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スピリチュアルライフと社会に対する
スピリチュアルな働きかけ
Ｗ・キッペス

昨年度は認定を受けた臨床パストラル・ カウ
ンセラーの雇 用が増え、ス ピリ チュア ル ケア ワ

いる。この患者さ んの願い に応え るには、 ガイド
ブックや ノ ウハウ ものの参考 書はな く、 日々

ーカーの HP ネットワークも立ち上 がった。 また
各ブロッ クのイニシア チブによるオリ エンテーシ

磨かれて いく心 と魂の生 き方が要 求される。力
のあることばは内 面的な生き方 から生 まれてく

ョンワークシ ョッ プや研 修科目ⅠおよびⅡの研
修会開催な どによって、年間に予定さ れた研修

る。 徒歩 10 分で行けるような病院に車で通う
ある医師が患者 に生活習慣病の予防 とし て 運

会への関心度合 いや出席 率が前半（ 51 名）よ
り後半（ 5 7 名）に高くなった。このこと は世の中

動を勧める言葉の虚しさ！ また、病院の 受付
が言う「お大事に」という決まり文句を聞くたびに、

にスピリ チュアルケアが普及 するための第一歩
であり、感謝で ある。最 近一人の研修生が言わ

わたし の胸は痛くなる。「健康管 理はどうして い
ますか」 「 納得できる生き方が で きますよう に」

れた言葉、「研 修会に参加すればするほ ど『深
く』な るので、 継続し たい」 はそれを裏付けて く

のような心のこもったことばが望まれる。

「力のあることば」

れる。

最近の内面性 を整理 する集い（黙想 会）での
こと。 二日目 の朝、二 人の参加者の全 人的な
会話が印象に残っている。後で分 かったのは、
数年前にある病院の廊 下で この二人は 初めて
出会った。一 人は入院患者とし て、もう一 人は
他の患 者への訪問者 で あった。 そのと き訪問
者がこの入院患者 に対し て、話 しを聴き、 応答
する態度はその方 に強いインパクト を残し たと
いう。（ p4 参照： 奥村さんの手記）

スピリチュアルライフ
（心と魂のいきかた）
心と魂のケアは今や社会的な ニーズで ある。
「毎日、同じ挨拶をして もらいたくな い。力にな る
ことばが欲し い！」と最期の日々をホスピスで過
ごし ていたある患者さ んが発した看護師に対す
る怒りや 注文はそのニーズの重要 性を訴え て
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これらの事柄は「 社 会の問題」と して排 除す
る読者がいるか もし れな い。 だが次の現 実は

スピリチュアルライフ（心と 魂のいきかた）は
ス ピリチュア ルケア の前 提条件で ある。ス ピリ
チュアルライフは日々、内面性（ 心と魂） を育成
するもので あり、こと ばはその在り方を示す。 こ
とばを漢字で「言」と「葉」で記し、その「言」 は口
から出る心の意味 で、その「心」 を「葉」 に包む。
こと ばは心の有無 を示し ている。「心」は相手 を
生かし 、活気をもたらすものにもな れ ば、相手
を弱 らせる原因にもな る。因みに、書 いたり もら
ったりし た今年の年賀状を見てみよう。「 心」が
入って いるものと そうで な いものとの区 別はし
やすい。

わたし たち皆に影響を与え る事柄だろう。 それ
は最期まで 自分 らしく生きるか、あるいは 人生
はセデーシ ョ ンもし くは安 楽死によって 終わる
かどう か、と いう 現実で ある。これは人 生の最
期に対し て次の二つの要素が重 大な事 柄にな
る。一つは「 苦し むこと の意 味」、もう一つは「 人
生の最期の医療 のコスト」である。
「苦し むことの意 味」。数日前に捻挫し、 診察
を受けた。医師はシッ プ薬 の処方箋を書きなが
ら、「 痛み 止め、一日に三回分 も出し ましょ
う」 と 当たり前の よう に言い加え た。 「 要り ませ

社会の「変化をうながす者」

ん」と 応えたが、考えさ せられもし た。医 師は痛
みに何か の意味や目 的が あること を考え て い

ス ピリチュア ルケア に関わ って く る問題。 昨
年から世界全体に経済の問 題が拡大し、それ
による不安は 世界を覆 って いる。この不安は心
理的な 面で は「 不安ノ イローゼ」、ス ピリ チュア
ルな 面で「 基本的信 頼」に関わる問題になりう
る。 この不安の現実を見く びったり 、けなし たり
するわけにはいかな い。 同時に経済の 問題、
特に貧富の差は 単な る金銭の問題で はな く心
の（ス ピリチュア ルな） 問題で もある。バブルの
ときのわたし たちの生き方、今日 まで 続 いて い
る資 源の無駄扱いや贅沢（例、 乗り物 をプール
制にすることもせ ずに自 家用車使いが多 い こ
と；医 療や薬物の利用の拡 大）は心、す なわ ち
責任のある生活を反映して いな い。ス ピリ チュ
アルケアは 自分自身や個々人だけでなく、その
一員で ある社会その もの を相手 にし、 社会全
体に対する 変化を促す者 change agent でも
ある行為である。
1998 年より毎年３万 人以上の自死、 2007 年
には 20 万人の登校拒否、さ らに薬物依存、失
職、ホーム レス で もな く、 生きる意味が 分から
ずに日々通院する人々な どは心と 魂の叫 びを
裏付けて いる。最近、 外国ニュースで紹 介され
た日本の停年退職者 の生 き方もそうで あろう。
2007 年、警察は５万人の停年者の犯罪 を捜査
したという。その 件数は 10 年前の４倍 にのぼる。
食べることや住まい、家族もなく、 むしろ刑務所
に入って いる方 が生きるには楽 だからと いう こ
とでの犯罪を起こす起因になっている。

ないのだろうかと。シッ プ薬をもらうために薬局
にわたし が行くと、 馴染みの薬剤師か ら「 今日
はこれだけで すか」 と 不思議そう に聞かれた。
医師は痛 みについて考えて いる様子はな いし、
薬剤師も薬物が多 いこと を気の毒に思う こと も
なく、ノルマとして把握して いる様子である…。
日常のさ まざまな痛 みに耐え ること を意識す
ることがな ければ、「難病や人生の最期の 痛み
に意味がない」 という結論に達 すること もごく自
然で あり、自 死や安楽死は痛 みからの最も簡
単な 解決口 にな るだろう。現在オ ランダ、 ベ ル
ギー、ルクセンブルク、ス イス、米国のオレゴン
州と ワシ ントン州、ス ペインのア ンダルシア 、そ
し て タイで は「医 師の援助による自殺」 は既に
法律上可能である。19 95 年、オランダ政府は 3、
600 人が医師 の援助による安楽死で 命を終え
たと 発表し た。その 数字の中には安 楽死を要
請しなか った 900 人、および医師が死を早める
目的で痛み止め薬を増量し た結果の、およそ 1、
900 人は含 まれ ていない。 もう何年も前からオ
ランダに近 いドイツの老人ホームにはオランダ
人が多いと いう。 その理由は、 オランダの 老人
ホームでは自分の 意思がな いまま安楽死させ
られる恐れがあるからである。オランダ 人のあ
る医師た ちの安 楽死に対す る論 理 の一 つは
「なぜわたし たちは苦痛を増やさな ければな ら
ないのか」と いうもので あった。
安楽死 は日本の法 律上で は許さ れて いな い
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が、現 在常識にな って いる「 最終セデーシ ョ ン
final sedation」とは、「医師の援助による自殺／

魂のケア（ スピリ チュアルケア） とホス ピス 研修
旅行」 を実施 してきた。実 際のイギリス・ フラン

安楽死」と言え るので はないだろうか。
安楽死の法律化 へのもう一つの重大な 要素
は経済的な もので ある。現在の 世界的経済界

スやド イツのホスピス の担い手は市民ボランテ
ィ アで ある。ホス ピス長は医師で はなく 、こうし
た事業を担当する能力のある人物で ある。どう

の危機は別とし て、先進国の 人口の年齢のア
ンバ ランスは社会保 険や医療に強い影響 を及

しても必要と する専門職のスタッ フ以外、ボラン
ティア の役割 はきわ めて大 きい。ホス ピス の経

ぼして いるのは明 白で あろう。現在 、社会保険
に一番負担をかけるのは人生 の最期の２ ヶ月

済面は社会 保険と寄 付で 補 って いると ころや、
年度始めで も今後の 1 2 ヶ月間、運営の保 証の

だと言わ れて いる。患者が再 び社会復帰がで
きるな ら、莫大な 金額 がかかっても論理的に通

な いホス ピス もある。ド イツの場 合は、 年間予
算の２ 割は寄付 金で 補うこと にな って いる。 患

じるが、 結局死亡して し まうのな ら、こう した費
用を浮かせようと するのは合理的判断で あろう。

者の心と魂のニーズ に応えるスピリ チュアルケ
アワーカー は、殆どその地域のボランティア 〜

その結果、 社会経済の「費用効 果パラダイム」
は緩和医療・ 緩 和ケアやホス ピス ケア より も安

主に牧師 ・ 司祭・ ラビやイマ ーム、 あるいは無
宗教家〜 で ある。

楽死を法律的に公布 する方向 に進むことは予
想できる。

ホス ピス はホーム（住まい）で あるので、ス タ
ッフとボランティ アはファミリ ー（と もに あること）

人生の最 期はこの私にも読者にも訪れる。
その最期を昏睡状態のまま過ごし、 自分は「費
用効果のケース」として 取り扱 って もらいたいだ

なのは基本である。 その一致は相互の 尊敬に
基づくものであり、 尊敬そのものはス ピリチュア
ルな要素なので ある。

ろうか。著 者の尊厳死のイメ ージはそ れとは異
な って いる。延命措置や人工 的な 昏睡状態の

日本におけるスピリチュアルケア

ままで逝く望 みはもっていな い。

現在、 スピリ チュア ルケア ワーカーは国 に認
定さ れて いな い。 例外は別と し て医療ス タッフ

スピリチュアルケアの実施

の構成メンバーで もな い。 従って、 スピリ チュア
ルケア はボランティアと して出発 するほかな い
のがほと んどの状態で あるが、と 同時にチャン

上述 した社 会的な 動きは、 現代日本の 医療
界に、いまだ位置のな いス ピリ チュア ルケアの
導入に関する悲観 的な予想かもし れな い。だ
が人間の品 位を保つには、今 こそ的確 な 心と
魂のケア が必要と される。同時にス ピリ チュア
ルケア の位置およびその在り方を考え 直す必
要も迫 って いる。そのために本来 のホスピスの
在り方は一 つのカギ となる。 というのは、ホス ピ
スはまず医療機関ではなく市民 共同体の事業
で あり、 その行為で、 人が品位を持って できる
だけ家で 旅立つこと を可能にする援助な ので
ある。 在宅ケア ホス ピスは最もふさ わし いもの
である。 こういう援助が家では どう して も不可能
な 場合だけが、 患者さ んの最期を建物 で ある
ホスピスで看取ることになる。
この ようにホス ピス は医療界ではなく市民共
同体の事業として ある。 過去、1 4 回ほど「 心と

スのと きで もある。まず日常において周囲 の心
と魂の叫びに耳を傾け、それに応え ようと すれ
ば、 ス ピリ チュア ルケアへの理解、 重要性、必
要性に強 い影響力を与え 、 広がり につな がる
だろう。病院、在宅ケア ホスピス（ p8 参照、中村
克久氏の記事） 、看護ス テーシ ョンのボランティ
アとし て；認定看 護師を中心にした訪問看護ス
テーションの設立；臨床パスト ラルケアワーカー
の派遣事業； 電話によるス ピリ チュアル ケアや
マスメディアへ の情報提供（例、「 声」）な どが考
え られる。ス ピリ チュア ル ケア ワーカー相互 の
助け合いや協 力のためには、各 人の生き生き
したネットワークが生まれることこそ望ましい。
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るより も、まず個人のレベルで、またセンタ ー全
体で 、ス ピリ チュア ルな生き方を通し て社 会に
スピリチュアルケア を提供することに全力 を尽く
せばどうだろうか。
中心課題 になりがちな 経済／コスト より 、 心へ
のシフト を。
不安より も信頼、
薬物にたよるより、責 任のある生 き方 を。
個人主義 より も共生／共存を目指し、
地位より も相 互の尊敬を培う。
自然 の乱用・乱伐・ 公害より も環境・ 資源
を大切にし、
超自然を無視せずに尊 敬・礼拝と感謝 を。

最後に、今回の「ス ピリ チュアルケア」誌の発
行日は米国のオバマ大統 領の就任日と 重な っ
て いる。 米国の人 々のオバマ 大統領に 対する
期待は想像を絶するほど巨大である。また、 こ
の機会はケネディー前 米国大統領の就任演説
を思い出させる。「 My fellow A merican s, ask not
what your country can do for you; ask what you
can do for your c ountry. わが同 胞のアメリ カ人
よ、 あなたの国家があ なたの ために何をし てく
れるかでは なく、あなたがあなたの国家のため
に何がで きるかを問おう で はな いか」 。 心と 魂
のケア の必要性を意識し、 それを磨き、洗練す
るよう に努力 して いるわたし たちは、社 会にス
ピリ チュアルケアワーカーの認定制度を要求す

一期一会 スピリチュアルなエンカウンター
黙想会で、S さんと再会した
奥村 律子
黙想 2 日目の朝、一階に降りて いくと S さ ん
が近寄ってこられた。

背筋がすっとして凛とした S さん、今、背は 丸
く一回り もふた回り も小さくな られて いる。 十年

「あな たはどこか病 院におられ ましたか」、体 を

ほど前、ご主人は病 院職員との 折り合いが悪く、
S さんのお世話しか 受けつけなか った。疲 れ果

寄せながら小さ い声で 言われる。
「はい。○○病院と○○病院・・・」、言い 終わら
ないうちに

てた S さんに、 このままではこの人が危な いと
いう判断に よる入院で あった。と つとつと 語られ
る S さんを聴かせていただいたことがまるで昨

「わたくし は○○○○で す。 ○○病院で 夫 婦で
お世話にな って いまし た。 やっぱり あなたで す

日のことのように思われた。

ね。」
その瞬間、 夕暮れの廊下で佇んで お られた

研修室の入り口で S さんが語られるの をきき
ながら、わたく しは当 時の自分と 出会って いた。

S さんの姿がよみがえって きた。
「○○さんで すね。わたくしで す。」

病院の中に臨床パスト ラル ケアを入れまいと す
る経営者や職員 が多数の中で、会ってくださ る

「昨日ここに来たときからお会いしたこと がある
と思ったので す。あの頃はほんとう につらくて、

患者さ んと家族、職員 はわたくし の援け手癒し
手であった。

あの夜はどうし ようもなくて廊下に立って いたら
あなたが こられたので す。あー、きっと天使だ、

「神さまは こんな ことをなさ るんで すね」
不思議な 再会で ある。 S さ んの涙とわたくし

天使が来てくださ ったのだと思いました。」

の涙。
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死んだらどこへ行くの？ 〜 スピリチュアルな問いかけと仏教 〜
佐藤 雅彦*
☆葬式ばかりではない仏教

会って みたい」と、医師や看 護師に要望するこ
と が増え て きたからで す。緩和 ケア、ホス ピス
に対する啓蒙の成果と いえると思います。

17 歳の時、在家（一般の家）からお坊さんに
なる道 に入った私は、* お坊さ んと いうのは「 お
葬式をする商売」と いったイメージ をもって いま
した。 しかし 仏教 を学び始 めて みて、それが大
きな 誤解 で、お釈迦様 の教 えは「 生老病死」 い
ずれの機会で も、苦し む人々の助けにな るもの
と知り まし た。一方で、 末期患者の援 助をめぐ
り「欧米の病院 には、チャペルが あって チャプレ
ンが いる。 なのに日本のお坊さんは、お葬式や
法事で 死者にお経は 読むけれど、苦し みの中
に生きる人々を支え て くれ な い」 といった世間
の批判を、耳 が痛くな るほど聞かさ れてきまし
た。そんな こと もあり 30 年近く前から、死にゆく
人々やその家族をいかに仏教者として ささえ る
かを学 んできまし た。

☆共通の言葉
訪問の対象 は、主に 60 代以上のガンの末
期の患者さ んで す。しかし そこで耳にしたのは、
ひと つの 共通の言葉でし た。自己紹介の後、患
者さ んのニーズ を正しく知るために「 どう して お
坊さ んに会いたかった？」尋ね ます。すると 患
者さ んは、判 を押し たよう同 様の言葉を発し ま
す。「 もっと お坊さんの話を聞きたか った」「 もっ
と 仏教の教え を知り たかった」 「 お寺の行事に
参加し たかった」「 これか ら自分は お経を読 ま
れる立場になるのだが、読 んで もらうお経 の内
容について 知り たかった」「一 度くらいお経を読
んで みたかった」 と いった言 葉で す。つまり「 も
っと仏 教の何々が したかった」 と いう言 葉な の
で す。 この こと は、 よく日本人は 無宗教だと い
われますが、 生き死にの場 に おいて 、仏 教に
答え を求めることが大 切な ことだと わかって い
る証拠だと 私は受 け止めて いま す。「 いのち」
や「生きること 死ぬこと」について 仏教に学ぶこ
と が大事な こと だと わかって いて も「 まだい い
や」「いつかそのう ちに」と、大事な こと を後回し
にしてし まったことのツケが、死を間近にし て表
出されるのだと 教えてくれて います。

☆「お坊さんに会ってみたい」
現在、私は「 心のケア・ ボランティア」と いう名
称で 都内数箇所の緩 和ケ ア施 設や病棟を、医
師や看護師 がこの患者さ んには、お坊 さんが
関わった方がいいと 判断し、 私に連絡があり、
その病床を訪問する活動 を続 けて い ます。 2 0
年ほど前さ ま ざまな 研 究会で 「 こういった活動
をし たい」と 出会った医師に話すと「 ぜひう ちの
病院に来て 話をし て くださ い」 と 言われ たので
すが「 ○月×日 に」 と具体 的な 話にはなりませ
んでした。し かし この 10 年の間に状 況は変化し
てきまし た。少 しずつで す が、確実に患 者さん
を訪 問 する機会が増 え て きたので す。それは
他な り ませ ん、患者 さんの 側から「 お坊さ んに

☆スピリチュアルな問いかけ
さ らには具体的な お坊さ んに尋ね たかっ た
内容には、ス ピリ チュア ル ケアの代表 的な問い
かけがあり ます。「 どうして私がこんな 病気にな
ってし まったの か？」「なかなか死ねな いのだけ
れど、い つ死はやってく るの？」「死に行く 世界
は、 どの よう なと ころな の？」 これらは、現 代の
日本人を考え ると き、特徴のある質問だと 感じ
て います。 つまり 日本 人とし て 、 知らずに植え
つけられてきた死に対 する知識と、現実 に宗教

*

: 佐藤雅彦（さとうまさひこ） 1958 年（昭和 33 年）東京に生
まれる。17 歳の時、伯父であり浄心寺２３世住職、小池政
雄和尚のもとで出家、得度。平成 17 年２３世住職小池和
尚の逝去にともない２４世住職に就任し今日に至る。大正
大学大学院博士課程修了。ジョージタウン大学ケネディ
ー倫理研究所客員研究員を経て、現在大正大学や上智
大学で非常勤講師を勤めている。宗教家として現代のい
のちの問題に取り組むため「日本生命倫理学会」「日本死
の臨床研究会」など で活動している。
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し「お迎え をい ただく」といったもので す。つまり
伝統的に日本 人は「 自分が死ぬ」と考えるので
はなく、「仏さまのお迎え をいただく」と受け止め、
仏の大きな 御手に抱かれて旅立 って いくと 信じ
ていました。 お迎え をいただくと いうが、 それは
「 誰が」 「 どこへ」 迎え るのか、いつの 時代も学
ぶ必要が あります。 ヴィジ ュアルな ものの乏し
い時代には、 来迎図と いわれる掛け軸や 仏像
を用いて、死を間近にした人の枕元で、人 が来
迎されて いく実際を、祈り を込 めて 表現しました。
それはこれから死にゆく人々に「 お迎 え 」 を見
せるようで あって、 看取る人 々も自らの死にな
ぞらえ て 学ぶ絶好 の機会、 学びの場で あった
わけで す。翻ってあらゆるメ ディア を駆使できる
今日、 我々は死 の世界の学び を深めるよう な
努力をし て いるとは決 して いえ ません。 死とは
隔絶し た距離の ある現代人には、 迎え をいた
だく場・浄土は、 見るどころか、実感の わかな い
遠い話で しかな いので す。

的な もの を避けて きたた め正 確に知識が機能
しないで いる不都合とで も言いましょうか、現代
の日本人の特性と私は推測して います。

☆縁のなせる業
なぜ私が病気 にな ったか の答 え は、仏教で
はどの よう に答え たらいいので し ょう か。仏 教
は「 縁の教 え」 と 言われます。いただ いたご縁
は、私の都合をさ し おいて正 面から受け止め、
前向きに生きることをす すめます。 と ころが私
たちは、 現代の科学 を物 差しにして 生活をして
いると、 ものの原 因を目に見え る形で 確認しな
いと納得できな い、という生き方 をし て います。
しかし この原因とは「 因」の文字 の表す一面的
な意味だけしか示し て いな いので す。 仏教は、
すべての成り 立ちは「 因縁」によると 考え ます。
これ は直接的に関 わる「 因」 と、 間接的 に見え
ないちからが関わり あう「縁」 とが結びついたは
たらきを「 因縁 」 と いうので す。 つまり目 に見え
ない縁のはたらきが あること を認 めず、目に見
える原因の 見方だけで「な ぜ？どうして？」 と病
気の原因を突き詰めたくなるので す。静かに振
り返れば、 私たちが生まれて から今まで のこと
は、みな因縁 によって成り立っているので すが、
それは目に見えること ばかりで しょうか。私がこ
のような病気にな って しまったことの原因は「わ
からな いけれ ど、そのような縁をいただいた」と
しか言うこと ができないので す。

☆仏教は無を説く？
しばしば 勘違いの的になるのは「仏教は無を
説く」 のだから「 死んだら何 も無く な るので はな
いか？」という質問で す。これは 大きな誤解で、
元来、仏教でいう「無」は「こだわらな い、かたよ
らな いこと 」 を表わ し、 執着を離れた世界 を表
現するための仏 教独特の言葉で す。 で すから
死を間近にした人に対して私は「 仏さ まの 世界
があり ます」と説いて います。

☆思うよ うにならない死
☆願って生きる世界

仏教で はこの世の中は、 思うよう にはな らな
い苦しみの世 界（娑婆）だと受け止 めます。 しか
し私たちの 生活は、思うよう に生きて こそ幸せ
を感 じると いった具合 に、思うようにならな けれ
ば、私が 合わせるのではなく、対象とな るもの
を変 えて いく ことで より 幸せを求 めて きまし た。
子どもが授か らなければ人工生殖を利用し、自
分の都合で、 仕事も、住 居も、 伴侶も変え るこ
とを許容してきました。 しかし死だけは、自死 を
除いて は、思う よう に死を操れ る人 は、皆 無で
す。自分以 外の大きな 存在に身を委ねて死に
臨むことを、 仏教の「 来迎」 思想が影響を及ぼ

それで は仏さ まの世界は、 どんな 世界で しょ
うか。極楽、浄土、 仏国と表 現は種々あり ます
が、私 たちの 大切な方がおられる「 いの ちの故
郷」と もいう ことができましょう。そのような 世界
が、 あるか、な いかを問うので はなく、見たか、
見られな いかで もな く 、そのよう な 世界にこの
私がいのちを頂戴できたらいいな、と「願って生
きる」 ことこそ、大切なので はないでしょうか。そ
んなふうに私は、患者さんと語らって います。
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「高齢者の心の痛みに耳を傾けて」
特別養護老人ホーム・暁星園 パストラルワーカー 小野 照子

２年余りの 病院ボランテ ィアを経て仙台
市宮城野区にあるカト リック系の特養・暁星
園に勤務させていただ き、現在６年目を迎え
ております。
初めて飛び込んだ高齢 者の施設で、お年寄
りにはどのような心の痛みがあるのか、それ
はお年寄り 自身から教えてい ただくとの気
構えで臨みましたが、私にはなかなかそ れが
見えてきませんでした 。施設は設立 33 年 目
で今では珍しい 6 人部屋。
平均 年齢 85.7 才、
平均要介護度 4.3、長期入居者 56 名中 半数
以上が重度認知症 という施設の日常風景は 、
一見のどかな雰囲気な中、大きな笑い声や独
語が飛び交い、時には未然に防いだ転倒や脱
出で大賑わい、その間を多忙な職員が足早に
行き交う毎日です。ターミナル期に入り旅立
ち間際のお年寄りにも、死を前にした緊迫感
が感じられないことも あり、勤めた頃研修仲
間に「高齢者に はスピリチュアルな痛みは余
り無いのではないか」と話しひんしゅくを 買
ったことがありました 。６年近い勤務の中で 、
特に入所後 間もない方や介護 度が徐々に進
み施設利用 を余儀なくさ れつつある短期利
用のお年寄りから、高齢期特有の解決困難な
問題、スピリチ ュアルな痛みを聴かせていた
だくようになりました。心身の力が失われて
いく体験の中で「私を忘れないでください」
「早く死にたい 」
「 人間らしい気がしない」
「神 様は どうして 私 を生かして おくのか 」
「私がいなくなるのが一番だなあ、死んでし
まうのが」「ここ（ 頭）が分からなくなれば
良いんけど、なら ないしなあ」「医者にあの
世に逝く薬 を頼んだけど今の 医者はく れな
い。」など。これら の言葉を語られたお年寄
りとその表情は今も忘れられません。お年寄
りとの交わ りは一度の傾聴で 大きな変化は
見られなくとも、日々関わりを繰り返すなか
で信頼関係が出来、身体的な苦痛からの解放
として「早くあの世へ」と言われていたお年
寄りが徐々 に介護を任せてく ださるように
なり長生きに伴う様々 な苦痛を受け入れ、穏
やかな表情で日々を送 られる人に変ったり、
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それま での歩みの中 で起こってしま った恨
みや許 しに関する深 い苦痛のことば が次第
に許し や懐かしさに 変わっていく姿 を見せ
ていただくとき 、生きている限り変わり得る
人間のすばらしさを実感させられます。又時
折、その 日に限って数人のお年寄りがご自分
の心の 内を語ってく ださるというこ とを体
験しました。その日、それは何か事が思い通
りに運ばず 、聴かせていただく私に力 なく、
自信を 失いかけてこ ういう自分がこ こにい
て良い のかと心底助 けを求めている ときで
した。そのことから、私にとって心掛けるこ
とは、人 の評価や仕事の成否で一喜一憂せず
ありのままの自 分を知ること、そのために私
自身の 心が他のこと で騒がしくなく 静まっ
ていること が大切であるというこ とでした。
スピリ チュアルケア の展開は私自身 の内面
性にかかってい るようにも思っています。
一方仕 事として出 会い と傾聴の機会 を多
く与えられている恵みを感謝しながらも、ボ
ランテ ィアの頃と異 なり与えられた 種々の
仕事を しながら傾聴 に潜心すること の困難
さを感じていま す。重視している仕事は居室
訪問・対話・傾聴ですが、お年寄りの状態は
日によって、時間帯によ って異なります。全
く予期 しないことき にスピリチュア ルな場
が生じることもあります。その場面が生じた
とき身の引き締 まる思いで耳を傾けます。し
かし、日常いかに仕事に流されているか、一
期一会 としてお年寄 りに対峙してい ない自
分を自覚するこ ともあります。職員ではあっ
てもお年よりの 立場に立ち、仕事としての意
識から離れ、傾聴に集中することが私に求め
られていると思 っています。
ここ ではほとんど 全員が施設で最 期の日
を迎えます。ターミナル期に入ったお年寄り
と共に居ること 、日常ニーズに応える形で行
う信仰 生活への援助 も重要な役割と 思って
おります。日々の祈り、ミサや聖体奉仕を通
して高 齢期に重要な ご自分の信仰を 整える
お手伝いにも喜 びを感じ今、この場に置かれ
ていること有難く思っております。

在宅ホスピスボランティアの設立について
立川市

月、立川市 内で在 宅ホスピスボラ ン
昨年１１
ティア「さ くら」 を設立しました。 近年、終末

臨床パストラルケア研修生

中村 克久

らの経験で私は在宅の患者にパストラ ルケアの
ニーズ が高いこと を実際に知 ること が出 来たの
です。
私は 在宅患 者にケアワーカーと して 接す る２
通りの方法を考え ました。 第一に市内の 財団が
運営するボラ ンテ ィ ア団体に登録しその一員と
して 活動すること です。こ のボランテ ィ ア団 体は
すでに社会福 祉協議会の支援を得て、高 齢者
施設での傾聴と 在宅訪問での傾聴ボラ ンティ ア
を行って います。そこ に新 しく臨床パストラ ルケ
ア提供を提案しました。そ の上で介護事業所と
ケアワーカー の派遣の協定を結ぶことにしたの
です。
次に在宅医療 の医師との提携は、 昨年１１ 月
に医院の一室にボラ ンティア室を設置、 看護師、
介護士と ７名の一般市 民を発起人として 会則を
整え 勉強 会を開 始しました。 因みに１月 の第 １
回勉強会は 看護師による第１回の訪問看 護か
ら ７回（ ７回目の訪 問看護の後、 旅立たれまし
た）にわたる在宅訪問看護に於ける患者の病状、
家族の状況、看護師やヘルパーの対応 の記録
が説明さ れ、 ケアワーカーと して どの段階 で接
すること ができるかの検討会でした。
在宅ホスピス於ける臨床パストラ ルケアの ニ
ーズは 確実にあり ます。しかし難しさ があるのも
事実です。 病院と 違って一軒一軒のお宅 の個
別性。そして 何より最 後の日 々を家族の方と 過
ごす患者や看 取る側 の家 族は そこに他 人であ
る ケアワーカー を入れ る意味 を見 出しにくいと
思います。しばら くは、これら看護、介護ステー
シ ョンの一員 と して 関係者の信 頼を勝ち 取り 、
患者と の接触の機会を増やして ゆきたいと 思っ
ています。
な お、私は ヘルパーの研修を通じターミナル
期専門のヘルパーが求められていること を知りま
した。介護を受 けている方は高齢で体力を亡くし
てゆく方が多くいます。亡くな る方に寄り添うこと
は訓練も必要ですし、臨床パストラ ルケアの研修
を受けた私たち にと って新しい職域（看取りヘル
パー）になる可能性が大きいと思いました。

期を在 宅で過ごす方が増加しつ つあり、その患
者さ んに臨床パストラ ルケアが必要にな ると 思
ったから です。
私は 市内に唯一人 の在宅ホスピス医師に相
談を持ち かけました。 この医師は患 者と 家族 を
支え、最後まで家で過ごさせる全人的な 在宅 ホ
スピスを提供する理 想を掲げています。
私は まず 臨床パストラ ルケア・ カウンセラー を
説明しました。 患者には医療、 心理士、 ソ ーシ
ャルワーカーの上に心・霊・魂の痛 みにスピリチ
ュアルケアが必要なこと を。
先生は 在宅 の治療は 病院のように整 った家
庭ばかりではな い。 ゴミ の中で亡くな って ゆく方
も居 る。 そのゴミや排 泄の始末をして 看 取りの
環境を少しでも良くしようという くら いの気持ち で
な いと難しいと いう。 また、 訪問看護・ 介護ステ
ーシ ョンと の連携も必要であるしそのためには
ヘルパーの資格も あった方が良いと いう意見で
した。 そこ で何も 分からぬ ままにその医師の言
に従い２級ヘルパーを取得しました。
その時の在宅介護の実習でパストラ ルケア を
必要と され て いる方が 今、目の前 に居ること を
知ったのです。 その方は重症筋無力 症という病
気で寝たきりの方でした。 当日の本当のヘルパ
ー（ 私は 見 習い） が家事作業をして いる間、私
はその方と お話をす る機 会が与え られ ました。
後見人制度 、在宅治 療の事、死生 観な どを熱
心に聴いて こられ又私も知って いる限り の事 を
お答え しました。また、別の利用者さんは「 ホー
ムヘルプだけでな く改めて も っと話を聞いて ほ
しい」と 仰って いました。私は 実習させて いただ
いた事業所に戻 りこ のこと を報告し、介護度 の
重い方にボラ ンテ ィアでお話しさ せて いただく
機会を与えて ほしいと いう相談しましたが、その
事業所はヘルパー登録 をす るか 或いは 責任あ
るボラ ンティア団体と 「 事故」 の責任 を明 確にし
た上でないと 難しいという結論 でした。「事故」と
は利用者と の諸々のトラ ブルです。しかし、これ
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与 えていただいた生命
若杉 章子

コ

似た美しい 声をいただいたことに感謝 して、

ンクリートの 道と塀の間のわずか数

ミリにも満た ない隙間の土から生え
出で、咲き出て いる名もない野の草花の姿に

明るく力強く歌 っています。歌う技 術を超え
た ス ピリ チ ュア ル な も のに溢 れた 歌 声を

感動を覚える日々です。与えていただいた生
命に感謝して精一杯、健気に生きている姿に

日々聴いていま す。彼のコンサー トを聴きに
行きましたが、曲の合間のお話はユーモアに

心を打たれ、 生き ていく力 をいただくの
です。
「あなたも与 えられた生命に感謝して

満ち溢 れていまし た。そ し て、「 You are
only one on this planet ,not number

一生懸命輝いて生 きなさい。
」というメ ッセ
ージを受け取るのです。−−星はおのおの持

one!」と強調され ました。そのコン サート
はチャリティー コンサートでしたが、皆さん

ち場で喜びにあふれて輝き、その方が命ずる
と、「ここにいます 」と答え、嬉々として、

喜んで 募金箱に群が って寄金をされ ていま
した。寄 付金は全額ペシャワール会に送られ

自分の造り主のために 光を放つ−−（バ ルク
書３：３４、３５）を想います。サン・スル

るというこ とでした。 彼は「みな さんの気
持ちを はっきりと伝 えられるコンサ ートに

ピス大神学 院で神学講座を受 講した際の講
義で「神による創造」をお聴きして、この想
いは一層深まりました 。

したいので無料のコンサートとし、募金箱に
入れてくださっ たお気持ち、その全部を、そ
のまま の形でペシャ ワール会に送り たいん

以前、病院で訪 問させていただいたある患
者さんが「自分 がなんでこんなにつらい目に

です。
」とのことでし た。
「与えて くださった
生命を大切に、そのために今自分にできるこ

遭うのか、と想った こともありますが、今は 、
生命はいた だいたものだ からしっかり生き

とをしよう」というスピリチュア ルな想いを
聴き取りました。

てお返ししなけれ ば、と想います。」と 語ら
れ、さらに「人生、誰でも身体的・精神的に

このように、自然、そしてさまざ まな出会
いを通して 、 与えていただいた生命 への

ダメージを受けますが、それは考えさせ、教
えてもらうチャン スです。
」と明るい表情で

感謝の想いを伝 えていただき、気づき・学び
をいただき、私自身も生かされるのです。 生

語られたこ とが大変印象 深く 心の奥に残っ
ています。この方は 感謝を忘れず、日々精

命の不思議さ をも感じるのです。親を大事
にする、ということ も いただ いた生命 へ

一杯生きる こ との大切さを実感を以って気
づき、会得され、 語ってくださったのです。

の感謝の表 れでしょうし、 神によ る創造
を想えば、環境問題も単に人類が後何年生き

私は いただいた生命の大切さ を改め て胸
に響かせていただき、大きなものをいただき
ました。スピリチュアルケ アとは 正に・・双

残れるか、を心配する、ということではなく
なるのではない でしょうか。
自他への いただいた生 命 を大切に想う

方向に働くもの・・な のですね！
盲目のテノール歌手、新垣勉さんのことも

なら、すべての生命との共存を想い、戦争も
無くなるでしょ うし、人 種差別、他人への悪

想います。自分 を捨てた親を殺そうとま で思
った彼が、生命 を与えていただいた神に 出会

口もなくなるで しょう。日々の平 凡な暮らし
にも新 鮮なものが見 えてくるので はないで

い、その愛のす ばらしさに気づかされたので
す。そして今、いただいた生命を喜び 、親に

しょうか。
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スピリチュアルケアの的確な援助者の教室
会話記録（G：ゲスト、H：ホスト）

訪問記録の実例
Ｇ＝ゲスト（患者さん） Ｈ＝ホスト（訪問者）
G１:（大きな声で）癌と闘って いるので すよ
H１:癌と 闘って おられるので すね。（ 額にタオル
を当てている）お熱でも？
G２: 点滴を始めたら熱っぽくな りまして ね。（首
筋を拭う）
（早口で） 手術 をし て 一ヶ月。この点滴 を 24
時間、2 日間続ける最終段階の治療な ので
すが、一週おきに 4 回（？）す るので すよ。
H２:点滴をなさって おられ るので すね。
G3:ほら、 ここ触 って みて 下 さい。（ 注射針の刺
している近く）冷たいでしょ。
ご苦労様で すね。退屈して いたから助かり ま
すよ。
H3:有難うございます。（食事表を見て）やっと普
通食にな ったので すね。
G4:ご飯が美味しくてね、皆食べて し まいます
よ。その表に 10 と書いて あるでしょ。（ 排尿
便の回数、 主食、 副食な どの一覧表を説明。
ご飯が好きな ので、惣菜が口に合 わなくて も
ご飯と 共に食べられる。健康 時の食事の事
も語 る）
15kg も入院してから痩 せました。検査に来た
ら、入院。 直ぐに手術しなければな らな いと
言われて‐‐ 。土方をし て いまし たからね。体
力はあるので すよ。
（この時点で、看 護師長カーテンか ら顔 を出
して、）
N:お話が終わったら、お願いし ます。
H4:はい（ 患者からのクレームかし ら、 それと
も緊急に行った方が良い方 で も？が 横切り
時々思い出して いた）
―― 少し間 ――
G5:先月 2 7 日 28 日夏祭りだったので すよ。私
は神主で して ね、 困り まし たよ。代わ りの 人
が見つかったそう な ので すが。 拝殿の奥 に
は私以外 誰も入らな い ので すよ。 神様の 住
まう所だか ら怖い のでしょう。その場所の掃
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除を入院前にして置いたの
ですよ。
H5: それは 何と い って い いの
か（ 虫の知らせと はいえ な
かった） 神 主様で あれば 、
一年中いろんな行事がある
でしょうね。
Ｇ6:そうですよ。 特に正月は家
で祝った事はあり ませんよ。 1500 人の人達
がお参り に来るので すから、 座って いな けれ
ば、ね。
H6:氏子の 方たちがこられるの で すね。 代々
の神主で？
G7:勉強をして、試験を受けたのですよ（試験方法
等を説明した。祝詞もあげて聞かせてくれた）
僧侶でもあるので すよ。
H7:僧侶？
G8:得度して僧侶になったのは 44 年、神官の方
が後で、平成８年で すよ。
H8: 得度し て、僧 籍に入られるのにはきっかけ
があったので しょうね。
G9:（しみじみした口調で）きっかけはいろいろあ
ったからで すよ。
（H は訊いて見たかったが 沈黙を守った）
G10 ：どなたか亡くな った時、弔問するでしょ。そ
こで説教をするので すよ。喜ば れますね。
H10 :説教を。どのような説教をされるのですか。
G11 :僧侶にな る時に勉強をし たお釈迦様 の出
家と悟りな ど（詳し く話さ れた）で すね。 仏教
は死んだ人の ためにで はなく、生きて いる人
の為 にあるの で すよ。それから初七 日か ら
四十九 日忌までの供養の仕方な ども教えて
あげますよ。今の人は知り ませんからね。
H11 :そうですか。仏教は生きて いる人 の為なの
ですね。
G12 :般若心経は半 年で覚え ました。いろいろな
お経も覚え まし た。 大分忘れ ましたが。1500
回唱えると覚え ますよ。2000 回唱えると、文
字も意味も分かってきますね。

たからですよ。子供を大事にすれば、次の代
に受け継がれて いきますからね。私のﾎﾞﾗﾝﾃ
ｱですね。
H14 :神主さんも僧侶もﾎﾞﾗﾝﾃ ｱなので すね。G さ
んの神主、 僧侶への 修行のことと か、亡くな
った家族の方への説教とか驚きました。
G15 :私も楽しかったで すよ。

G13:お祭りで は、 寄付が百○ 十万円位は集 ま
り ますよ。 殆ど使 って し まい ますよ。 氏子達
は何に要るの だと言い ますが ね。子供 たち
への贈り物、招待者への弁 当代にね。
H13:子供達は楽しみでしょうね。
G14:そうですよ。私の子供の頃もそうでした。神
主にな ったのも、 子供の頃大 事にして もらっ

上記訪問記録に対する

講師 Ｗ・キッペス先生からのコメント*
になる達成感よ りも忠実感が ある のでしょうね」。
H10 :「 説教を。どのような説教をされる のですか 」 は
よい。
H11 :「 仏教は生き ている 人の為なのですね」はよ い。
それに「 具体 的にはど ういうことでしょうか」 と加え
ればさらに明確になるのでは。
G12 に対して、H12「ご自分にとって力 のあるお経を
一つでも 聞かせてくださ いま すか」 と願っ たら ど う
か。
H13 :「 子供達 は楽し みでしょうね 」 に「 お経は子供
にも何 か影 響をあたえてくれる でしょう か」 と加え
れば。
H14 :「子供の時は大事ですね。イ ンパ クトが深くな
りま すね」と言った後、「 神主さ んも 僧侶もボラン
ティア なのですね 」 とま で言い、「ボ ラン ティ アとは
何んでしょう か」と聞いてみたらどう か。そうすると、
「 G さんの神主、僧侶 への修行のことと か、亡くな
った家族の方への説教と か驚きました 」 は不要に
なるかもしれない。
G15 :「 私も 楽し かったですよ 」 と 言ったが、 Ｈ との出
会いによって内面的によ り深くなったかどうかは疑
問。 出会いのとき、お釈迦様の生き るための教
えが今の闘病のために具体的な援助を 探れた
ら、内面的 な支えへのきっ かけになったのではな
いだろう か。Ｇの締めくくり のこ とば「 私も 楽し かっ
たですよ」は、闘病中のひと ときを楽にさせてくれ
たには違 いない。だが、そ の出会いは信 仰や宗
教、 闘病や退屈への具体的な援助にはなら な
かったのではないだろうか。信仰や宗教、闘病や
退屈について探究したなら、 現在の闘病への継
続的な援助になりえたよう に推測 でき る。そ のと
きにはサンフ ラン シスコ の禅ホスピスのフラン ク・オ
スタセスキの問いかけが 役に立っただろう。

G１:Ｇの大き な声は「闘う人」 と「運に対してお手上
げ」状態を暗示する 。*
H１:「 癌と闘っ ておら れる のですね」はよ い。「前向き
で希 望を持っていま すね」と言 い加えたら内面的
に深くなりうる。「 お熱でも 」は不要。
H２:「 点滴をなさっておら れるのですね」の替わりに、
「Ｇさんはタ フ ですね。点滴で縛ら れていても闘っ
ていますね」と。Ｇは自 分が大変 でありながらもタ
フであると 言いたいのではないか。
H3:「 （食事表を 見て）やっと普通 食になったのです
ね」 の替わりに「わたし のこと を考 えていただいて
ありが とう。 今こうしていながら退屈を生きるコツ
をもっているのではないでしょうか」。
H4: 適切と思う。
H5:「 それは何といっていいのか」はよい。「 神主様で

あ れ ば 、一 年 中 いろ ん な行 事が あ る で し ょう
ね。」 を省いて、 そ の代わり に「『神様 の住ま う所
はこわいのでしょう』 と言われまし たが、そ れはどう
いうことでしょうか」と尋ねてみてはどうか。
H6: 「 氏子の方たちがこられる のですね 」 はよ い。そ
れに「 仕事か家族のどち らが大切 である かは葛
藤ですね。 …これほど大勢の氏子 の方たち を相
手にするにはど うさ れますか。何が 大切 でし ょう
か」 と言い加え れば。「 代々の神主 で？ 」 は不
要。
H7:「 僧侶？」より、「達成感なのですね。勉 強家で
すね。「 勉強し て試験」 と仰 ったのですが 、生活
そ のも のも勉 強と試 験の連 続 ではな い でし ょう
か」 と言えばどうか（内容が 深まる）。
H8:「 得度して、僧 籍に入ら れるのにはきっ かけがあ
ったのでしょう ね 」 はよい。ある いは「 僧侶と神官
*

網掛け文字は訪問記録内の会話のことばです。
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を援助し、病人＝弱 者であることを 少なくと もそ
のときは忘れることが でき た。そ れによって退屈か
らの一時 的な解放 にはなったが、Ｇの内面 性＝
スピリチュアルな次元を深めるまで進められなかっ
た。Ｈは G の発言 の中に含ま れている事柄をピッ
クアッ プし、できるだけそれに絞っ て追究 する よう
に努めればよ いと思う。 例えば、「 お経」と退屈と
の関係など。

特に、「 あなたの病 気はあなたの信仰・ 信条
や信念からいうとあなたにと ってどのような意味を
もっ ていま すか？」 とか、「あなたはその団体から
（内面的な） 援助と 支援を 受けていま すか？」と
いうような問 いかけを Ｈがしたなら、G は緊張して
「楽しかった」 とは言えなくなるかもしれないが、今
後の闘病生活のために具体的な援助を得たか
もし れない。Ｈ がＧの自己再評価・ 再 確認いわ
ば自慢できる機会を 与えたことによ ってＧの自力

講師 盛 克志 先生からのコメント
ろ いろな出来事が 交差し てこと だろうから ・・・、G9
の沈黙から G10 の言葉出てきたのは注目すべてき
である。G10 の「 …喜ばれますね。」と言っている の
に対して、H10「説教を。ど のよ うな説教をさ れる の
ですか。」 というストレ ートに喜ばれる内容を尋ねた
ことは良 かった。そ れで G は内容を容易 に話すこ と
ができ たのではなかろうか。そ れに対し て、 H11 の「そ
うですか。仏教は生き ている人の為なのですね。」
より、 今 の人は知ら ないこ とに に焦点を合 わせて
質問していけば、 G の人生 観や価値観を聞くこ とが
できたのかもしれない。そ の後の会話で G は仏教か
ら今 度は祭りに話が展 開して、回顧的な発 言をし
ている とこ ろに、H13「子供達は楽し みでしょう ね」 と
いうよ りは少し、オープンな表現にしたほうが よかろう。
G12 と G13 が続いている ので、G12 に対する 返答
も G13 の後に入れたほうが いいだろう、たとえば「般
若心経を 半年で覚えたのですか・・・ それに何度も
唱える と 文字 も意 味も 分かっ てくる もの な の です
ね。」など。 G14 の「・・・子供を大事にすれば、次の
代に受け継がれていき ますから ね。私のボランティア
ですね。」ということ に対して、 H14 の「神主さんも僧
侶もボランティ アなのですね・・・」 の ボ ランティ ア と
いうこと に集 中する のではなく、「子供を大事にすれ
ば、次の代に受け継が れていきま すから ね。」 に焦
点を合わせていけば、き っと別に会話に展開し たこ
とだと思う。この会話は 戦う から 楽しかった に変
化しているのは H の訪問の結果だと思う。G が癌 と
の戦いの中 でも 少し でも自分の人生を 回想し、そ
れに良しとさ れたなら、そ の H の存在はまさしくケア
の領域に入 っている のではなかろうか。

入室時、最初 にどうような会話があったのかが 記
録されていないが、き っと 何かの状況が あって、ある
いは挨拶が あってこの会話は始ま っていると思われ
る。G1 の大きな声での強調 は単に身体的なこと だ
けに集中している のではないので、H1 の最初の G1
の繰 り返し の言葉はいいのだが 次 の「 お熱でも？」
という会話の進め方のこの質問は特定性が ある の
で、 身体的なこと に集中させる のではなく、も っと内
面の闘 いについて心を 開けるような言葉、 ある いは
間があったら良かっ たと 思う。例えば「癌と闘っ ておら
れる のです (しばしの沈黙と間)」そう すると熱だけに
対する答えが出てこなく 別 のＧの言葉が 引き 出せ
たと 思う。 H2 の「 点 滴を なさ って お られ る の です
ね。」も 、会話を 点滴 に焦点を 当てるのではなく、
G のそ のような状況のなかでの心の在り方に集中す
る言葉を投げ かけたほうが 良かった。G3 の「・・・ご
苦労様ですね。退 屈していたから助かりま すよ。」に
対して H3「 有難うご ざいま す。」よ りは例えば、「ご
一緒させていだき、こち らも嬉し いですよ」と か「 喜ん
でいただけること嬉しく思っていま すよ」 とかストレート
に H も自 分の気持ちも 伝えたら いいと思う。 次の
「 （ 食事 表を 見 て） やっ と普 通 食 に な った の で す
ね。」ここは問題 で、せっかく G とスピリチュア ルな会
話が展 開できそうな場面で、 食事 に焦点を 合わ
せてはいけない。こ のチャンスを生かすべき であった。
H の言葉で、焦点が 食事の話 題になってしま った。
N の登場で少し、G の状 況も変化し たのか、話題
が少し変化してきている。H8 の「得度して、僧籍に
入られる のにはきっ かけが あったのでしょうね。」と いう
問いかけがよいと思う。 き っかけ とう言葉の中にい
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〜 認定を受けて 〜

小さな鉛筆
関西ブロック

CPC・山本信子

パストラルケア カウンセ ラーの認定を目指そ

謝と 喜びで いっぱ いで した。 翌日、ド イツ研修

うと、はっきり 意識したの は昨 年の５月でし た。
それまで、 仕事の休 みをやり繰りし て５ 日間研

旅行で 出会ったス ピリチュア ルケアの先輩と共
に過ごし な がらいろんな こと を分かち合いまし

修や福岡の 神学講座に参加 して いまし た。 職
場は患者様が増え たのに離職 する職員が続き、

た。別れて か ら時間が あったので、先輩 に場所
を教えて もらった吉祥寺教 会を訪ねました。 お

もう、５日間休み希 望な ど言 えな い雰 囲気でし
た。仕事を辞めて ス ピリ チュアルケアの勉強 を

祈り をするだけのつもりでしたが、G 神父にばっ
たり 出会いました。 名古屋で 受洗し た時、 神父

続ける、と 決心し まし た。５ 人の子育て をしなが
ら夜勤 もし まし たし、 両立で きるよう にと職 場も

様が主任 司祭で した（ 洗礼は別の神父）、 と言
う私を、 よく来たな、まあ座れと、ニコニコと 迎え

変わり まし た。 それも看 護という 職業が大 好き
だから続いて いた３０ 年で す。 それを手 放し た
時、自分で も驚きましたが思 って いたよりもさ ら

てくださり、これまで の人生を話してくださいまし
た。空襲に遭 ったこと、 カトリックとの出会い、神
父にな ったいきさ つ、カンボジア難民の子ども

っと した感情で した。研 修を終了 して０ ７年の全
国大会が終 わり １１月 にな りまし た。ス ーパー

との出会い、そし て今現在。思う ようにな らな い
事もあったが、それ も受け止 めて 、振り 返って

ビジョンのための 訪問を V 病院に お願 いし まし
たところ、快く受 け入れてくださいました。 Ｏチャ

みればこれでよかった。その姿は ス ピリ チュア
ルだなと 思いました。私もたっぷり 話し ました。

プレンの配慮に感謝して います。
私って 何 か、うそっぽ い。 神 学講座の最中、

帰り道 、いただいたサイン入りの自著を読んで
いて次の箇所で 涙があふれてきまし た。マザー

他の研修生が課 題に取り組 んで いる姿 をすご
いなあと思っていたら、突然、私の中にこのこと

テレサのこと ば「 貧し い人々のために働く ため
に、特別に必 要な事は ありません。それは 神の

ばが出て きて、ドキッとし まし た。そうなので す、
なかな か取り 掛かろうと しな いで逃げて 回 るの

みわざな ので す。 私は神の 手の中にある小さ
な 鉛筆の よう な もので す。神が 考え、神が書 く

で す。秋の認 定を目 指すと決めた私は、うそっ
ぽい私との 戦いでした。訪問記録を書いて いて、

ので す。鉛筆 は何もしません。鉛筆は ただ使わ
れるだけで す」 （「 よし!学校をつくろう」後藤文雄

この と きの 気 持ち はこう で は な い、 微妙 に違
う・・・ 机には 向かわずに日が過ぎて いきまし た。
ブッ クレ ポートの 書き直し にはしぶ しぶ 取り掛

著 p180 講談社） 私は どうか？ 鉛 筆自身がな
にかし よう 、何か書こう とし て いる。 そこを取り
違え て いると 気付きまし た。認定は 、１ 人前に

かりました。再び本を読み進めて いくと、評価で
の指摘が的を得て おり 、いか に自 分が読み込

なったので はなく、生まれたばかり だと思う。何
も出来な い、し ばらくは、 お任せし て育 てて もら

めて いないかに気付か されました。秋の認定は
やっぱり無理だと弱気にな ったこともあり ました

い受け取るだけ。
かかわってくださ った皆様に感謝し ます。
V 病院でボランティア を続けます。

が、関 西ブロッ クの仲間の叱 咤激励で 申請 ま
でたどり着けました。 全国大会当 日の 私は、感
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研修会感想
福

岡

鹿児島
２００８年１０月４日〜 ８日

２００８年１０月１１日〜１３日

[科目Ⅰ：人間関係とコミュニケーション・傾聴]

[科目Ⅱ：価値観の明確化]

研修会を受けて、普段自分がどれだけ言葉を大

「価値観の明確化」研修一日目の始まり、私た

切にしていなかったか知りました。自分はコミュ

ちはキッペス先生にまず研修会会場（２階）の窓

ニケーションが下手だから、人間関係がうまくい

から外（小さな道路一本隔てたところで行われて

かない時がある。そう思っていましたが、そうで

いたかなり広い建設現場）を見るように促された。

はなかったことを発見できました。

つまり工事現場を見て、大切なことを見出すこと、

自分とちゃんと向き合い、自分を知り、自分の窓

つまり患者訪問です。 相手の方にとって大切なこ

を開け放つことで、人とコミュニケーションを取

とは何だろうか 。そのキッペス先生のいざないに
まず驚きと、そうか！と感動。何か厳かな気持に

れる自分があることを感じる事ができたのは、私

なって見させてもらった。表面に見えていること

の人生に大きな変化をもたらしました。

からもう少し深く見て取れないだろうかとじっと

いくつもの体を使ったワークや、先生方の心の

そこに佇む。一生懸命推し量るようにしてみたも

こもった教えの数々は、人と人の心の交流の素晴

のの、見たことはやはり訪問でいえば、病室の様

らしさ、傾聴の本当の意味を学ばせてくださいま

子と患者さんの姿、その病状はどうだろうか、き

した。また、研修生の皆様との出会いや、共にワ

つそうだがご家族の助けがあるのだろうか、とい

ークや学びを分かち合えたことは本当に素敵な

うようなレベルのものであった。でもキッペス先

経験でした。互いを知り認め合うことで、とても

生から解説されたことは、世界、国、経済の現実

温かい気持ちになり、感動が湧き上がりました。

から、その立場による価値観の違い、そこに働く

感謝しています。

一人の人の存在の意味と価値観まで、今この瞬間
を見事に見て取り、分析解釈されたものでした。
そこ眼下に、たくさんの人たちが生きている現場
があって視界に入ったかもしれないが、私は気に
も留めず、見て取らず、でした。私は何も見てい
ない、見ようとしていない、つまり聴こうとしな
がら、その心は開かれていないとも言える。まし
てやそこにどのような価値観が生きているのか、
とても及ぶ洞察ではありませんでした。

これから もパストラルカウンセラーを目指し
て研修を重ね、自分自身の全霊で患者さんの思
い・叫び・怒り・喜び・悲しみなどに寄り添える
ようなりたいです。そしてパストラルケアの大切
さ、必要性を広められる役割を果たせるよう、勉
強していきたいです。
今回この取り組みで自分にとって大切なことを

（Ｔ．Ｙ．さん）

確認し、また他者の目を通して自分の価値を見て

***************************

もらった。また他者の価値観にも触れさせていた
だく作業をも通して気付いたのは、自分の価値観
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をもっと明確に具体的にしていくことから歩くこ

ことにあると分かっていたつもりでしたが、

とではないかということでした。またパストラル

現実にＧに出会っ た時Ｇのためにさせても

ケアに出会わせて頂いて、以前の私は他者の価値

らうというより、私の自我が見え隠れしてお

を生きて自ら苦労していたことがよくわかった。

り、その難しさにも気付きました。
そのために自分自身が悪しき自我から解放さ

キッペス先生はじめ、仲間とも研修を共にさせて
頂きスピリチュアルな刺激や指摘をたくさん頂き、

れ、本来の自己を取り戻すことによって他者と共

変化し、成長させてもらっています。

に生きて行けるし、他者との関係を持てるのでは
と希望を持った研修でした。ありがとうございま

病気を持って生きる方々の前に、私も生きてい

した。

る人として共に居られるよう、日々地に足をつけ

（Ｋ．Ｎ．さん）
***************************

た生き方をしようと意識を新たにさせて頂きまし
た。こうしたことを気付かせて下さる方、そして
パストラルケア、ともに歩く仲間に感謝です。

関

（Ｍ．Ｋ．さん）

西

***************************

神戸学生青年センター（神戸）
２００８年１１月２１日〜２３日

[科目Ⅱ：価値観の明確化]

イエズスの聖心病院

価値観の明確化について、基本的な知識、そし

２００８年１０月２０日〜２４日

て自分自身の価値観を点検・作り上げることが出

[科目Ⅲ：スピリットとスピリチュアル]

来、そして同じ学びをしている友と出会えて収穫

ＷＨＯの人間像によれば人間は身体、知性、精

であった。

神、心、さらに霊と魂からなる不滅な存在と定義

科目Ⅰは末受講なので予習での提出レポート

され、それに伴い全人的ケアの必要性を要求して

作成は今からみてかなり自己 流のものであった。

いる。
・

講習中での課題実践のうちに気づき、記述する際

このような五感で確認できることがすべて

修正していった。他のメンバーから戴いたものと

ではないこと、現実を超越した背後にある人
間の存在意義や価値は日本の精神文化には

共に、多いものから数え上げる作業において分散
する傾向が出たので、同じ内容はまとめるように

殆どなかったものです。しかしそれはすべて

した。

の人間が与えられているものであり、今、こ

レベルの異なる 7 名の研修生を教え導いて下さ

の科目Ⅲの研修においてＧ（ゲスト）を訪問

った講師の労を感じた。私がその立場なら投げ出

する時留意したことでもありました。
・

してしまったかもしれない。体憩時間お隣さんと

聴くとは、見るとは、共にいるとは、相手を

のおしゃべりが授業本番で、その続きを皆の前で

いかすとはどういう事か。初めての訪問検討

するよう求められた。自宅での家内との会話は要

会において、先に歩まれている方の報告、ま

件中心なので、私にとっては数日分に相当するよ

た自分の記録に対する検討における指摘等、

・

たくさんのことを学ばせていただきました。

うな分量を語る思いではあったが、かなり核心に

スピリチュアルな会話をするには遠い自分

入った話をする体験ができた。会社人間を卒業し

を見出しました。
わたしが愛したように愛しなさい または

て家内との協同作業を作り上 げていくにあたり、

まさにこれらの言葉を何

どう確認していくか。あのガンジーの家庭での生

回も聞いてきましたが、どれほど自分が隣人

活。奥さんとの対応を見て育った息子が、父親の

から離れていたのか気付く毎日でした。

宗教と敵対する側に入ってしまったエピソード

スピリチュアルケアとは他者が自分自身の

が紹介された。定年退職して時間が自由になった

核を生きること、人間がオリジナルなものと

今、妻との過ごし方は大切だ。

隣人とは誰か

・

いい指針になった。受講してない彼女の価値観を

して人生を完成するよう援助させてもらう

この感想文を作成している 12 月の初めの雨の
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降った日、外出中に靴底を滑らせて転倒し左足く

いただけました。又自分自身の内面も変化してい

るぶしを骨折してしまった。今ギブス装着のため

ることを知りました。なかなか持てなかった相手

脹れが治まるのを待機している。幸い寝たきりで

の「人間としての尊厳」を認めていくことが出来

はないが、左足に加重がからないよう室内を伝い

るようになり、自分本位な考えから、関係の中で

歩きしている。物を運ぶことはできない。生活が

生かされている自分をみつけることが出来るよ

ガラリと変わった。健康のときでも時間やりくり

うになってきました。たてまえの中で苦しんでい

していたのをどう処埋したらいいのかパニック

た自分がこの研修の中では、又ゲストさんの前で

寸前であった。価値観は変わっていく。今置かれ

は本音をさらけ出すことが出来、力の抜けた心地

た状況でのそれは何だろう。頭に浮かべるだけで

良さを感じていました。

なく言葉に表現してみよう。そして思いどおりに

地元では不可能なホ スピス病棟の訪問をするこ

成し遂げた時、自分をほめることにしている。お

とが出来ました。一番感じたことはＧさんが一生

かげで家内に怒りを投げつけたり、不安やうつ状

懸命生きていらっしゃるということです。最初の

態にならず気持ちは安定している。これは神戸で

方は病名も理解されてなく大変前向きでした。2

の学びの成果である。（H．S．さん）

日目の方は初めは落ち着いてゆっくりとお話し
していたのですが、だんだんと早口になり、苦し

***************************

い呼吸であるにもかかわらず、涙をボロボロ流し

イエズスの聖心病院

ながらしゃべり続けました。淋しさ、苦しさ、生
きたいという思いを見たような気がします。今回

２００８年１２月１５日〜１９日

の研修を通し、自分の生きる意味、目標を明確に

[科目：聖職者（各自フリー科目）]

することが出来ました。（Ｓ．Ｓ．さん）

一度目の「人間関係とコミュニケーション・傾
聴」研修で（2007 年 3 月）で
は気付けなかったこと、得られ
なかったものを今回はたくさん

一日研修会

感想

★仙台（２日間）
すべて意味のあることと思います。今まで思
ってい た信仰という 概念が違ってみ えてき
ました。自由に なってきた気がします。
（Y.K.さん）

2008 年 11 月 29 日・30 日
「本物を知る 」この言葉がとても響きまし
た。本物を知る為には、まず自分自身を知ら
なければならないし、奥深く眠っているもの
を心を澄ま して感じとら なければなら ない
からです。偽物が普通に出回っている 今、そ
れが現実ですが、それに流されずに本物を見
分けること ができる自分にな りたいと思い
ました。
（N.M.さん）
------------------ -すべて自分に向け られた話のようでした 。
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臨床パストラルケア第 11 回全国大会の感想
堀崎 浩一
を高めて おいで だから だと 感じました。 心を込
めて聴いて いただくと こ んな に話しや すいのだ
と 実感しました。 同時に、聴き取り方の学びにも
なりました。 話の内容は 覚えて いませんが、よい
環境下では 容 易に心を開 くこと が出来 る。 それ
は、話しやすくなると 共に、よく聴き取ること がで
きること を実体験するよい機会となりました。
現場から の報告並びに事 例報告では 、医 療
現場の基 本的知識のな い私（ 電気・ 電 子機械
の設計者であった）には判り にくい面がありまし
た。報告の内容 理解が報告のスピードについて
いけな い（ 専門的内 容や言葉の把握が 十分で
ない）面がありました。このような報告・事例 報告
は 発 表 者 にと って 、 100
名も の前での発表・ 広い
会場と いう環 境では かな
りの困 難を伴 うも のでしょ
う。50−60 名の聴衆なら
話しやすいのではな いの
でしょう か。しかし、報 告
者の熱意は 受け取るこ と
が出来 ました。そ れ だけ
に、質疑 が活 発に行われ
ると 、質 疑の内容から さら
に理解が進むと 共に、聞き手も共に参加して い
る気持ち が高まるでしょう。
このような 大会を準 備してくださ った東京ブロ
ックの皆様 には 感謝いたします。 ありがと うござ
いました。
さらに、 この経験から得ら れた知恵を北海 道
にも授けて いただければ幸いです。
最後に、 大会の効果をも う一つ。 それは、 自
分のスピリチ ュアルを知ることに関心が集まって
いる私が、スピリチ ュアルケアに心が向いて きた
と 感じること です。現在でも確たる信念 を持 つ状
態では あり ませ んが、私にも それが可能 かも し
れない。私のタレント で対応できるかも 知れな い。
では チ ャレ ンジ するかと、その方 向に向かって
いること です。
グループ討議の皆さ んがそのようにさせたの
でしょう か。 心は 不思議なも のです。 皆さんあり
がとう ございます。

私がこの大会に参加した当初の目的は、 きわ
めて 単純です。次の札幌大会の準備でお手伝
いすること になり ました。しかし過去の大会資料
からは 、どのような も のか具体的に掴み 難かっ
たのです。 な らばと 参加し、 その行動によって
多くの学びが出来ました。
パスト ラ ルケアに関 心を持 ったのは、 自分の
持つスピリチ ュアルと は何かを知るためでした。
2005 年の札幌の第 1 回一日研修会に参加した
のが始 まりで、 いつしか今大会参 加と な り まし
た。
教育講演の内容では、斉藤武先生のお話が
直ちに私 に働きかけました。
大会の 1 ヵ月後スウェ
ーデンの人口 500 人の村
コルピボンボロ（ 北極圏に
ある） に行きました。偶 然
のこと から、 40 名の老人
が暮ら す施設を訪問し ま
した。自分でも驚くほど自
然に、皆 さん一 人 一人と
お話して いました（言葉は
理解でき ませんが、心 は
通って いました）。 手を取
り合ったり、遠くから手 を振ったり 、微笑 みあっ
て。
村の方々が心を開いて私たち を受け入れて
くださ った。 それを、素直に受けと めること が出
来た私たち が、同じように心を開いて いたので
しょ う。 そのような 環境が働きかけたので しょ う。
心地よい体 験でした。
「心は朝・昼・ 晩いつも 変わる、揺れ動 いて い
るも の」、 「心は 興味 を持って 欲しい・ 関 心を持
って 欲しい・ 認めて欲しいと願 って いる」、「 生き
て いること それは、いろいろな人に出会 うこと 。
今日と 同じよう に明日も また。 それが自分自 身
を見 つめさ せる。 こ れは与え られたこと 」と の斉
藤先生のお話が私に働きかけたのだと。体調の
優れぬな かで、熱意を持って お話いただき、斉
藤先生あり がとう ございます。
グルー プ討議は、4 名と 少人数でしたがよい
討議が出来ました。それは、 皆さ んが聴く能力
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スピリチュアルケアの勉強室
臨床パストラルケアの「臨床 CLINICAL」の意味合い
「臨 床」 を把握するには「 心理士 psychologist」 と「 臨床心理士」の差から理解しや すい。「心
理 士」 の 対象 は 正常 normal な 人 の心 理 normal psych olo gy、 「 臨 床心 理士 clin ical
psychologist」 の対象は異常 abnormal な 病 的な 心理 abnorma l ps ycho log y で ある。 臨
床心理士の 働き場は 病院だけと 限られて いな い。「臨床」の意味は 臨床心理士の ”
臨 床”
の意味
で ある。
病気は もちろん、それだけではなく、急に解雇さ れた人、自殺にかられる人、虐待 やレイプにあ
った人、拉致さ れた人とその身内、親の離婚や死別に悩み、 傷付き悲嘆して いる子供たちや捨て
子、軽蔑さ れ周囲か ら見捨てられた人、社会の不正な どに悩み苦し む人の痛みは臨床スピリチュ
ア ルケア の対象で ある。言い換え れば入院患者 に限らず、 困難や病気の際、心と 魂、即ち自分自
身の存在を含めて存在自体か ら生じ てくる実存的な 苦痛・苦難や苦 悩を患って いる人を相手にす
ること。
このケアの担 当者には以下の特性が要求 される。
１．宗教の 有無に関係なく、堅 実な性 格を持ち、 自他のスピリチュアルな 面を重要視し、
それ を育成するパーソナルな（固有な）信念、人生観、および世界観 を持つ人
２．現実的な 生きた健全な 信仰・信 条を有 し、基礎的な心 理学の要素を持って いる人
３．心理学 的、哲学的、神学的に統一さ れた人格を持⊃人
４．ス ピリチュアルケアに携わることに使命感を持って いる人
Ｗ・キッペス

第 15 回日本実存療法学会
●会

期：2 009 年 3 月 14 日（土）9:30〜16:0 0

●会
●主

場：慶應 義塾大学信濃町キャン パス 孝養舎内 （ JR「信濃町」駅下車、徒歩約1分）
催：第 15 回日本実存療法学会 会長 加藤眞三（慶應義塾大学看護医療学部）

●後 援：W HO（世界保健機構）
●参加費： 会 員 2000 円 、非会員

3000 円、学生

無料

●テーマ：グル ープワークと実存療法
●プログラム（予定）
特 別 講 演 「実存療法：世界の動 向 −グループワークと の関連」
浜松医 科大学付属病院心療内科科 長 永田勝太郎
会 長 講 演 「慢性肝臓病患者の患 者教育とグループワーク」
慶應義 塾大学看護医療学部教授 加藤眞三
ワー ク ショ ッ プ 13:00〜
「アルコール依存症患 者会の研究」
「乳がん患者のグルー プワーク治療」 などを 予定しています。
●第 1 5 回日本実存療法学会 お問い合わせ先：慶應義塾大学看護医療学部内
Te l:03-5363-3731 Fax:03 -5 363-2039 E-mail：kato s@ sfc.keio.ac.jp
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フォローアップ研修のエニアグラムを通しての
スピリチュアルな旅ワークショップのご案内
と
き：
と こ ろ：
参加資格 ：

定

員：

2009 年 10 月 2 日〜5 日まで
聖霊修道院マリア舘（東京都小金井市桜町 2-1-43）
※ 研修生、研修中、研修終了の方、認定を受けた方、
他のミニストリーに携わっておられる方も若干名可能。
通いでも、泊まりでもどちらでも可
１０名まで

ファシリ テーター Ｓｒ．益 尾 悦子
＜申し込み・問い合わせ＞ Sr． 益尾まで （連絡先は別紙ｽ ｰﾊﾟ ｰｳﾞｨｼﾞｮ ﾝの項参照）

出来るだけ早くお申し込みください！ お申し 込み締切： ２００９年７月末日

夏期神学養成講座 A 年開催
日時：2009 年 7 月 30 日〜8 月 8 日
場所:福岡サン・スルピス大学院
上記日程で今年度も開催いたします。
詳細は次号スピリチュルケア誌 43 号に掲載し、資料も同封いたします
宿泊は女子のみ 15 名までの制限がありますが通学も 出来ますので是非ご参加下さ い
１講義からいくつでもお好きな講義 を選択 受講もできます

新 会 員 名 簿

Ｂ

Ｂ

敬称略

MEMBER
竹元 しのぶ
森田 恭一郎

海江田 紀子
鈴川 幾子

小川 裕美
中島 美枝

久川 洋子
野川 啓子

長澤 千
清水 香名子

藤原 雅子
伊藤 泉

平塚 園枝
上村 建二朗

佐藤 ミツ子
宮原 久枝

石田 房子
柳橋 なぎさ

服部 千加子
岡本 ひろ子

MEMBER + CONTRIBUTION

増子 勝義(1)
酒井 多恵(3)

山本 守正(3)
安元 眞理枝(3)

全国大会参加者(3)
フランシ スコ修道院(39)

( ) 内単位：千円

泉 キリ江(7)
三田 千鶴子(3)

近藤 恵子(50)
南九州ブロック(2)

伊藤 隆夫(5)
木村 玲子(3)

前手 由美子(3)
宮本 久仁子(2)

聖母病院研修生(5)
野田 千恵子(10)

*端数は 非表示

※ 2009 年 1 月 14 日現在

特定非営利活動法人 臨床パストラル教育研究センターのホームページ は、

臨床パストラル教育研究センター
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検索

「センター本部の動き」
現在の本部組織図（会議体系）はスピリチュアルケア誌 37 号（2007 年 10 月）に折込
んだ通りです。理事 会のもとに７ つの部会があるが、実質上活 動しているの は、教育部
会、出版部会、地域 部会くらいで 、広報部会の中のホームペー ジ会議はここ 一年くらい
休止状態です。
１） 教育部会（キッペス、木澤、吉田）はキッペス理事長の上京の機会に昨年 11 月
および 12 月に会合を持つと共に、1 月初旬にかけて数回の電話会議を行い、来年
度の研修会開催予定の決定、ワークリーダー研修やスーパ ーヴァイザ ー研修の見
直しを行った。又、1 日研修会や 5 日間研修会の講師を養成するプログラムも昨年
初め発表されていたが、これはセンターとしては人的にも 物的にも実 施は困難と
判断し中止することとした。 以上の内容はプリントしてこの 42 号に折込んだ通
りである。 1 日研修会や 5 日間研修会の講師は欧米などでＣＰＥ等の教育を受け
た人材に依頼することで対応することとした。新しい講師 を積極的に リクルート
する方針である。
２） 出版部会は本誌の編集後記にも以前書いたように、
「心と魂の叫びに応えて５」
の編集や校正に携わった。昨年 11 月の全国大会までに印刷が終了し、現在発売中
であり、これも注文用のパンフレットを同封した。スピリ チュアルケア誌を毎号
発行するに当たり 2 回以上の編集会議を開催している。
３） 地域部会の活動については同封のネットワーク誌を参照されたい。
４） 理事会は頻繁には開催できない（現在は年間 2 回程度）のでメールや電話によ
る打ち合わせで補っている。 組織上は存在しないが 、理事長と副理事長 2 名が
執行役員 的立場で、頻繁に本部事務所と久留米事務所 の間で電話 連絡・協議
して、業務を遂行している。
（文責：吉田 彪）
本部事務所だより
東京世田谷区の本部事務所には現在常勤者は 3 名。 吉田副理事長は月から金まで 5
日間だが、その内数 日は半日勤務 。木澤副理事長はスーパービ ジョンや研修 会などでの
出張以外は 月曜から土曜まで 6 日間勤務。藤生（ふじう）氏は現在ボランティアとして
ほぼ 5 日間勤務し、６月から正式スタッフとして勤務の予定。 ほかに週に 1 回程度ず
つ東京ブロックから 数名の方々が ボランティアとして各種事務 のお手伝いを して下さっ
ている。 本部事務 所の仕事の内 容はセンター業務の全てにかかわっている ので、今後
その活動内容を順次お知らせしていく予定です。
（文責：吉田 彪）

〜〜 編集後記 〜〜
キッペス理事長の年頭所感に引き続き、佐 藤雅彦住職から仏教者におけるスピリチュ
アルケアに関して極めて興味深い一文を頂 いた。皆様から読後の感想を是非伺いたい
ものです。編集委員会では今後もこのよう にセンター会員外の方々からの寄稿をお願
いしていく予定ですのでご期待下さい。 今号にも小野照子、中村克久、若杉章子、
山本信子の会員諸氏が編集委員からのご依 頼に快く応えて下さり貴重な原稿を下さっ
た事に深謝致します。 会員の皆様から、 センター本部がどの様に活動しているのか
が見えないという声が聞かれます。 そこ で今号から新たに「センター本部の動き」
と「本部事務所だより」を掲載することと しました。可能な限り最近の本部の動きに
ついてお知らせするようにしたいと考えます 。
（ 吉田 彪 記）
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ワークリーダー養成制度の導入
2 種のワークリーダーの養成
資格認定予備課程における科目Ⅰ及び科目Ⅱのワークを担当するワークリーダー、
すなわち
科目Ⅰ「傾聴及びコミュニケーション」研修会に対するワークリーダー
科目Ⅱ「価値観の明確化」研修会に対するワークリーダー
を養成する制度を導入する。

ワークリーダーの役割とその必要性
１、ワークリーダーは当該研修会内においてワーク作業を分担実施して研修会講師を
補助し、当センター研修会全体への導入である、資格認定予備課程研修科目Ⅰと
科目Ⅱを充実させる役割を担う。
2、科目Ⅰ及びⅡの研修会とは別にワークリーダーが、同じねらいと方法を持つワー
クショップを開催できる。 これらによって、科目ⅠとⅡ研修をより活性化させ
るのみならず、スピリチュアルケアの一般社会への普及を目指す。

ワークリーダー養成研修会の募集及び研修費用
ワークリーダー養成研修には「自分自身の継続的研修」と「ワークリーダー資格獲
得」を希望するパストラルケアワーカー資格認定者が応募出来る。養成研修の案内は
スピリユアルケア誌のニュース欄、パンフレット、ホームーページ、個人宛の通知等
を通じて行われる。 申込みは本部事務所教育部会まで。
科目 I と 科目 II のワークリーダー資格は別々に取得しなくてはならない。
いずれも資格取得のためには以下のような要件を満たさなくてはならない。
１）リーダー養成のための 3 日間研修を受講する。
２）自分達で企画した 1 日研修ワークショップを 3 回実施する。
3 回目はスーパーバイザー（又は講師）立会が必要。
3 回分のワークショップ企画書を前もって提出し、3 回終了後報告書を提出する。
３）最後に講師が評価（認定可・不可、延期等）し、その結果を教育部会に報告し、
承認後その結果を本人に知らせる。
４）研修費用は合計 40,000 円。（3 日間研修会及び講師評価ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ）

すでにワークリーダー養成研修会を一部受講済の場合
既に科目 I 及び科目 II の各ワークリーダー研修を一部修了されている方がいる。
これらの方々には今後認定に必要な事柄を個別に伝えることとする。
（* 次ページ参照、３月１６日〜１８日にワークリ ーダー研 修が行われます）
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スーパーヴァイザー養成講座について

スーパーヴァイザーの養成については、2008 年版「臨床パストラルケア研修会案
内」並びに 2008 年 1 月発行の「スピリチュアルケア」38 号に詳細が記載されてい
る。 しかし一部わかりにくい点があるので、ここに若干の補足説明をする。
カリキュラム中の実習について、
①オブザーバーとして合計 24 回のスーパーヴィジョンに参加する。とあるが、
これは 24 人分のスーパーヴィジョンという意味である。
1 日のスーパーヴィジョンで 6人の研修生について行われたとすればこれで 6回に
なるわけである。同様に
②スーパーヴィジョンインターン、40 回というのも 40 人分という意味であり、
提出物の中で認定前にスーパーヴィジョンに関する論文、というのは
例えば「私のスーパーヴィジョン論」などと題して考え方を提出することである。
その他不明な点は本部事務所にお問い合わせください。

臨床パストラルケア研修会講師養成コース中止

1 日研修会及び 5 日間研修会を主宰する講師を養成するコースを当センターで開催
する旨を 2008 年 1 月 20 日の本誌 38 号でご案内し、また、2008 年度版の「臨床パス
トラルケア研修会案内」にも記載いたしました。
しかしながらその後、これら養成プログラムの具体的な実施方法を教育部会で検討
した結果、残念ながら当センターで実施するには人的・物的資源が十分ではない、と
判断するに至りましたので、これら講師養成講座は中止いたします。
なお、別掲のお知らせにもあるように、「ワークリーダー」及び「スーパーバイザ
ー」につきましては、今後も養成を続行いたします。
プログラムに若干の変更が加えられていますのでご注意ください。
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2008・2009 年度 ３日・５日間 研修会のご案内
臨床パストラル教 育研究センター
研修場所

研修期日

東京・ニコラバレ
熊本・イエズス の聖心病院
仙 台
東京・聖母病院
東京・ニコラバレ
東京・ニコラバレ

科目

2 月 2 日（月）〜
2 月 9 日（月）〜
2 月 11 日（祝水）〜
2 月 23 日（月）〜
3 月 11 日（水）〜

4 日（水）
1 3 日（金）
1 5 日（日）
27 日（金）
15 日（日）

3 月 16 日（月）〜 18 日（水）

札 幌
東京・慈生会病院

Ⅱ
Ⅴ
Ⅰ
Ⅷ
Ⅰ
「価値観の明確化 」
ワークリーダー研修

3 月 20 日（金）〜 24 日（火）
4 月 29 日（水 ）〜 5 月 3 日（日）

鹿児島
東京・慈生会病院

5 月 2 日（土）〜
5 月 5 日（火）〜

東京・聖母病院
熊本・イエズス の聖心病院
東京・サンパウロ

Ⅰ
Ⅵ

6 日（水）
9 日（土）

Ⅰ
Ⅶ

5 月 18 日（月）〜 22 日（金）
5 月 25 日（月）〜 29 日（金）
7 月 22 日（水）〜 26 日（日）

Ⅴ
Ⅲ
Ⅰ

福岡サン・スルピス大神学院

7 月 30 日（木）〜8 月 8 日（土）

哲学・神学講座 *

東京・サンパウロ

9 月 19 日（土）〜 23 日（祝水）

Ⅰ

9 月 28 日（月 ）〜10 月 2 日（金）
10 月 1 0 日（土）〜 1 2 日（月）
10 月 1 9 日（月）〜 2 3 日（金）
11 月 30 日（月） 〜12 月 4 日（金）
12 月 7 日（月）〜 1 1 日（金）

Ⅲ
Ⅱ
Ⅴ
Ⅳ
聖職者

201 0 年 1 月 25 日（月）〜2 9 日（金）
3 月 20 日（土）〜 22 日（月）

Ⅷ
Ⅱ

姫路・聖マリア病院
仙 台
熊本・イエズス の聖心病院
東京・聖母病院
熊本・イエズス の聖心病院
東京・聖母病院
鹿児島

科目Ⅰ：人間関係とコミュニケーション・傾聴、科目Ⅱ：価値観の明確化、科目Ⅲ：スピリットと スピリチュアル
科目Ⅳ：スピリチュアルな痛み、科目Ⅴ：スピリチュアルケア、科目Ⅵ：哲学的人間論
科目Ⅶ：神学的・宗教的人間論、科目Ⅷ：心理的・哲学的・神学的/宗教的人格の統合（個人の成長と成熟）

⊿ お 申 し 込 み 問 い 合 わ せ 先： 研 修事務部 TEL/FAX 04 65-42-5989 田中まで
*印の連絡先は東京事務所まで
〜 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 〜〜〜

一日研修会日程
鹿児島：

1回

３月 ７日（土）

＜北海道ブロック＞

TEL&FAX： 011-774-9835 菊地

仙

台：

12・13 回

４月２５日・２６日（土・日）

鎌

倉：

13・14 回

６月 ６日・ ７日（土・日）

＜東北ブロック＞

仙

台：

14・15 回

６月２７日・２８日（土・日）

＜関東・甲信越ブロック＞

鹿児島：

2・3 回

７月 ４日・ ５日（土・日）

東

京： 13・14・15 回

７月１８日（土）〜２０日（月）

鹿児島：

4・5 回

１０月１７日・１８日（土・日）

札

1・2 回

１０月２４日・２５日（土・日）

幌：

TEL&FAX： 022-241-5029 小野
TEL&FAX： 042-304-3272 相知
＜南関東ブロック＞

TEL： 0466-36-1498 佐々木
＜南九州ブロック＞

TEL&FAX： 099-248-2412 松村

お 申 し込 み 問 い 合 わ せ 先 は 各 ブ ロッ ク 担 当 へ お 願 い し ま す 。
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2008・2009 年度 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ･ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟのご案内
臨床パストラル教 育研究センター
研修場所

東京
鹿児島
東京
東京
鹿児島
北海道

研修期日

1 月 3 1 日（土）
3 月 8 日（日）
5 月 1 6 日（土）予定
6 月 2 8 日（日）予定
9 月 2 0 日（日）
11 月 16 日（月）

備考

ニコラバレ
一日研修会の翌日

ニコラバレ（ 10 5）
ニコラバレ（ 10 4）
札幌

お 申 し込 み 問 い 合 わ せ 先 は 各 ブ ロック 担 当 へ お願 い しま す 。
※ スーパーヴィジョンを各地で開催するための交通費と 必要経費を均等に負担していただく相互扶助代として、参
加者には １回 2,000 円のご負担をお願いしています。それをプールし た中から、担当者が各地に赴く交通費が
まかなわれ、遠方からの参加者の交通費の一部が援助されます。（交通費１万円以上の方には相互扶助代が
免除されます）

スーパーヴィジョン 2009 年日程
東 京 ：原則として第 3 水曜日午後 1 時から場所は本部事務所、
仙台：4･18,9･1 9,1/16 北海道：4/25、11/15 岡山： 6/14,15
久留米： 毎月第４ 木曜日の１ ５：３ ０〜１ ７：３ ０ 希望者 場所は、久留米えーるピア
鎌 倉 ： 原則として第２月曜日午後 1 時から

聖ヨゼフ病院 ： 原則として偶数月午後２時から（日程は未定）
（いずれも参加者はブロック担当者に事前にご連絡くださ い）
担当者連絡先：

東 京： 〒158-0095 東京都世田谷区瀬田 1-28-2 担当：木澤 寛子
TEL 03（3700）3425 FAX 03-3700-3427 e-mail: pastraltokyo@y8.dion.jp.ne
仙 台： 小野照子98１-1102仙台市太白区袋原1-13-2
022-24１-5029

岡 山： 児玉寿美子 701-1211 岡山市一宮 154-37
086-284-2148
北 海道： 菊地秀治 002-0856 北海道札幌市北区屯田六条7-3-3-608 TEL/FAX 011-774-9835
神 戸： 宇根節651-0051神戸市中央区神仙寺通4-7-15上春日野ﾊｲﾂ402
078-261-2820
久 留米： 加藤理人〒860-0079 熊本市上熊本二丁目１１−２４ 096-352-7181
鎌 倉：名古屋 〒248-0032 鎌倉市津５５０ 聖母訪問会・モンタナ第２修道院内
ＴＥＬ 0467-32-4613
ＦＡＸ 0467-32-4274
E メール：joiegekomasuo@visitation.or.jp 担当：益尾 悦子

聖 ヨゼフ病院：

〒248-0033 鎌倉市腰越 1-2-20 TEL 0467(31)1360 FAX 0467(32)6330

担当：四方利栄

※ スーパ ーヴィジョンの詳し いことは各ブロック担当者まで お問い合せください。
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