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師走ですね・・・先生たち、走ってますよ～ほんとに＾＾； 

 

スクールソーシャルワーカー（SSWr）として 2008 年より小学校や中学校でお手伝いして

いますが、年々忙しくなってきています。全国でも SSWr の雇用は増えてきていますが、子

どもたちを支援するには教員、専門職、そして地域の心ある大人がもっともっと必要に感じ

ます。 

 

毎日子どもに会っている先生方の役割は大きいですが、子どもは家族や取り巻く大人社会

の中で育てられます。地域にタッピングタッチを知っている大人が増えれば、互いにケアす

る人間関係の大切さが、少しづつ家族に子どもに伝わりますね。 

 

ストレスでパンパンのお母さん、お父さん、そして先生たちにタッピングタッチで「ふっ」

と心身の力を抜いて新しい年を迎えてもらえたらと思います。 

 

一年中走っている先生方だけではないですが、みなさんせめてお正月は休んでくださいね

（自分にも言っているような・・・）＾＾；； 

 

中川祥子 

 

――――――――――― 目次 ――――――――――― 

１．研修報告（タッピングタッチとマインドフルネス） 

 

２．協会から小冊子 No.2の発刊 

 

３．インストラクターさん紹介ページ更新情報 

 

４．講座案内（講座や体験会などの新着情報です） 

 

※ この他にもたくさんの講座、研修、体験会などが予定されています。 



詳しくはカレンダーをご覧ください⇒ http://www.tappingtouch.org/?page_id=59 

――――――――――――――――――――――――――― 

┏┓ 

┗■１．研修報告 

 

先週末、タッピングタッチ認定インストラクター対象の「タッピングタッチとマインドフル

ネス」という研修が東京で開催されました。12 月ながら定員一杯の参加で、とても充実し

た研修となりました。 

 

マインドフルネスはアップル社やグーグル社が社員教育に取り入れて評判になり、日本で

もよく聞くようになりました。もともとは仏教の教えである「気づき」を語源として、「今

ここにある」ことを瞑想などを通して習得し、慈悲の心を育むものだとか。企業ではマイン

ドフルトレーニングで、ストレスケアやパフォーマンス向上などにつなげているようです。 

 

今回の研修では「タッピングタッチをすると自然に無理なくマインドフルになる」ことを体

験し、そのことが「相手をケアする」「自分をケアする」ということを通して起こる（！）

ことを確認できました。 

 

興味深い感想はこちらをどうぞ https://www.tappingtouch.org/?p=6166 

 

┏┓ 

┗■２．協会小冊子 No.2（タッピングタッチの理論と実践）発刊！ 

 

2017 年 8 月に仏教看護・ビハーラ学会で、中川一郎さんがワークショップと講演をさせて

いただきました。ワークショップはタッピングタッチの体験でもちろん大好評！またその

時の一郎さんの講演では、「タッピングタッチの長年の実践から見えてくるものが、仏教の

開祖であるブッダの教えに重なる」といった内容で、最近世界中で注目されている「マイン

ドフルネス」につながるとても興味深いものでした。 

 

とてもよみやすくていい内容なので、許可をもらって学会誌に掲載されたものを編集して、

タッピングタッチをより多くの方に、より深くより多角的に理解してもらえるよう小冊子

にしました。詳しくは HP をぜひご覧ください↓ 

 

https://www.tappingtouch.org/?p=6047 

 

┏┓ 



┗■２．インストラクターさん紹介ページ更新情報 

 

2018 年 2 月より『インストラクター紹介ページの強化』を掲げ、全国各地のインストラク

ターさんへ自己紹介文の掲載をお願いしております。皆さんお忙しい中、ご返信をいただき

随時アップしております。約 2 年続けてきたおかげか？インストラクター紹介ページを見

て、講座の依頼を頂く機会が増えてきております！！今後も続々とアップしていきますの

で、ぜひ協会 HPをご覧ください。 

 

http://www.tappingtouch.org/ttinstructor/ 

 

＊ 松岡俊子さん（奈良県） 

 

私にとってタッピングタッチは『大好きな趣味』のひとつとして講座を受け満足していまし

た。その生ぬるさが、一変したのが、避暑のつもりで参加した２泊３日の全国大会でした。 

何と、タッピングタッチは社会的なものか！ 頭を殴られた思いでした。 

タッピングタッチそのものに「いのち」が宿って、日本全国に種まきどころか、沢山の芽吹

きと、緑の枝葉さえ茂っていたではありませんか～。 

そこは、全国のインストラクターさん達の ひたむきさと、汗、そして愛 にあふれた発表

の場所でした。 

そして、その原動力もまた、タッピングタッチを通して沸き与えられていたものだと思いま

す。 

私も微力ながら、人の笑顔の為に、不思議なタッピングタッチの種まきのお手伝いをさせて

もらいたいと思います。 

みんなで笑顔になりましょう☆社会に温もりと安心を届けましょう☆ 

 

＊ 田中和代さん（福井県） 

 

臨床心理士、小中高校のスクールカウンセラー、大学教員（東北公益文科大学）を経て、現

在、就労継続支援 B 型作業所「さくらハウス」施設長 

著書には、認知症のお年寄りへの支援や子どもの発達支援や SST 支援などがある。著書の

中の CD「リハビリ体操」は全国の高齢者介護施設で使われている。6月にリラクゼーショ

ン・呼吸法に関する著書を出版予定。 

さくらハウスで、リラクゼーションの教室など開催していきたいと考えています。そして、

さくらハウスが福井県のタッピングタッチの拠点になれるように努力してます 

 

┏┓ 



┗■3．講座案内（講座新着情報です） 

 

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ 

新規にＨＰカレンダーにUPされたもの   

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ 

 

★基礎講座 B＠三重（四日市）1月 11日（土）9：30～12：00 

 

場所：四日市市市民交流会館 第２会議室（三重県四日市市本町 9-8） 

受講資格：基礎講座 A を修了していること 

講師：中川一郎（臨床心理学博士、タッピングタッチ協会代表） 

受講料：3000 円（会員 2700 円） 

定員：30 人（定員になり次第締め切ります）  

問合せ＆申込み：タッピングタッチ協会まで 

(名前ふりがな、郵便番号、住所、電話番号、メールアドレス、ご希望の講座名、受講した

基礎講座 Aの日付と講師名、を明記の上お申し込みください。) 

メール：info@tappingtouch.org  FAX 059-328-5351  電話 059-328-5350 

 

―――――――――――――――――――――――――― 

★体験会＠東京（対象限定）1 月 14 日（火)14：00～15：30 

 

【タッピングタッチで心ほっこり、みんな笑顔に～】 

場所：としま区民センター会議室 701～703（東京都豊島区東池袋 1-20-10 7 階) 

対象：在宅福祉サービス三事業(リボンサービス、ハンディキャブ、困りごと援助サービス)

の協力・利用会員 

定員：40～50名 

講師：唐鎌陽子、田川幸枝（認定インストラクター） 

主催：豊島ボランティアセンター 

連絡先：豊島区民社会福祉協議会 地域福祉推進課 豊島ボランティアセンター 

担当 前澤まで   電話 03-3984-9375 

 

―――――――――――――――――――――――――― 

★基礎講座 A＠東京都（江戸川区）1月 18日（土）10：00～12：00  

 

場所：東京カルチャーセンター （東京都江戸川区東葛西 5-1-3 ボアビル４F ）  

アクセス：東京メトロ 東西線「葛西駅」下車。中央改札（高架下）を出て徒歩 1 分。  



対象：どなたでも  

講師：落合秀之（認定インストラクター）  

受講料：2,160 円       定員：10名くらい  

申込み＆問合せ：「東京カルチャーセンター」へお電話ください  

電話 ０３－３６８６－０６３４（東京カルチャーセンター）  

（受付時間／月～金 9:30～20:00 土 9:30～17:00 日･祝休み）  

･服装・持ち物：動きやすい服装で。持ち物はとくになし。  

･「東京カルチャーセンター」HPの案内図：  

http://tcc.tokyo/%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e3%83%bb%e4%b

a%a4%e9%80%9a/ 

 

―――――――――――――――――――――――――― 

★体験会＠埼玉県（狭山市）1 月 18 日（土）9：15～11：45 

 

場所：狭山市立中央公民館（埼玉県狭山市入間川 1 丁目 3 番 1 号） 

アクセス：西武鉄道新宿線狭山市駅下車・西口駅前広場左手の建物 

「狭山市民交流センター」の 3 階 

講師：「タッピングタッチの会さやま」会員（全員認定インストラクター） 

参加費：無料   定員：ありません 

問合せ：園田清一（そのだきよかず）まで 

メール：kk-sonoda@p1.s-cat.ne.jp  携帯：070-5544-5493 

お申込み：無用です、ご都合の良い時間にお越しください。 

メッセージ等：・お一人 15分ほどタッピングタッチを体験していただけます。 

・タッピングタッチを練習したい方もどうぞお越しください。 

・体験会開催時間中の会場の出入りはご自由です。 

＊毎月第 3 土曜日に開催＊ 

 

―――――――――――――――――――――――――― 

★基礎講座 B＠福岡 1 月 24日 （金）15：00～17：00（14：50開場）  

 

場所：あすみん福岡 （福岡市中央区今泉 1-19-22 天神クラス 4階 ） 

対象：タッピングタッチ基礎講座 A受講済みの方  

講師：安藤昌子（認定インストラクター）  

受講料：3000 円    定員：10 名  

問合せ：安藤まで   メール：coaching-trip.a@sgr.bbiq.jp  

申込み：下記のサイトからお願いいたします。 



http://kokucheese.com/event/index/474819/ 

 

―――――――――――――――――――――――――― 

★基礎講座 A ＠福岡 1月 24 日 (金) 19：00～21：00（18：50 開場）  

 

場所：あすみん福岡 （福岡市中央区今泉 1-19-22 天神クラス 4階 ） 

対象：関心のある方は、どなたでも  

講師：安藤昌子（認定インストラクター）  

受講料：3000 円    定員：10 名  

問合せ：安藤まで    メール：coaching-trip.a@sgr.bbiq.jp  

申込み：下記のサイトからお願いいたします。  

http://kokucheese.com/event/index/434140/ 

 

―――――――――――――――――――――――――― 

★基礎講座Ａ＠愛知 1月 26日（日）13:00～15：00  

 

場所：アロマーユ （名古屋市東区泉 1丁目 14-23 ホワイトメイツ 2 階）  

アクセス：地下鉄久屋大通駅 1A出口より徒歩 3分  

対象：どなたでも  

講師：野村仁美（認定インストラクター)  

受講料：2000 円 （リピーター1000 円） 

※同伴のお子さま中学生まで無料、日本の森の香り付き(室内)、飲み物つき 

定員：８名  

問合せ＆申込み：野村まで  

メール：n.hitomi.1224@docomo.ne.jp  

お名前、年代、メールアドレス、を明記の上、1／26 基礎講座 A@名古屋申込と書いて メ

ールにてお申し込みください。  

緊急連絡先：090-7912-0723 まで 

 

―――――――――――――――――――――――――― 

★基礎講座 A＠東京都（江戸川区）2月 15日（土）10：00～12：00  

 

場所：東京カルチャーセンター （東京都江戸川区東葛西 5-1-3 ボアビル４F ）  

アクセス：東京メトロ 東西線「葛西駅」下車。中央改札（高架下）を出て徒歩 1 分。  

対象：どなたでも  

講師：落合秀之（認定インストラクター）  



受講料：2,160 円       定員：10名くらい  

申込み＆問合せ：「東京カルチャーセンター」へお電話ください  

電話 ０３－３６８６－０６３４（東京カルチャーセンター）  

（受付時間／月～金 9:30～20:00 土 9:30～17:00 日･祝休み）  

･服装・持ち物：動きやすい服装で。持ち物はとくになし。  

･「東京カルチャーセンター」HPの案内図：  

http://tcc.tokyo/%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e3%83%bb%e4%b

a%a4%e9%80%9a/ 

 

―――――――――――――――――――――――――― 

★体験会＠埼玉県（狭山市）２月 15日（土）9：15～11：45 

 

場所：狭山市立中央公民館（埼玉県狭山市入間川 1 丁目 3 番 1 号） 

アクセス：西武鉄道新宿線狭山市駅下車・西口駅前広場左手の建物 

「狭山市民交流センター」の 3 階 

講師：「タッピングタッチの会さやま」会員（全員認定インストラクター） 

参加費：無料   定員：ありません 

問合せ：園田清一（そのだきよかず）まで 

メール：kk-sonoda@p1.s-cat.ne.jp  携帯：070-5544-5493 

お申込み：無用です、ご都合の良い時間にお越しください。 

メッセージ等：・お一人 15分ほどタッピングタッチを体験していただけます。 

・タッピングタッチを練習したい方もどうぞお越しください。 

・体験会開催時間中の会場の出入りはご自由です。 

＊毎月第 3 土曜日に開催＊ 

 

―――――――――――――――――――――――――― 

★基礎講座 B＠神戸 2 月 22日（土）9：30～12：00 

 

場所：神戸学生青年センター会議室 D 

受講資格：基礎講座 A を修了していること 

講師：中川一郎（臨床心理学博士、タッピングタッチ協会代表） 

受講料：3000 円（会員 2700 円） 

定員：30 人（定員になり次第締め切ります）  

問合せ＆申込み：タッピングタッチ協会まで 

(名前ふりがな、郵便番号、住所、電話番号、メールアドレス、ご希望の講座名、受講した

基礎講座 Aの日付と講師名、を明記の上お申し込みください。) 



メール：info@tappingtouch.org FAX 059-328-5351 電話 059-328-5350 

※なるべく 1カ月前までにお申込みください。 

 

―――――――――――――――――――――――――― 

★基礎講座 A ＠福岡 2月 24 日 (月）10：30～12：30（10：20 開場） 

 

場所：あすみん福岡 （福岡市中央区今泉 1-19-22 天神クラス 4階 ） 

対象：関心のある方は、どなたでも  

講師：安藤昌子（認定インストラクター）  

受講料：3000 円    定員：10 名  

問合せ：安藤まで   メール：coaching-trip.a@sgr.bbiq.jp  

申込み：下記のサイトからお願いいたします。  

http://kokucheese.com/event/index/434140/ 

 

―――――――――――――――――――――――――― 

★基礎講座 A＠東京 2月 29 日（土）10：00～12：00 

 

場所：国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都渋谷区代々木神園町 3-1） 

対象：どなたでも 

講師：中川一郎（臨床心理学博士、タッピングタッチ協会代表） 

受講費：3000 円（会員 2700 円） 

定員：20 名（定員になり次第締め切ります） 

問合せ＆申込み：タッピングタッチ協会まで 

(名前ふりがな、郵便番号、住所、電話番号、メールアドレス、ご希望の講座名、を明記の

上お申し込みください。) 

メール：info@tappingtouch.org FAX 059-328-5351 電話 059-328-5350 

※なるべく 1カ月前までにお申込みください。 

 

―――――――――――――――――――――――――― 

★心のケア専門講座＠東京 3 月 1 日（日）10：00～16：30 

 

場所：国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都渋谷区代々木神園町 3-1） 

対象：看護師、臨床心理士、医療、教育、福祉、司法機関等の心理士、支援職員、養護教諭、

特別支援学校教諭免許保有職員、保健体育科教員、臨床心理を学ぶ大学院生・修了生（臨床

心理士資格認定協会のポイント申請予定です） 

講師：中川一郎（臨床心理士、公認心理師、タッピングタッチ協会代表） 



受講料：10000 円（会員 9000 円・大学院生 8000 円） 

この講座はアドバンス講座に匹敵しますので、後ほど「基礎講座Ａ」を受けることで、「イ

ンストラクター養成講座」への申し込みが可能になります。  

問合せ＆申込み：タッピングタッチ協会まで下記情報をお送りください。  

（名前ふりがな、郵便番号、住所、電話番号、メールアドレス、ご希望の講座名)  

メール：info@tappingtouch.org FAX 059-328-5351  電話 059-328-5350 

※なるべく 1カ月前までにお申込みください。 

 

―――――――――――――――――――――――――― 

★専門講座＠兵庫（神戸） 3月 15日（日）10:00～16:30（受付 9:15～）  

 

場所：兵庫県中央労働センター 小ホール（兵庫県神戸市中央区下山手通 6-3-28） 

TEL 078-341-2271 

講師：中川一郎 （臨床心理士・タッピングタッチ協会代表・大阪経済大学教授） 

対象：看護師、臨床心理士、公認心理師、医療・教育・福祉・心理・司法機関等の心理士・

支援職員、養護教諭・特別支援学校教諭免許保有教員・保健体育科教員、臨床心理を学ぶ大

学院生・修了生  

受講料：10000 円（大学院生 8000 円）  

主催：育児教育心理サポート研究所   

申込期限：3月 12日（キャンセル連絡も同日迄） 

申込方法 育児教育心理サポート研究所 HP の「講演会・ワークお申込み」からお申し込み

ください（トップページ上段右）URL http://www.childcare-psychology.com  

＊受付の可否については、不可の場合のみの連絡とさせていただきます。＊  

◎お問い合わせ先 ：育児教育心理サポート研究所長幸村和子 

〒662-0075 兵庫県西宮市南越木岩町 5－18－302 

Tel 0798-31-5966  Fax 0798-31-59 

内容は、タッピングタッチの基礎と応用に関するレクチャー、実習、ディスカッション。カ

ウンセリングなどの心のケアとしてのあり方も学習します。 臨床心理士資格認定協会研修

ポイント申請予定です（2 ポイント）。 タッピングタッチ協会より、『アドバンス講座』を

修了したことを証明する受講カードが発行されます。  

※アドバンス講座を修了したことになりますので、インストラクター養成講座にお申込み

できます。 

 

―――――――――――――――――――――――――― 

★基礎講座 A＠東京都（江戸川区）3月 21日（土）10：00～12：00  

 



場所：東京カルチャーセンター （東京都江戸川区東葛西 5-1-3 ボアビル４F ）  

アクセス：東京メトロ 東西線「葛西駅」下車。中央改札（高架下）を出て徒歩 1 分。  

対象：どなたでも  

講師：落合秀之（認定インストラクター）  

受講料：2,160 円       定員：10名くらい  

申込み＆問合せ：「東京カルチャーセンター」へお電話ください  

電話 ０３－３６８６－０６３４（東京カルチャーセンター）  

（受付時間／月～金 9:30～20:00 土 9:30～17:00 日･祝休み）  

･服装・持ち物：動きやすい服装で。持ち物はとくになし。  

･「東京カルチャーセンター」HPの案内図：  

http://tcc.tokyo/%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e3%83%bb%e4%b

a%a4%e9%80%9a/ 

 

―――――――――――――――――――――――――― 

★体験会＠埼玉県（狭山市）3 月 21 日（土）9：15～11：45 

 

場所：狭山市立中央公民館（埼玉県狭山市入間川 1 丁目 3 番 1 号） 

アクセス：西武鉄道新宿線狭山市駅下車・西口駅前広場左手の建物 

「狭山市民交流センター」の 3 階 

講師：「タッピングタッチの会さやま」会員（全員認定インストラクター） 

参加費：無料   定員：ありません 

問合せ：園田清一（そのだきよかず）まで 

メール：kk-sonoda@p1.s-cat.ne.jp  携帯：070-5544-5493 

お申込み：無用です、ご都合の良い時間にお越しください。 

メッセージ等：・お一人 15分ほどタッピングタッチを体験していただけます。 

・タッピングタッチを練習したい方もどうぞお越しください。 

・体験会開催時間中の会場の出入りはご自由です。 

＊毎月第 3 土曜日に開催＊ 

 

―――――――――――――――――――――――――― 

★基礎講座Ａ＠埼玉県（狭山市）4 月 11 日（土）10：00～12：00     

 

場所：狭山市立中央公民館（狭山市入間川 1-3-１・狭山市市民交流センター３階） 

アクセス：西武鉄道新宿線・狭山市駅下車・西口駅前ロータリー左手 

対象：高校生以上 

講師：平墳裕子（認定インストラクター） 



受講費：1000 円（講座当日受付でお支払いください）   定員：20 名  

問合せ＆申込み：「タッピングタッチの会さやま」園田（ソノダ）まで 

メール：kk-sonoda@p1.s-cat.ne.jp 携帯：070-5544-5493 FAX：04-2958-5097 

メッセージ等：実技指導の補助を「タッピングタッチの会さやま」の会員（全員認定インス

トラクター）が行います。 

 

―――――――――――――――――――――――――― 

★基礎講座Ｂ＠埼玉県（狭山市）日時：5月 9 日（土）9：30～12：00 

 

場所：狭山市立中央公民館（狭山市入間川 1-3-１・狭山市市民交流センター３階） 

アクセス：西武鉄道新宿線・狭山市駅下車・西口駅前ロータリー左手 

対象：基礎講座Ａ修了者 

講師：白井澄江・園田清一（共に認定 ABCインストラクター） 

受講費：3000 円（お申し込み時にお知らせする金融機関の口座にご送金ください） 

定員：10 名  

問合せ＆申込み：「タッピングタッチの会さやま」園田（ソノダ）まで 

メール：kk-sonoda@p1.s-cat.ne.jp 携帯：070-5544-5493 FAX：04-2958-5097 

 

―――――――――――――――――――――――――― 

★基礎講座 C＠埼玉県（狭山市）6 月 13 日（土）9：30～12：00 

 

場所：狭山市立中央公民館（狭山市入間川 1-3-１・狭山市市民交流センター３階） 

アクセス：西武鉄道新宿線・狭山市駅下車・西口駅前ロータリー左手 

対象：基礎講座Ａ修了者 

講師：白井澄江・園田清一（共に認定 ABCインストラクター） 

受講費：3000 円（お申し込み時にお知らせする金融機関の口座にご送金ください） 

定員：10 名  

問合せ＆申込み：「タッピングタッチの会さやま」園田（ソノダ）まで 

メール：kk-sonoda@p1.s-cat.ne.jp 携帯：070-5544-5493 FAX：04-2958-5097 

 

―――――――――――――――――――――――――― 

※ この他にもたくさんの講座、研修、体験会などが予定されています。 

詳しくはカレンダーをご覧ください⇒ http://www.tappingtouch.org/?page_id=59 

---------------------------------------------- 

+ この通信は、* タッピングタッチ HP のメルマガ登録をされた方、会員にご登録いただ

いた方、講座などで協会情報を欲しいとしてアドレスを頂いた方、中川一郎、中川祥子と名



刺交換された方などに配信させて頂いています。 

 

+ 配信解除・配信先変更は、ＨＰのサイトから 

http://www.tappingtouch.org/?page_id=107 

 

☆*:;;;;;;:*☆*:;;;;;;:*☆☆*:;;;;;;:*☆*:;;;;;;:*☆☆*:;;;;;;:*☆* 

一般社団法人タッピングタッチ協会・ 

ホリスティック心理教育研究所 

〒510-0031 三重県四日市市浜一色町１４－１６ 

TEL/FAX 059-328-5350, 328-5351 

www.tappingtouch.org info@tappingtouch.org 


