３人のメンバーに活動や傾聴に
ついて普段思っていることを聞
いてみました

＊＊活動の意義＊＊
『 これでいいよ 』と言 って くれて

た けれど、その ままの 私を 仲間が

とをすると、 自分の 怒り も納ま っ

手の立場に立 って考 える という こ

よね。そ れよりも 自分は こう 思う

のは相手 にしたら 面倒く さい です

て私と付 き合わな くちゃ いけ ない

て、後で後悔 すると いう パター ン

変にビク ビクしな くなっ て、 楽に

とは言わ れること がある 。自 分も

なったかな。

Ｂさん 夫を変えようと思ってい
た頃があ って、相 当頑張 って いた

ことは？

ー傾聴 を学んで 一番大 事と 思う

けれど一 向に変わ らなか った ので

たり、言葉を 変えて みた りがで き
るようになっ てきま した 。

言わないよう にして いた けど、 今

かもしれない と思っ て、 なるべ く

前は、どう思うかを聞
かれると、自 信がな いと か、違 う

ルも減っ たし、た ぶん家 族は 楽に

ようにな ったので 、無用 なト ラブ

というこ とを前提 で物事 を考 える

わかった 。夫も子 供も変 わら ない

私の思う ようには ならな いの だと

特に
私と子供たち の関係 はい い方向 に

す。

でも過 去と他人 は変え られ ない

は自分の思っ ている こと を割と 言

んだと分 かったら 、夫も 子ど もも

葉にできるよ うにな った のでは な

なったと思う。
正しいか正 しくな いか ではな く、

いうことが違 いなの かな と思っ て

いつも人 のせいに してい たん です

なくて。 夫が悪い 、子供 が悪 いと

私はすぐ感情的に話をし
てしまっ ていたの で人に は伝 わら

Ａさん

いかと思っています。

Ｃさん

変わっていると思っています。

うのが分かる ので、 一旦 ひいて み

ま出しても相 手には 効か ないと い

出すとまずい ことに なる 、この ま

立っていると 気づい て、 このま ま

今は怒る前 に自分 がす ごく腹 が

だったんです。

Ｂさん 今までは感情的になって、 わかって 貰える。 そう いう 意味
子供たちに怒ってめちゃくちゃ言っ では前よ りわかり やすく なっ たね

と言った 方が、相 手にも 私の 事を

たりすることが出来ました。

う のが自分の成 長に繋 がっ ている

い るような感じ もあっ て、 そうい
ーぬく もりほっと らい んはみ なさ
感じがするんです。

Ｃさん

Ｂさん

Ａさん

んにとってどんな存在ですか？
人とのコミュニケーショ
ンをす る上での基 礎的 な事（ 気に

Ａさん
なるこ とがあった ら相 手に聞 いて
いいな ど）を学べ たこ とで、 職場
や人と の話に恐れ なく なって 、話
が出来るようになった。
ボラ ンティアと 思っ て始め たけ
れど、 実は自分の ため になっ てい
ます。

Ｂさん ここに越してきて知人
も親戚 もいなかっ たけ れど、 活動
に加わ ってメンバ ーが すごく 安心
できる 人達で、思 いや りを持 って
接して いると思え てい ます。 とて
も楽で 、気持ちが いい ところ で、
私の居場所になっています。

Ｃさん 私も仲間がいいなと。人
を否定 したりとい うの がなく て、

自分がどう思 ってい るの かとい う
ー ぬくもりは研 修に重 点を 置いて

います。

のを基準に言 えるよ うに なった と

るとい うのを、何 かの 時に感 じた

活 動しています が、傾 聴を 学んで

＊＊傾聴を学んで＊＊

りすることが出来て、自信に繋がっ

けど、感 情で話を するか らい けな
が何回かあっ て。こ っち がはっ き

私はすぐ に大きな 声でた だ怒 鳴る

『感情 ではなく 感情を 話す 。』

かったのです。
りと言わない から、 相手 が推測 し

いるかわから ないと 言わ れたこ と

以前、渡邉 先生か ら何 を考え て

自分が変わったと思うところは？
自分を 認めること が出 来る。 自信
がなく て、自分で 自分 の事を 認め
ること は、すごく 難し いこと だっ

Ａさん 相手を理解するというこ
と 。自分が怒り を覚え た時 に、相

たり、 『まぁ、こ れで いいか 』と

それ と、自分が 変わ ってき てい

一緒にいて楽な仲間。

受け手歴２年
何かボランティ
アをしたいと思っ
て受け手に
受け手歴８年
一緒に傾聴を学ん
でいた人が受け手
をしていて、流れ
に乗って受け手に
受け手歴１２年
コープの講座と相談
員研修などやってい
て、もっと勉強した
いと思って受け手に
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