傾聴講演会 ア ンケー ト
アー マ

内容

関心

役 立つ

ボ ラ ンテ ィア

50
艤 とて も 日少 し ■あま り

今後聴 きたいテーマや講師
・ 地域支援 の方法 とそ の広報 の仕方
・ 多種多様な社会資源 の活用 の方法
・ 認知症予防の最新情報
。い きがい と,ま
・ (傾 聴ボランテ ィア をす るために)高 齢者 の生きがいや延命治療 について
・ 大津市堅 田学区の具体的な話
・親 の介護 一人間的見地か らの判断〜について
子供たちが親 の介護 が難 しいか らと他人 の手に丸投げをす る
・軽度 (本 人は認知症 と思 つていない)の 認知症 のある人へ の対処方法
・「傾聴」 の考 え方、実践方法
・傾聴来訪 の喜びや感動 (難 しいこ とで しょ うが・‥)
・ユマ ンチ ュー ド
・化学物質過敏症
・ 希望す る講師
竹 田伸也先生、鈴木絹英先生、高塚人志先生、田山泰久 さん

そ の他 の 意 見

・孤立 した方 々は 自分 らしく生きる希望を見失 つてい ると思 う。「傾聴」はそ の
方たちの 自分 らしさを見つ めなおす機会になってい る。期待 してお ります。
・ 笑顔 は大切
・ お話 を聞いてよかった。
・ 大変良いお話を聞かせていただ きためにな りま した。
・ 時間が取れ るよ うにな つた らさせて もらいたい。
。もう少 し年 を重ねた ら自分 自身 も傾聴ボランテ ア
ィ をと考 えてい る。
・妻に頼 つて生 きてきた 自分 (71才 )の 身になつて考えた。今後 どのよ うに自
立 してい けばよいのか。
・ (生 れ子を育 て られないので捨 てると同様 の言 い訳 はで きるかもしれないが …)
老若男女 が助 け合 つて暮 らす方 向を目指すべ きだろ う。
・傾聴 ボ ランテ ィアは認知症が増 える中で不 可欠だと思 う。
・ 核家族 の防止はいか にすれば…
子供 のころか らの教育に問題があるよ うに思 う。
・身につ まされ る思 いで聞きました。なぜな ら主人が亡 くな り子供 もいな く一人
住まい。 ぼ けた ことが 自分で分かるのか と不安になつた。
甥 つ子、姪 つ子にはそれな りにお願 いをしてい る。75才 です。
・健康寿命 を延ばす施策 をどんどん進め広めてほ しい。
・一人生活 の人に何時も傾聴 を心掛 けています。
・ 講演か ら傾聴 ボ ランテ ィアの今後 の活動 の在 り方がわか った。
施設内への訪問よ り地域 へ出るとい うこと
・教員 だ けでなく、一社会人 として 「傾聴」の姿勢 は大切だとい うことを学ばせ
ていただ きま した。
・傾聴、傾聴でな く語 り合 いが重要
・ 80才 と 77才 、夫婦 二人 の生活 です。福祉 の方 のお世話にな る日も近 い と思
います。 どうか、力になっていただ きたい。
・ 体 が不 自由なのでボ ランテ ィア した くてもむつ か しい。
￨1先 生 のお話にあ りま したが、
・竹り
「一人一人にかか ってい る」 とい うよ うな こ
とが、あ らゆる課題や 問題に通ずるのではないか。
・傾聴 についてわか りやす く話をしてほ しい。
・実際に活動 してい る人 の話を聞きたい。
・傾聴 ボランテ ィアの実践 と成果、自分 自身 の成長 があつた事例を。また、難 し
さや苦労体験 をお聞きで きれば…
・ 貴重なお話が聞けて良かった。
・ 地域包括システ ムがで きるよう参加 したい。

