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エコーは、 「ピア・カウンセリング集 中講座Jを毎年開催 し

ていて、今年度は 1月 28日 から3月 4日 までの毎週 土曜日に6

回にわたつて 「通いの講座」を行 いましたが、その講座が終 了

しました。

今回の講座の参加者は 7名。ほとんどが初めてピア・カウンセ リ

ング集 中講座を受講 した方でした。そのうち 2名 の方が北 九

州 市外からの参加者で、遠くは福岡市から参加 してくださつた方

もいました。

ピア・カウンセリングは、障 害をもつ仲間同士が話 を聴き合

うことで、お互いに気持ちを分かち合い、本来の力 を取 り戻して

いくもので、ピア・カウンセリング集 中講座は、そのピア・カ

ウンセリングの理論や手法を伝えるものです。

エコーでは、今後もピア・カウンセ リング集 中講座を毎年続

けることで、ピア・カウンセ リングの手法を学んだ皆さんが「な

んでも安心して話せる仲間」を得て、ピア・カウンセリングのセ

ッションを繰 り返すことによつて自分本来の力 を取 り戻していけ

ることを心 から願つています。      (文 責 :井瀬政裕)

さん か しや  みな     いち ぶ

参加者の皆さん (一部)と ともに



かんそう さんか

参加感想 :ピア・ カウンセリング
ざ
座 してに

今回の「ピア・カウンセリング集 中講座」参加者の皆さんが感想を寄せてくださいましたので、ここ

にご紹 介させていただきます。なお、プライバシー保護の観点から、お名前はイニシャルとさせていた

だきました。

(文責 :井瀬政裕 )

め
請姉中師集

今回初めてピア・カウンセリング集 中講座に参

加させて頂 きましたが、ピアカンの要諦の一つ

に、時間を公平に分け合 うとい うものがありまし

て、テーマを決めて話 し・聞くと言 うや り取 りを

行 うのですが、聞く方は良いのですが話す方はと

ても難 しかったです。 しかし、自分の話 を聞いて

貰 う事によって気分が晴れた気がしました。講座を

受け終わってみて、自分なりに少 しは成 長 できた

のではないかと思います。

(E.O。 さん)

ピア 。カウンセ リング集 中講座を受講して一番

に思ったことは、障 害を持たれているいろんな方
で  あ かた    はなし  き

に出会えたこと。いろんな方のお話 を聞くことが

出来て、心 の解放が出来たことが、本当に嬉 しく

思いました。

これからも、セッショ

参加したいと 思います。

ン会などには、積 極 的に

有難 うございました。

(R.U。 さん)

今回初めて、ピア・カウンセリング集 中講座

を受講 しました。まず言えることは、「リーダーさ

んへの感謝」と「受講 してよかつた !」 という思

いです。受講前は、漠然とした思いと不安が強

かったのですが、受講 してみて、初回→ 2回目→

3回 日と回数を重ねるにあたり、学ぶもの (実

感)が増えました。特に「セッション」の力 は、

すごいなぁと強く感 じました。今後も、出来る限

り参カロしたいです。

(N.K。 さん)

今回の講座を受けて、やつぱり自立生活をする

にあたつてピア・カウンセ リングは必要だと思い

ました。自分が話すのは苦手だけど、他の人の話

を聞くのは大好きです。今回9人の仲間と一緒に受

けられて、もう一回全部 リセットして新 しい気持

ちで頑張つていくつもりです。これからもピア・

カウンセ リング講座は受けたいと思つています。

(E.K。 さん)

私 は、今回初めてピア・カウンセリング集 中

講座を受けました。最初は 「ひとの役に立ちた

い」と思い、この講座を受ける事を決めました

が、識座を受けて、とつても勉 強 になって良かっ

たです。今後の勉 強 になりました。今回この講座

に参加 して「本当に本当に良かったな」と思つて

います。

(M.K.さ ん)

今回のエコーのピア・カウンセ リング集 中講座

は、行橋の夢風船の紹 介で参加 しました。

私 は、ピア・カウンセリングを自分のものにし

たいと思っているし、このカウンセ リングで一人で

も仲間を救 うことが出来たら自分も救われるような

気がしています。この講座の経験を無駄にしないよ

うに、これからも休みながらがんばっていきたいと

思います。今回の講座に参加 して、本当に良かった

です。ありがとうございました。

(S.T。 さん)
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けん かいさい

毎月行 つているエコー研、 1月 から3月 までの内容は

以下の とお りで した。
がっ     か ぞく     かんけι

・ 1月  「家族 との関係」をテーマに、映画『アイ・ア

ム・サム』について語 り合いました。

・ 2月  ピア・カウンセ リング集 中講座のためお休み

して、講座の後に食 事会だけ行 いました。

・ 3月  「障 害者差別」をテーマに、どういうことが

障 害者差別にあたるかについて、具体的な事例を

検討しながら、障 害者・健 常者を交えて一緒に

考 え、学びました。

なお、今まではエコー研への参加は障 害者のみとしてきましたが、今年からは健 常者にも参加 していた

だくことにしました。 日本の社会には、障 害の有無を問わず 障 害者 と健 常者が一緒に考 えたり学んだり

するべきものが沢山あると思 うからです。

エコー研が終わつた後は、みんなで食 事する食 事会を行 つています。こちらは以前より障害者・健

冒署を商わず募茄してもらっていて、芥訪署も答めてワイワイと案しい饗拳答です。
毎月開催する「エコー研」と「食 事会」、関心のある方は、ぜひ覗いてみてください !(^^)/

(文責 :井瀬政裕 )

りょう り ぶ かいさい

「エコー研」を開催しました

参加させて戴 きました。

溶き卵汁』を調理しま

ゼリーを美味しく戴 きま

ございました。
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「エコー料 理部」を開催しました

2月 14日 、第17回 日になりました 「エコー料 理部」に

し大根が煮込みが足りなかったのか少し硬めの仕上がり

となりましたが、豚肉は柔らかく美味しく出来ました。

溶き卵汁は、とろみを出すため水溶き片栗粉を入れたの

ですが、かき混ぜ方が足りなかった様で、お鍋の底が少

しコゲてしまいました(笑 )。 毎回ちょつとした失敗があ

り、今度こそは完壁をと目指すのですが、中々完壁には

至らず、料理というものは奥が深いなと思います。
さい ご    りょう り ぶ ちょう  くま |ヽ

最後に、料 理部 長 の熊井さんの差入れで、コーヒー

りょう り ぶ

今回は『豚肉&大根の炒め煮と

した。豚肉&大根の炒め煮は、少

した。部長 さん、ありがとう

(文責 :小野栄二)

がつ       けん  ようす

3月のエコー研の様子

こんかい  けいひん

3回の景品は「カップ・スープ」でした③



鐘 ちゃんの

じりつごはん

8回 日の熊井さんの「じりつごはん」です。今回は、熊井さんが 「エコー料 理部」の参加者のみ

んなに食べてもらお うと『 コーヒー・ゼ リー』を作った時のことです。

こんなふ うに、熊井さんは仲間のために時々サプライズでデザー トなどを作ってくださいます。

“姉ちゃん"、 いつも、ありがとうございます !m(_)m(^^)

(文責 :井瀬政裕 )

さじ一杯入れてみよ

半分入れようか ?」

うか ?」 と入れてみて、「もう

と入れたりしてみました。

今回はデザー トの『 コーヒー・ゼ リー』を作 り

ました。一回目は、コーヒーの分 量 を大さじ一杯

にしたらちょつと苦かつたので、二回日は小さじ

二杯に変えて、一回ちょつと味見をして、あとは

ハチミツとお砂糖を入れました。「ゼラチンはどう

しようか ?」 と介助者 とも相談 して、「ちょつと小

ゼ リーが固まつてから飾 り付けをして、エコー

料 理部に持って行く分と自分が食べる分を分け

て、自分は自分で食べました～ (^^)

今回のデザー ト作 りは大成功でした !p(^^)q

ぶんせき  くま い え み こ

(文責 :熊井恵美子 )

「エコー料 理部」に差し入れ

して<れたコーヒー・ ゼリー○

ふつとう              い

それを沸騰させてタッパに入れながら、〈これ、

このままだつたらトッピングした時にさみしいか

も?)と思って、ケーキ用の飾 り付けがあったの

で、「これが固まったら飾 り付けしようや (^^)」

と冷めるのを待ちながら、 (も う一個なんか入れた

いな～ (^一
^)〉

と思つて生クリームを買つて来ても

らいました。
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私 にとつてのピア 0カ ウンセ リング

今回は、 「今の私 にとつて、ピア・カウンセ リン

グ (以下、ピアカン)と はどうい うものか」について書

いてみようと思います。

今でもその時の感覚を思い出せるのですが、私 は

初めて参加 したピア・カウンセリング集 中講座での

セッション(話 の聴き合い)の 中で強い衝 撃を受けま

した。当時死ぬほど悩んでいた (実際 “死を選ぶ"と

い う選択肢が頭 をよぎつたこともありました (汗))こ
|ヽ ま     し ぶん ま ちが

とについて、 「今まで自分がやってきたことは間違つ

てないんだ ! これで良いんだ !」 という確信を得た

ような気がしたからです。ピアカンですからカウンセ

ラーがア ドバイスした訳ではありません。セッション

で話 しているうちに、まるで水の中から大きな泡がぽ

つかり浮かび上がってくるように、自分の中から沸き

上がってきた “想い"で した。当時の私 は、その想

いに強く支えられました。 「人は誰でも自分の悩みや

苦しみを自分自身で解決できる力 を自分の中に持つ

ている !」 ということに気づけた瞬 間であり、ピア

カンは、その自分自身の力 に気づかせてくれる貴重
かくしん

な “場"であることも確信できました。それ以来、

私 はピアカンが大好きになりました。

そして、何度もピアカン集 中講座に参加 し、長

期講座にも参加 しているうちに、自己嫌悪と自己否定

の 塊 のようだった私 が 〈自分だって、そう捨てた

もんじゃないかも知れない。良いところもあるよ

な…)と 思えるようになってきました。そうすると、

ネガティブばかりだつた思考・感 情 が、わずかずつ

ではありますが、ポジティブな方に向かうようになつ

てきました。ピアカンの目的の一つである「自己信頼

で き               し

の回復」が、ほんのわずかながら出来てきたのかも知

れません。そして、それは、ピアカンの “力 "や
す  ば たい    わたし じっかん

“素晴らしさ"に対する私 なりの実感でした。

その実感を得た私 が次に考 えたのは 〈こんな素晴

らしいピアカンの手法や理念を伝える側である、講座

のリーダーになりたい !〉 ということでした。そし

て、リーダーになるための努 力 を自分なりに続けま

した。その結果、現在、講座の項目の一部ではありま

すが、リーダーを務めている私 がいます。

そして今、リーダーを務められているからこそ感 じ

ることができる喜 び 。達成感も感 じています。たと

えば、講座の参加者が 「ピアカンのセッションつて良

いですね。少 し気持ちが楽になりました。この講座に

参加 して良かったです。Jと言つてくださつた時は本

当にうれしいです。 (リ ーダーやれて良かつた ! こ

れからも今よりもつと良いリーダーになれるように

精 進 しよう !〉 と思える瞬 間です。
わたし じ しん

また、私 自身もピアカンによつて今以 上 にエンパ

フメン トできると信 じています。

そ う考 えると、今の私 にとつて、ピアカンは 「欠

くべからざるもの」と言えば大げさかも知れません
きわ    だい し

が、少なくとも「極めて大事なもの」であることは間

違いないと思います。今後 も、もつともつとピアカン

を勉 強 し続けていこうと強 く思つています !

とまぁ、前回に引き続き、柄にもなく(!?)真面 日な

雰囲気になって しまった今回の 「 “徒然"日記」では

あ りました (汗 笑 )。

ぶんせき  い せ まさひろ

す く

～5～

(文責 :井瀬政裕 )



代 表 という役割を重荷に感 じることがよくありま

す。 とりわけ、人間関係の問題で、誰かに何かを言わ

なくてはいけない場合など、何 日もあれこれと悩みま

す。

話 は相手との関係を終わらせるためにするもので

はなく、続けていくために行 うものなので、後のこ

とを考 えて話 をしなくてはいけません。相手に嫌事

を言わなければならない場合、感情的になつてはいけ

ませんが、一%でこちらが感じていることは、きちん
と伝えなくてはいけません。 逆 に相手に謝罪 しなけ

す    そつちよく

ればならない場合は、プライ ドなどは捨て、率 直 に

謝 らなければなりません。日で言 うのはすごく簡単

ですが、これほど難 しいことはないと思います。

いろいろと考 えすぎて、なんだかもう嫌になつて

しまい、何もかもほつぽらかして逃げ出したくなる自

分を、なだめすかして向き合わせようとします。見た

日はあまりそんなふ うには見えないかもしれません

が、もともと内向的な性格で、人付き合いは得意でな

かつたりします。

一方で、理想を追い求め、理不尽な扱 いに耐え続

けることなど、我慢できない自分があります。向いて

いないと思いつつも、団体を作 り、長 として何とか

やつてきたのは、そんな自分があつたからだと思いま

す。
つく      ねんまえ

とはいえ、エコーを作つた 7年前は、メンバーは

自分と自分の 2人の介助者だけで、自分たち3人のこ

とだけを考 えていれば済みました。 しかし、今は 20

名を超える障 害者と介助者のことを考 えなければな

りません。起こってくる問題が、自分とは直接関係

のないことも多く、何が原因でそうなつたのか、どん

な解決が望ましいのか、それを明らかにさせるだけで

も大変だったりします。

こ だま りょ,す け

児玉 良介

た び

先日、ふと昔 よく聴いていたミスター・チル ドレン

の「終わりなき旅」という歌の歌詞を思い出し、読み

返してみました。今の自分の気持ちを代弁してくれて

いるように思え、少し元気が出ました。またがんばろ

うと思いました。

〃 ιぐ考 え″ナと ″万 塗てが嫌|こなって

そっとそっと 逃げ出 ιたくなるゲど

序¨ ン`壁の方カミ どつた時気持 ちクい る/Lな

勒 だなんで認めらゃク`なク`さ

時代′ま混乱 ノ続け そのた夕 を探 ナ

ス″つεつまを合わケ様tこ 型 だ″まってく
だれ  ま ね きみ  きみ

艦型 6・んな 務 認 でいクヽ

生きるんのレシゴなんでない ないさ

慮を夕ら してき 豚ゲタゲたどを
ふ   かえ み らい    ゆめ  の

タク返ク″レ¨の さ たん胡
^と

夢を乗せて

″ざさノιたハ
゛
アの″ごうだ

〃 ιクヽ何力ヽ力ゞ待 ってクヽて

きつときつとつて君 を動か ιてる

クい ことだかクで′ま無クば

でろ次のプ をノンクιまタ

ろつと素晴 らιクガ ずの自分を探 ιて

胸
=こ
抱え遂んだ迷クヽが

プラスのノア|こ変わるようだ

いつう今βたち て撲ら多いてクヽろ

嫌な事ばン クではないさ

さあ次のグ をノンクιよタ

うつ染 な凌 ″ 看 分を探 ナ κわクなき旅

だ い

第 7
か
回 「終わりなき旅」
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か い

おこな

名付けて『セッション会+(プラス)』 !b(^^)
しゅほう

内容 としては、ピア・カウンセリングの手法や

理念の復 習 をしたり、その会のテーマを決めたり

して行 お うと思います。言わば「ミニ継続講座」

といった感 じだとお考 えください。

◆ 1月◆

1月 9日

1月 10日

1月24日

1月28日

1月30日

がつ

◆ 2月◆

2月 4日

2月 4日

2月 11日

2月 14日

2月 18日

2月23日

2月25日

◆3月◆

3月 4日

3月 11日

3月 18日

3月21日

3月25日

お
知
ら
せ

『セッシ∃ン会+(フ
゜
ラ刀』始めます !

まレヽつき  かい                かい

エコーでは、毎月 2回の「セッション会」を
かい  なが      かい

行 つてきましたが、 1回の長さは 2回 とも 1時間

だけでした。しかし、この度、新 しい試 みとし

て、 2回のうち 1回は、 2時間から2時間半程度

と時間を少 し長く取つて行 うことにしました。
な  づ

エコー研

セッション会

セッション会

ピア・カウンセリング集 中講座①

協 カプレイ同好会

ピア・カウンセリング集 中講座②

食事会

ピア 0カウンセリング集 中講座③

エコー料理部

ピア・カウンセリング集 中講座④

協 カプレイ同好会
しゅうちゅうこうさ

ピア・カウンセリング集 中講座

は じ

いつものセッション会の常連さんはもちろんで

すが、集 中講座を受講し終えたばかりの方や、

しばらくセッション会に参加 していなかった方、

以前に集 中講座を受講 したことがあるけれども

ピア・カウンセリングそのものを少 しお休みして

いた方に、ぜひ参加 していただければ幸 いです。

皆さんのご参加を心 からお待ちしています !

mOm(^一
^)

ぶんせき  い せ まさひろ

(文責 :井瀬政裕 )

ねん  がつ    がつ

2017年 1月～ 3月
衣
録

き
記

わ
動

”
活

しゅうちゅうこうさ

ピア・カウンセリング集 中講座⑥
きょうりょく      どうこうかい

協 カプレイ同好会

セッション会

セッション会
けん

エコー研

～7～



かつどう  ささ            かいいん  ぼしゅう

活動を支えて<ださる会員を募集しています

かいいん そ しき      かいいん        き かん し  ゆうそう               し

エコーは会員組織です。会員になると機関紙の郵送やイベントのお知らせをさせていただきます。
とうだんたい  しゅ し  さんどう  うえ    にゅうかい

当団体の趣旨に賛同の上、ご入 会<ださい。
かい  しゅ し  さんどう    きょうりょく    こ じん        だんたい

会の主旨に賛同し、協 力する個人、または団体
き かん し こうどく  き ぼう    こ じん

入 会を希望される方は、会費を以下の□座までお振込み<ださい。何□からで

通信欄に「会費」とご記 入 <ださい。

ゆうちょ銀行 振替□座記号番号  :01760-6-163了 16

□ 座 名 義  :自立生活センター 。エコー

(他の金融機関からの振込の場合)碧讐179 当座預金 □座番号0163716

わたくしごと  きょうし,く         わたし  こ とし    がつまつ   し りつ      ねん   た

私 事で恐 縮 ですが、私 、今年の2月 末で自立して 2年が経ちました。この 2

年目の 1年間は、自立して 1年 目よりも、もつと早く過ぎたような気がします。

(2年目の自立生活がよりいつそう充 実していたのか、歳のせいなのか (!?)は、

不明ですが一 (汗 笑 ))そ して、私 の自立と、この「エコー通信」編集 担当となつ

たのは時期を同じくしますので、自立して 2年経ったとい うことは同時に「エコー

通信」編 集 を担当して 2年経つたということを意味します。 3年目を迎えた私 の

自立生活 と「エコー通信」編集 作 業 、どちらもマンネ リ化 しないように、今後も
ひ び  たの                   おも

日々を楽 しみつつガンバロウと思つています !p(^^)q
ぶんせき  い せ まさひろ

(文責 :井瀬政裕 )

じ
自立生活センター・ エコー

りつせいかつ

〒800-0217
ふくおかけんきたきゅうしゅう し こ くらみなみ く しも そ ね  ちょう め  ばん   ごう

福岡県北 九 州 市小倉南 区下曽根 1丁 目2番33号

電   話 :093-982-2993

ファックス :093-982-1131

メ ー ル :c調―echoOcrv.bbiq.ip
ホームページ :httpブ/… 1.bbiqjp/cl― echo/index.htmi

正会員 一□ 3000円

読者会員 ―□ 500円 機関誌購読を希望する個人、または団体

(年間)

(年間)

だんたい

けつこう      fslり こみよう し

も結構です。振込用紙
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