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2020 年がスタートして初めてのメルマガです。あらら・・・2 月に突入してしまっていま
した！（＞＜）
実は、昨年から新しいグッズの販売サイト開始の準備を詰めていたんです～！とっても楽
しい感じで分かりやすいショップが近々オープンします。詳しくは下の「新ショプサイト開
始について」をお読みください。
さてさて、年頭に感じたことをいまさら書いてもですが、今年はあわや中東で戦争か！？と
いう緊張状態で始まりましたね。トランプ大統領の衝動的な決断による、イラク高官の殺害
事件で、世界が一気に緊張状態になってしまいました。
今年はオリンピック・パラリンピック開催ですが、福島の放射線量が増えているという情報
や、首都直下型地震の恐れも高まっているとのこと。
年頭から大変だ～と思っていたら、1 月末に新型コロナウィルスで世界中が不安に。WHO
はパンデミックではないとの見解ですが、今も横浜港には豪華客船から動けない人が大勢
いますね。
ほんとうに現実はとても厳しいですが、なんとかみんなで乗り越えて行かねばなりません
ね。タッピングタッチのホリスティックな視点からすると、全体的に状況を把握して、私た
ち一人一人、何ができるのか、何をすればいいのかを問いながら、一歩一歩しっかりとした
行動に繋げていくことが大切なのだと感じています。
家族のこと、自分の健康のこと、みなさんもそれぞれあると思います。海の向こうの世界の
事や、他の地域、他の人のことを考えて行動することとのバランスは、とても難しいですが、
やはりどちらのことも大切にしながらと思います。
子育て家族支援のプロジェクトもようやく四日市で始動し始めています。またレポートし
ますね。

ゆっくり、やさしく、ていねいに・・・＾＾
中川祥子
――――――――――― 目次 ―――――――――――
１．新ショップサイト開始について
２．活動報告（2020 年協会主催講座、四日市ボランティアさんに紹介）
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．新ショップサイト開始について
HP のグッズサイトの修正は業者に頼む必要があり、コスト的に難しく気軽にできないこと
や、近年送料の値上げが激しい中、梱包方法や郵送手段を工夫しながら頑張ってきたのです
が、採算が厳しい状況でした。
そこでスタッフでグッズ販売について検討し、無料のショッピングサイトサービスを導入
することになりました。
昨年秋くらいから（！）格闘していたのですが、ようやく準備が整ってきたので、新しいシ
ョップを 2 月 17 日（月）に開始いたします！！
教材関係は「TT ねこあしショップ」http://shop.tappingtouch.org で、全国大会記念品やお
楽しみグッズは「TT お楽しみショップ」http://shopfun.tappingtouch.org で購入して頂け
ます。
このショップになると、
＊グッズを一覧することができます。
＊送料が注文時に分かるようになりました。
＊購入金額が 5000 円以上になると送料が無料です。
＊支払いは前払いになります。
＊支払いが完了すると、事務局にメールが届くので、グッズ発送を火曜と木曜に行います。

発送が完了したら購入者にはメールが届きます。
2 月中は試用期間として特に皆様からのご意見やご要望をお聞かせいただき、よりよいもの
にしていきたいと思いますので、どうぞご理解とご協力をお願いします。
(インストラクターは別のショップですのでご注意くださいね）

┏┓
┗■2．活動報告
★2020 年協会主催講座のご案内
2020 年、全国各地で開催される協会主催の中川一郎氏講座をアップしました。チラシは作
成でき次第、アップして行きます。今年は大人気の「心のケア専門講座」が全国 5 カ所、6
回開催されます！お見逃しなく！詳しくは HP をぜひご覧ください↓
https://www.tappingtouch.org/?p=6270
★桜ボランティア協会主催

体験会開催のご報告

2019 年の全国大会にきてくださった四日市の NPO 法人四日市男女共同参画研究所の代表
である坂倉加代子さんが、一音さんの講演とタッピングタッチに強く感銘し、ぜひ地域で活
用してもらったら、と地域で長くボランティア活動を展開している桜地区の桜ボランティ
ア協会につなげてくださいました。
体験会には 36 名の熱心なボランティアが集まり、四日市市内のインストラクター中川里美
さんを講師に、県内のインストラクター鈴木妙子さんと稲垣マキさんがお手伝いにかけつ
けてくれました。詳しくは HP をぜひご覧ください↓
https://www.tappingtouch.org/?p=6136
┏┓
┗■３．インストラクターさん紹介ページ更新情報
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/
＊ 中川里美さん（三重県）
一人でも多くの人にタッピングタッチの良さを感じてもらいたい・・・
今は、子育て支援の集まり、保育園や幼稚園の先生方の休憩時間にタッピングタッチを紹介
しています。また、絵本の読み聞かせボランティアの時にも、タッピングタッチでこころゆ
るゆる～な時間を過ごしています。専門的な資格は何もありませんが、自分の身近な人、特
に家庭内での子育て・介護・家事労働のストレスを感じている人に少しでもゆったりした気
持ちで過ごしてもらえればと、地域の集まりでタッピングタッチを紹介しています。
＊ 鈴木妙子さん（三重県）
初めての出会いが「タッピングタッチって何と不思議なものなんだろう」と思ったことでし
た。 120 名ほどの参加者の一人としてある会合に出席をしたときのことです。タッピング
タッチを体験し始めると皆が笑顔になり、いつの間にか会話が弾み、会場の雰囲気もとても
和んでいました。このことが忘れられなくてタッピングタッチを学ぶことになりました。
教育に関わる仕事をしていました。親子関係や職場の人間関係づくりなどに関われるとい
いなと思っています。
┏┓
┗■４．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 A@大阪 2 月 2 日（日）14：00～16：00
場所：西成後見の会 事務所
（大阪市西成区南津守７丁目 15 番 21 号 102 号室 マンションの１階店舗部分）
対象：どなたでも
講師：鈴木貴子（認定インストラクター）
受講料：100 円（会場代）
定員：10 名
申込：鈴木までメールでお申し込みください

メール：tahchan.tahchan@gmail.com
――――――――――――――――――――――――――
★体験会＠三重（対象限定）2 月 5 日（水）10：30～11：15
場所：神前幼稚園
対象：子育て広場に参加の未就園児と保護者
講師：中川里美（認定インストラクター）
主催：神前地区民生委員児童委員協議会
――――――――――――――――――――――――――
★体験会＠埼玉 2 月 8 日（土）10：45～12：00
場所：久喜市東コミュニティセンター (さくら)和室 （電話 0480-58-1101）
アクセス：JR 宇都宮線 東鷲宮駅東口から徒歩約８分
対象：どなたでも
講師：西井伊都子(認定インストラクター)
参加費：500 円
問い合わせ &申し込み 西井まで
メール：ituko241@gmail.com

携帯：070-2188-5674

――――――――――――――――――――――――――
★体験会＠茨城（対象限定） 2 月 14 日（金）14：00～15：50（受付開始 13：30）
【～認知症介護家族・支援者、地域の皆様のための～タッピングタッチ体験会】
場所：土浦市総合福祉会館 4 階 土浦駅直結 （茨城県土浦市大和町 9-2 ウララ２ビル）
アクセス：専用駐車場なし。車でお越しの際は、近隣有料駐車場利用下さい
講師：宗崎知子・柴田邦子（認定インストラクター）
対象：茨城県内の認知症介護家族・支援者、地域の皆様
参加費：無料（申込み締切 1／31）
申込み＆問合せ：豊後荘病院認知症疾患医療センター（担当 黒岩さん）
電話：0299-36-6007

FAX：0299-44-3123

――――――――――――――――――――――――――
★体験会@東京(かつしか) 2 月 15 日（土）14：00～16：00

場所：新小岩地区センターの和室(二)(東京都葛飾区新小岩 2-17-1)
アクセス：JR 新小岩駅南口から徒歩約６分。
(平和橋通りを南進→左手にある「古本市場新小岩店」の左側の道に入る→鉄塔の先、右手
にセンターがあります)
対象：関心のある方はどなたでも
講師：田川幸枝、唐鎌陽子(認定インストラクター)
参加費：100 円

持ち物：水分補給用の飲み物

連絡先：タッピングタッチの会ぽかぽか、唐鎌(からかま)迄
電話：０９０ー６４９３ー９３５４

メール：yoko.kclair@gmail.com

――――――――――――――――――――――――――
★体験会＠東京（東久留米）2 月 15 日（土）14：00～15：30
【しののめタッピングタッチの会】
場所：自由学園クラブハウスしののめ茶寮 2 階会議室
（東京都東久留米市学園町 1-8-33）
内容：どなたでもタッピングタッチを体験していただけます。
参加費：無料
講師：中田利恵（認定インストラクター）
問合せ：中田利恵まで
メール：ynakada@ck9.so-net.ne.jp
FAX 045-391-7848

携帯 090-4136-9046

――――――――――――――――――――――――――
★基礎講座 A@岐阜 2 月 16 日（日）10：00～12：30
場所：じゅうろくプラザ
（岐阜市橋本町 1 丁目 10 番地 11：地図 http://plaza-gifu.jp/access/）
アクセス：JR 岐阜駅より徒歩約 2 分、名鉄岐阜駅より徒歩約 7 分
※使用するセミナー室については，お申込みいただいた際にお知らせいたします。
講師：大浦真一（認定インストラクター）
受講料：1500 円

定員：14 名程度

申し込み＆問い合わせ：大浦まで
メール：shinnichi0328@yahoo.co.jp
お名前，メールアドレス，当日連絡がつく電話番号をご記載のうえ，件名を「基礎講座 A 受
講希望」としてください。

その他：楽しくタッピングタッチを学びましょう。
――――――――――――――――――――――――――
★基礎講座Ａ＠横浜 2 月 23 日（日）14：00～16：00
場所：生活クラブオルタナティブ生活館 6 階和室
https://kanagawa.seikatsuclub.coop/activity/kanagawa/news/2016/06/post-125.html
講師：中田利恵（認定インストラクター）
受講料：3000 円
持ち物：水分補給用お飲み物
申込方法：お名前、住所、電話番号、メールアドレス、参加の動機明記の上、FAX またはメ
ールにてお申し込みください
申込み＆問合せ：中田利恵まで
メール：ynakada@ck9.so-net.ne.jp

FAX 045-391-7848 携帯 090-4136-9046

――――――――――――――――――――――――――
★TT カフェ＠神奈川（横浜市）2 月 25 日（火）14：00～15：30
【
「と」タッピングタッチ・カフェ】
場所：アートスペース「と」
（神奈川県横浜市中区石川町 3-108-5）
参加費：無料
申込・お問合せ：中田利恵（認定インストラクター）まで
携帯 090-4136-9046

メール:ynakada@ck9.so-net.ne.jp

――――――――――――――――――――――――――
★TT カフェ＠千葉 2 月 27 日（木）13：00～16：00
【タッピングタッチカフェくるみ】
場所：NPO 法人くるみ地域活動支援センター隣ほっとカフェくるみ内
（千葉市美浜区磯辺 1-9-18）
対象：どなたでも
世話人：柴田邦子（認定インストラクター）
参加費：無料 入館料 100 円 コーヒー他飲み物付き
13：00～コーヒーなどでほっと一息おしゃれべりタイム 。そのあとのんびりタッピングタ
ッチの練習をします
問合せ：柴田まで

メール：kuni1125@athena.ocn.ne.jp

※バリアフリーでかわいいリサイクルショップがついています。
支援センターのメンバーも参加。ご一緒にたのしみませんか。
――――――――――――――――――――――――――
★基礎講座 A＠埼玉 2 月 28 日（金）12：30～15：00
場所：埼玉県久喜市内(参加者様に詳細をお知らせ致します)
対象：どなたでも
講師：西井伊都子(認定インストラクター)
受講料：2000 円

定員：8 名前後

問い合わせ &申し込み ：西井まで
メール：ituko241@gmail.com

携帯 070-2188-5674

――――――――――――――――――――――――――
★体験会＠埼玉 3 月 7 日（土）10：45～12：00
場所：久喜市東コミュニティセンター (さくら)和室 （電話 0480-58-1101）
アクセス：JR 宇都宮線 東鷲宮駅東口から徒歩約８分
対象：どなたでも
講師：西井伊都子(認定インストラクター)
参加費：500 円
問い合わせ &申し込み 西井まで
メール：ituko241@gmail.com

携帯：070-2188-5674

――――――――――――――――――――――――――
★体験会＠三重（対象限定）3 月 9 日（火）10：20～11：00
場所：桜ボランティア協会

憩いの家

対象：憩いの家利用者
講師：中川里美（認定インストラクター）
主催：NPO 法人 桜ボランティア協会
――――――――――――――――――――――――――
★体験会＠神奈川 3 月 9 日（月）10：30～12：00
【Umi のいえタッピングタッチの部屋】

場所：Umi のいえ （横浜市西区岡野 1-5-3 サンワビル 4F）
講師：中田利恵（認定インストラクター）
参加費：500 円
申込み：Umi のいえまで
メール：umi@umi.lar.jp

電話 045-324-8737

――――――――――――――――――――――――――
★基礎講座 A＠島根（出雲市）3 月 13 日（金）10：00～12：00
場所：パルメイト出雲（出雲市今市町 2065 番地 ３階会議室）
対象：どなたでも
講師：石田有紀（認定インストラクター）
受講料：無料（駐車場代がかかります）

定員：10 名

問合せ＆申込み：石田まで
メール：yukky.716917315@gmail.com
――――――――――――――――――――――――――
★基礎講座 A＠福岡 3 月 14 日（土）14：00～16：00
場所：がんこ本舗文化事業部 EDEN（福岡市中央区大名 1 丁目 9-17）
対象：どなたでも
講師：中田利恵、清水幸織（認定インストラクター）
受講料：2000 円
申込み：092-940-5225
問合せ：中田利恵まで
090-4136-9046

メール：nakada.rie@sea.plala.or.jp

――――――――――――――――――――――――――
★体験会＠福岡 3 月 14 日（土）10：00～12：00
場所：がんこ本舗文化事業部 EDEN（福岡市中央区大名 1 丁目 9-17）
対象：どなたでも
講師：中田利恵、清水幸織（認定インストラクター）
受講料：無料
申込み：092-940-5225
問合せ：中田利恵まで

090-4136-9046

メール：nakada.rie@sea.plala.or.jp

――――――――――――――――――――――――――
★基礎講座 A＠福岡 3 月 20 日 (金）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/
――――――――――――――――――――――――――
★TT カフェ＠千葉 3 月 26 日（木）13：00～16：00
【タッピングタッチカフェくるみ】
場所：NPO 法人くるみ地域活動支援センター隣ほっとカフェくるみ内
（千葉市美浜区磯辺 1-9-18）
対象：どなたでも
世話人：柴田邦子（認定インストラクター）
参加費：無料 入館料 100 円 コーヒー他飲み物付き
13：00～コーヒーなどでほっと一息おしゃれべりタイム 。そのあとのんびりタッピングタ
ッチの練習をします
問合せ：柴田まで

メール：kuni1125@athena.ocn.ne.jp

※バリアフリーでかわいいリサイクルショップがついています。
支援センターのメンバーも参加。ご一緒にたのしみませんか。
――――――――――――――――――――――――――
★基礎講座 A＠宮城（仙台市）3 月 28 日（土）14：00～16：00
場所：仙台市市民活動サポートセンター（仙台市青葉区一番町 4 丁目 1-3）
対象：どなたでも
講師：花山美佐代（認定インストラクター）
受講料：1000 円（リピートの方は受講票提示にて 500 円）
申込み：花山まで

定員：8 名

メール：misayo3987@yahoo.co.jp

電話：080-1833-0506

お名前、電話番号、メールアドレス、参加講座日、受講動機
を明記の上、メールでお申し込みください。
ひと言：タッピングタッチの基本（相互ケアなど）について実技中心にお伝えします。どう
ぞご参加ください。
――――――――――――――――――――――――――
★基礎講座 A＠大阪（京橋）日時：3 月 28 日(土) 13：30～15：45
場所：NPO 法人暴力防止情報スペース・APIS（アピス）
（大阪市都島区都島南通 2-4-21）APIS の HP ご参照下さい。
対象：どなたでも
講師：佐々木興子（認定インストラクター）
受講料：1000 円

定員：4 名（先着順）

申込み締切：開催日の 3 日前までに連絡ください。
申込み＆問い合せ
メール：npo-apis0601@kki.biglobe.ne.jp

FAX 06-6924-5556

申込み要領：件名「タッピングタッチ基礎講座 A 〇月」
名前、住所、連絡先（電話番号、メールアドレス）上記まで
主催：NPO 法人暴力防止情報スペース・APIS（アピス）
――――――――――――――――――――――――――
★基礎講座 A＠大阪（京橋）日時：4 月 25 日(土) 13：30～15：45
場所：NPO 法人暴力防止情報スペース・APIS（アピス）
（大阪市都島区都島南通 2-4-21）APIS の HP ご参照下さい。
対象：どなたでも
講師：佐々木興子（認定インストラクター）
受講料：1000 円

定員：4 名（先着順）

申込み締切：開催日の 3 日前までに連絡ください。
申込み＆問い合せ
メール：npo-apis0601@kki.biglobe.ne.jp

FAX 06-6924-5556

申込み要領：件名「タッピングタッチ基礎講座 A 〇月」
名前、住所、連絡先（電話番号、メールアドレス）上記まで
主催：NPO 法人暴力防止情報スペース・APIS（アピス）

――――――――――――――――――――――――――
★基礎講座 A＠大阪（京橋）日時：5 月 30 日(土) 13：30～15：45
場所：NPO 法人暴力防止情報スペース・APIS（アピス）
（大阪市都島区都島南通 2-4-21）APIS の HP ご参照下さい。
対象：どなたでも
講師：佐々木興子（認定インストラクター）
受講料：1000 円

定員：4 名（先着順）

申込み締切：開催日の 3 日前までに連絡ください。
申込み＆問い合せ
メール：npo-apis0601@kki.biglobe.ne.jp

FAX 06-6924-5556

申込み要領：件名「タッピングタッチ基礎講座 A 〇月」
名前、住所、連絡先（電話番号、メールアドレス）上記まで
主催：NPO 法人暴力防止情報スペース・APIS（アピス）
――――――――――――――――――――――――――
★基礎講座 B＠大阪（京橋）日時：6 月 20 日(土) 13：30～15：45
場所：NPO 法人暴力防止情報スペース・APIS（アピス）
（大阪市都島区都島南通 2-4-21）APIS の HP ご参照下さい。
対象：基礎講座 A 修了者
講師：佐々木興子（認定インストラクター）
受講料：1000 円

定員：4 名（先着順）

申込み締切：開催日の 3 日前までに連絡ください。
申込み＆問い合せ
メール：npo-apis0601@kki.biglobe.ne.jp

FAX 06-6924-5556

申込み要領：件名「タッピングタッチ基礎講座 B 〇月」
名前、住所、連絡先（電話番号、メールアドレス）上記まで
主催：NPO 法人暴力防止情報スペース・APIS（アピス）
――――――――――――――――――――――――――
※ 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
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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

