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1. あんしんの場 （理事長 宇治木敏子）
2. 傾聴実践トレーニング
3. 共同募金応援メッセージ

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。

4. ６/６（土）開催！田島信元先生講演会
5. はるくんママのおでかけレポート
6. 協力団体様のご紹介
それにしても「ジェネリックスキル」とは耳慣れない言葉です。
文部科学省は「次世代に要求される資質とは、20 世紀に求めら
れた、知っていることを正確に再
生する学力とは異なり、『ジェネリックス
キル（汎用的な能力・態度・志向）』を身
につけることである（文科省中教審、
2014）」と説明しています。

皆さま、こんにちは、いかがお過ごしですか？

ただ、これも読むだけでは解りにくいかもしれませんね。

いつもタッチ・コミュニケーションの活動へあたた

実は、「ジェネリックスキル」も「レジリエンス」も、乳幼児期の

かいご支援を賜りまして、ありがとうございます。

親との関わりに大きく影響を受けるといわれています。が、その

ハートフル Vol.30 をお届けいたします。

様な情報も未だ一般的には周知されていないのが実情です。

さて、今年 1 月に開催されたセンター入試の国

当法人では、教育改革の中心となって活躍されておられる田

語の試験問題は、10 ページ以上が「レジリエン
ス」をテーマにした設問でした。当法人は、10 年

島信元先生が役員に就任されたこともあり、いち早くこの「ジェネ

前から「レジリエンス」に着眼し、子育て中の方々

リックスキル」について昨年講演会を開催いたしました。
また、子どもたちは地域で育ちます。つまり、先ず親、祖父

に「レジリエンスセミナー」を開催して参りましたの
で、タッチの講座では馴染みのある言葉ですが、一般的にはほとん

母、子どもを取り巻く地域社会が、これから劇的に変化する時代

どの方がご存知ないと思います。

を目の前に、どのようにすれば健康で幸せに、まさにレジリエン

また、今後 10 年以内に、約半数の職業がＡＩ〔人工知能〕に代わる

スな生き方・育て方ができるのか、協調的問題解決能力（ジェネ

（野村総研）ともいわれていますが、SF 映画で観たような世界が広

リックスキルの一つのスキル）を引き出し、共に学び合う生涯学

がるのでしょうか。このように時代が大きく変化しようとしている今、

習の場が必要と考えました。それが、人間力を養う「心と体の健

世界中で「ジェネリックスキル」の高い人材が求められるようになりま

康大学」です。2020 年度新たに開講いたします。

した。日本でも今年 2020 教育改革がスタートします。

皆さま、ぜひ、ご参加ください。
今年のタッチ定期総会は

共同募金へのご協力、ありがとうございます！

６ / ６ （土） です♪

さて現在、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。お陰様で、タッチの募
金口座には、974,000 円の募金が届いていると報告がありました。この場をお借りして、ご支援いただきました皆さま
に心より御礼を申し上げます。ありがとうございました。共同募金への募金は、寄付控除の対象です。
150 万円の目標達成まであともう一息、皆さまのあたたかい応援をよろしくお願いいたします。また、もしも、ご紹介
いただけるお店や商店などありましたら、ぜひ、ご紹介いただきます様、重ねてお願い申し上げます！
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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
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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２年１月～３月３１日（火）16：00 まで

『傾聴』の３つのメリット
① 相手の伝えたいことが理解できるようになる
② 相手の気持ちを整理させ、問題解決の方法に自ら気づいてもらうことができる
③ 相手を理解する過程を通して自分を知り、自分の感情をコントロールできるようになる
◆会

場 おりづるタワー10 階 エソール広島研修室

◆時

間 10：00～12：00

◆参加費 12,000 円

他

８/２１
（金）

※ 別途教材費

（単発 3,000 円）

４/２４（金）

７/１７
（金）

５/１５
（金）

募金１万円
ご協力頂いた方には
全５回ご招待♪

６/２６
（金）

◆託

児 7 か月～未就学児 （要電話相談）
定員６名 先着順

完全予約制

★☆★☆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☆★☆★

鉄板焼 Root（ルート）

広島県廿日市市廿日市 2-6-16
Tel 070-5303-6010

鉄板焼をリーズナブルに！

楽土広島店
TEL：082-249-5930
定休日：不定休

24 時間 WEB 予約可

『焼坦々麺』と『こだわりの芋焼酎』も大評判
ファミリーで楽しめる♪
判！

営業時間：18：00 ～ 23:00
定休日：水曜日
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『子育てはスキンシップが大切！』 3 人子供がいますが、長子のイ
ベントごとにはいつも親としては初体験で不安もつきまといます。自分の不安を
取り除くことや子供への愛情をダイレクトに伝える方法としてマッサージは家で
も役立っています。現在小学 1 年生の長女がマッサージに通っていたのは、3 歳
から就園までの 1 年間のみでした。それでも、やはり疲れた時などは「マッサー
ジして」と口にします。経験があるからこその、子供からの要望だと感じます。こ
ういう時に、やっててよかったと思えます。子供の要望があるときはもちろん、肌
の触れ合いをさせてくれる限りは短時間でも続けていきたいです！！（Y.Y.）

『自分の感情をしっかり表現』

受講者の皆さまから

娘が 2 ヶ月の時産婦人科でベビーマッ
サージを受けたのが最初でした。ベビー
マッサージ＝スキンシップそれがいかに
大切かを知り続けています。1 歳半にな
り娘が家で主人にマッサージをしてとオ
イルを持っていった時は本当に驚きまし
た。今色んな人に手を振って人懐っこか
ったり、自分の感情をしっかり表現でき
るのもベビーマッサージのおかげかなと
思います。（I.M.）

『タッチの特別なベビーマッサージ
に出会えて良かったこと』
『言葉にできない気持ち』
息子が幼稚園に行きたがらなかった日が
続いた時、毎日なぜ嫌がるのか？朝は泣
いてでも行かせるべきなのか分からず正
直しんどかったです。そんな時ふと、毎朝
マッサージしてみようと思い、足だけです
が体が起きるように続けました。するとあ
る時バス停で「今日は泣かないよ」と息子
から言われた時、心が落ち着いたんだなぁ
と感じたのを覚えています。マッサージを
続けて来た事を心から良かったと感じた瞬
間でした！（T.Y.）

『我が家の息子』 息子が 4 ヶ月の時
からタッチのベビーマッサージに通ってい
ます。ベビーマッサージを通して、愛着形
成だけでなく基本的信頼関係も構築できる
と聞き驚きました。今でも 1 歳 6 ヶ月の息子
と遊びながら肌の触れ合いをしています。
息子が 1 歳になった頃からコミュニケーショ
ン能力が高いね！自己肯定感が高いね！
と言っていただくことが多々あります。それ
は、ベビーマッサージのおかげだと思いま
す。ありがとうございます。（N.M.）

『遅すぎるはない！』
私がタッチのベビーマッサージに初
めて参加したのは、息子が 9 ヶ月の
時と、周りの方より少し遅めでした。
最初は気後れすることもありました
が、月に一度息子の肌に触れてマッ
サージをすることで、より一層息子の
ことを愛おしく思えたり、息子の楽し
そうな姿を見て、私の心にも余裕が
できました。毎日家事育児に追われ
る中で、月 1 回、1 時間半、しっかり
息子と向き合う時間を取ることの大
切さを学びました。（T.N.）

『タッチに出会って』 我が家は産科
からベビーマッサージに参加させて頂いてきま
した。まだ産まれて間もない我が子の嬉しそう
な姿を見て来て良かったと実感した事をよく覚
えてます。そして、先生の子育てのお話に何度
も助けられてきました。数年経ちますが、今で
は自分から服を脱いで催促してきます。『気持
ち良い』と言われると、私も嬉しくなり、気持ち
も穏やかになれます。二人だけの大切な時間
の作り方を教えて頂けたと思います。（K.M.）

『タッチがくれたもの』 私は長男 13 歳、次男 6 歳の母です。上の子が 1
歳過ぎだ頃にご縁あってタッチに出逢いました。その頃の私は全く心に余裕が無く、
家では一切ベビーマッサージが出来ませんでした。ただ子どもを怒って自分が反省
した時に、寝た子の背中をさすることだけはしてました。全く子育てに自信が無いま
ま時が過ぎ、でも少しずつタッチで学んでいくうちに自分も背中をさすってもらって安
心したり、下の子が年中の時にお母さんの好きなところを『ぎゅーとしてくれるとこ
ろ！』と言ってくれ、子どもにもちゃんと伝わっているんだと、タッチをしてきて本当に
良かったと実感しました。タッチを通じて、親子共々優しさや癒し、元気、笑顔、あり
のままでいいという肯定感、パワーをいただきました。視野も少しだけど広がり生き
やすくなったので、この優しい輪（和）が広がっていけばいいなと思います。（E.S.）

★☆★☆協力企業様のご紹介☆★☆★

しもあるので、とっても便利で
す。広い園内をぐるぐる回っ
て練習しています♪自転車
の練習の後は、アスレチック
で遊んで帰ります。もう少し小
『呉ポートピアパーク』

さいお子さんには、ふわふわ
ドームがお勧めですが、身長

今月のおすすめは、『呉ポートピ

制限（120cm

アパーク』！我が家の６歳の息子

まで）があり

は、最近自転車の練習に夢中♪

ますのでご

呉ポートピアパークは、自転車の

注意を。

練習には最適です♪♪呉ポート
ピアパークでは、自転車の貸し出

（はるくんママ）
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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～
当法人の社会貢献事業は、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）

NPO 日本タッチ・コミュニケーション協会
第１７回定期総会 同日開催

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
詳しくお話してくださいます！

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 して下さいね。

宇治木敏子で

検索 下さい。

★☆★☆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☆★☆★

ゆめタウン広島店
おかげさまでオープン

11 周年
を迎えました!!

～ 創業 107 周年の老舗呉服店 ～
広島市南区皆実町 2−8−17 ゆめタウン広島３F
TEL：082-250-3739 営業時間：10:00〜21:00

