は意識しないと無条件の肯定的ストロークが出せ
ないところがあるようです。
具体的な声かけを教えていただきました。
「可愛いね」「かっこいいね」「すごいね」「上手ね」この
言葉を子どもたちにかけていきたいと思います。
また、２番目の３歳の息子が絶賛赤ちゃん返り中で
す。時間もかかるし、手もかかるし大変だ…と思って
いました。しかし、それが相手に伝わっていること、そ
れではよくならないことを知り、子どもたちに寄り添い
待てる母親になりたいと思いました。
今回も素晴らしい講座をありがとうございました。

❤ N.S.さま
【 ヨーガ・セラピー受講 広島県 】
新しい生活様式としてオンライン
講座にも慣れてきて、コロナ禍で
も家に居ながら、気軽に受講でき
て、毎回リラックスして受講してい
ます。健康維持のため、続けて参
加したいです！
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～広島県共同募金会・赤い羽根共同募金・社会課題解決プロジェクト～
本事業は、タッチの募金活動にご協力頂いた皆さまのお志で運営されています。
例：託児料が減免となります。（定員枠あり）

～ 心と体の健康大学３月講座 ～

会

場

発 達 心 理 学 者
著名な発達心理学者の
田島信元先生が２１世紀の社会で
次世代に求められる能力について

『心と体の健康大学』でご講義くださいます！

東京外国語大学外国語学部ロシア語学科卒業。
東京大学大学院教育学研究科修士(教育心理学専攻)。博士(人間科学)。
現在、白百合女子大学人間総合学部発達心理学科発達心理学専攻教授。

講座・イベント情報、セミナー風景は、タッチのＨＰでご覧ください！
タッチのＨＰは『タッチ・コミュニケーション』で 検索 してくださいね。

宇治木敏子で

検索 ください。

★☆★☆当法人の活動理念に賛同し、ご支援・ご協力頂いている企業・団体様をご紹介させていただきます☆★☆★

★ リュニベル ★
【ＯＰＥＮ】
ランチ 12:00
ディナー18:00／20:00
【定休日】
月曜・火曜
【完全予約制】
住所：広島市中区東白島町 7-3
HP：https://広島フレンチ.com
Instagram：@hiroshima_french_lunivers

TEL：082-576-7239
LINE で
『ご予約』
承ります♪

