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残暑お見舞い申し上げます。皆さまにおかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

2019年 ８月

この度の2年ぶりのニュースレターの内容は,総会での決定事項,新会員制度,そして協会の本格再
活動へ向けてのお知らせを近況を交えて構成いたしました。 大好きがつながっている
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当協会
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の“繋がる”という本来の目的を今後も継続していくことが出来るよう、皆様の関心とご協力をお
願いいたします。

☆重要事項が最終頁にございます!

☆ご不明な点がある方は、メールでお問い合わせください。連絡先
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雨の日曜日、早朝から久々に集まりました。全員が揃うまでの間にいらした方から、「空気を出来るだけ沢山入れて、閉じてください」と
申し上げポリ袋（ゴミ袋）を渡しました。最初に袋を受けとった方は、風船を膨らますように口で膨らまし、またある人は両手で袋の端を持
ち、くるっと一回り。最後に部屋に入ってきた方は、動かずその場で袋を左右に動かし、周りの皆さんはそれを見て「お～」と感嘆の声を上
げていらっしゃいました。次第に協力し合いながら袋を結び、お互いの顔を見合わせながら、最初は恐る恐る…しばらくすると穴が開き、ま
たその穴が開いたことにも「滞空時間が⾧くてこれも面白い!」と今度は輪の中心のメンバーが変わり遊びが発展。今まで会っていなかった2
年の時を感じさせないほど皆さんの雰囲気は和やかになりました。
近況報告＋なぜ今日の集まりに足を運んだか＋セラプレイとのつながりは?
S:「父親になった事により、自然に起きた自分の変化…（セッションでは歌が歌えな
かったのに、CMソングを替え歌にして子どもに歌っている自分がいる衝撃について)」
H:「親との話合い中、ふとセラプレイだったら…と考えている自分がいた事」
T:「心理士ってなんだろう?て思って改めて今想いを新にしている最中で…SVはどうして安心するんだろう?と想いが巡り、会いたかった」
M:「分野は違うが、いつも刺激をもらっているので、今回も期待して…」「あれから、どうなってるかなーと思って」など様々でした。
決定事項
１）顧問（川畑先生、岩井先生）理事（高井、川上、小出）監事（大野）の6名は再任。新理事として、土井信子先生が就任。
２）会員制度改定

及び会員規約の改定

☆変更事項がございますので、最終ページで詳細をご確認下さい。

総会を終えて･･･
協会の運営・経営面での問題をそのままに、存続に対する疑問や “NPOとは?”“Theraplayとの関係”など様々な課題を抱え、充電期間を頂
いた2年間があっという間に過ぎ、総会を迎えました。正直今回皆さんがこんなにも遠方からも出席してくださり、応援してくださっている事
に驚き、責任感を感じる時間となりました。20余人の会員の皆様及び、初級参加者からも応援のメッセージを頂きました。そして、当日私の
心を最も動かしたのは、皆さんのコメントからこの2年の間私も含めて皆さんの中で少しずつ今まで私たちが行ってきた活動がそれぞれの中で
何らかの形になってきていることを感じたことです。協会設立前(2009年）からセラプレイの初級はほぼ毎年行っています。しかし、協会及
びセンターが出来て大きく変わった事は、心理や発達の勉強会や・グループスーパービジョン・自分を知る～ゲシュタルトプレイセラピー～な
ど、直接的なセラプレイのトレーニングではなく「子どもと家族に関わる大人」として共に学び合い高めあっていく機会が増えた事、協会と
してシンポジウムや国際会議を行ってきた事、それらが皆さんと繋がっている要因にもなっているのではないかな?と感じました。
2014年、セラピストの養成を目指してNPOとしての協会が始まりました。セラピストの育成という点では目標達成されなかった事になりま
す。しかし、5年間の活動の結果及び今日の皆さんのお話を伺って協会の目標は、「子どもと家族に笑顔をもたらすこと」なのだと。そして、
支援者である私たち大人も、同じように誰かの子どもであり家族であるという事。誰かがかわいそうだから自分を犠牲にする支援ではなく、
ひとりひとりが周りの人に支えられながら、自分を大切にしながら生きていくこと、人と関わり互いを尊重することが支援の出発点。支援は
共に生きること。今日の皆さんのコメントの中で、“手伝いたい”という言葉や”役に立ちたい”という言葉が聞かれました。大変力強く、私もそ
ういう想い無いわけではありません。しかし、その言葉を聞いて協会の在り方を改めて考える機会となりました。“セラプレイを広める事“や、
“協会の仕事を手伝ってあげる“というスタンスではなく、皆さんご自身が皆さんの所属する協会として盛り上げていくことが出来る体制づくり
を目指したいと思います。「NPO法とは、NPO活動を行う団体に法人格を付与すること等により、 ボランティア活動をはじめとする市民の自
由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的として、施行されました」とあります。
セラプレイのセラピストの育成重視であった、前体制から「子どもたちと家族がより大好きがつながっていく」協会の趣旨をご理解しご支
援いただける方への会員の門戸を広げ本来のNPOとしての目標を多くの方と共有していきたいと思います。その上で、セラプレイの専門家養
成に進んで行きたいと希望する方をしっかりと育てることと、セラプレイを通して、また私たち協会で今まで行ってきた学びの共有を福祉・
保育・心理の領域で広く行って行きたいと思っています。そのためには各分野の皆様との研究が必要になってきますのでより高めあっていく
ことを目指していきましょう。私が学んで来たことを、少しずつ日本にあった形で実施して行きます。よろしくお願いいたします。(高井）
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社会的養護にかかわる養育者研修会

2019年7月18日(木）

～子ども自らのメッセージを受け止める養育者の専門的支援～
主催:静岡県児童養護施設協議会 共催:静岡県社会福祉事業共済会、静岡県里親連合会
後援:静岡県社会福祉協議会、静岡県教育委員会、静岡市、浜松市。
2018年から始まった里親支援専門相談員の先生方のご尽力で、今回の研修は開催することが出来ました。9時半～16時半まで参加費無料で、定
員は50名でしたが、締切り前に50名を超えるお申込みがり、当日も50人以上がご参加下さいました。日本セラプレイ協会に直接研修のお問い
合わせがあった、他県の方達への参加も快くご了承いただき、秋田、東京、大阪の先生方も皆さんご参加下さいました。以下、研修の趣旨です。
『近年児童虐待事件が続発し深刻な事態になっており、保護者に監護させることが適当でない児童を、肯定責任により養育する支援体制の充実
が質・量共に強く求められている。この質の確保として「子ども自らのメッセージ」を適切に受け止め、心身の成⾧や治癒につなげていくこと
が求められており、子どもたちに関わる養育者に必要不可欠な課題である。本研修は、この社会的養護を必要とする児童に対し、安心して過ご
せる生活を提供できるよう、「子ども自らのメッセージを受け止める支援を行える養育者の育成」を目的とする。』
6年間の活動を全面支援してくださった前施設⾧

加藤 秀郷

先生の言葉

『あまり高井さんのこと知らないんで、実際に聞いた話をちょっとだけしておきたいと思います。（施設にいる子どもたち
は）様々な事情や、あるいはその中で生まれて来た様々な条件の中で、子どもたちが生かされて生きるしかない。その内容が
劣悪であればあるほど辛い思いをさせられてきたのです。(中略)

今、自分を肯定することができない子どもたちが増えてき

た。否定されていた環境の中で育てられ、自分が自分らしくなくなってきてしまう。そういう怖さを実感している子どもたち。
それが養護施設であるとか、乳児院であるとか、あるいは里親であるとか、そうした所にやってきて、始めて安心でき、安全
な場として認められる経験をする。そういう環境におかれた時に、自分を少しづつ取り戻していくんだと思うんです。少しず
つ慣れてきて,「ここが安心できる安全な場として暮らすことができるんだ」と思い始めたころから、今までの様々な問題が自
然に出てくるんです。その子の持っている課題がです。それは職員にとってはものすごく試されることです。辛いことです。
時には厳し過ぎて逃げ出したくなる。そうしたことが起きてくる、それは私たちが経験していることなんですが、その時に職員とすれば「目の
前の事実」、それしか捉えられないから必死になってそれをなんとかしていこうと努力する。それも大事なことだと思います。しかも日常的に
色んな出来事がある中でそれをやって行かなきゃならない。その点では本当に（職員として）大変だなと思っていました。そこに、スーパーバ
イズしてくれる人がいるかどうか。それを探すと、やはり施設⾧であったり、心理士であったりそういう人達がいるとは思うんですが、その人
達もまた色んな仕事を抱えて、そういう中で私は子どもたちがどうすればいいのか悩んでいたんです。
そんな時に、高井さんが現れた訳です。「高井さん来てください」って頼んだ訳ではない。紹介されて ぽっ と出てきた訳です。いろんな話
を聞いているうちに、一番心に響いてきたのは、さりげない話の中で出てきた「子どもの心に寄り添う」っていう言葉。（中略）日常的な課題
を抱えている子どもさんについて共に考え、それを受け止めていく。（施設の中で）実践として、どんな風に移していけばいいかを見せてくれ、
そういうチャンスを作ってくれた。それが高井さんとの出逢いの基だと私は思っています。家庭で肯定されることの少なかった、或いは全く無
かった子どもたち、まず自分を肯定的に捉えてくれる、そういう事が子どもには嬉しかったと思うんです。だから苦しい時に苦しいよねって
言ってくれる、一緒になって考えてくれる、それが実践の場でなされてきた、その実践のチャンスを沢山与えられた、これは子どもにとって救
われたでしょうし、それに関わった職員もまた救われたんです。私は、子ども達との関わりの中で「高井先生と話すと、自分らしくなっていく。
不思議なんだよね。」であったり、「一緒に時間を過ごすと心が解きほぐされていく」、「これが私なんだなって感じる」って言うような言葉
を耳にしたんです。私は、それを聞いて、それまで子どもたちに今までずっと理屈言ってたんですね。「おー、これだ」っと思いました。私た
ちは、この瞬間を求めていたんだと。
皆さんも今日の研修で感じられたと思うんですが、この人(高井を示し）の心の豊かさ、感性の豊かさ。でも、実は皆さんそれぞれも持ってい
ると思うんです。でも、そういう感性の豊かさや、心の豊かさは、どうやって出せるようになるんでしょうね、さりげなく出せて、（相手も）
出すことができる様にしていく事ができれば、すごくいいなと思うんです。そういう体験を今日していただき、環境づくりや子どもたちの関係
性をより豊かにしていただければいいなっていう風に思っています。(中略ーまだ今日がほんの始まりですので継続した学びの支援が必要)
新しい社会的教育ビジョンそれに基づく都道府県教育推進計画があります。 その時にどうしても私たちは今、家庭教育推進をしていかなけれ
ばならない、家庭教育が最優先であるそういう原則がある訳です、従ってそこで、里親制度を中心にしながら対応していきますが、今は何より
も里親を優先することを推進していくのだそうです。その考えは私は間違ってないと思っています。ただその時にどういう風に親子を支えられ
るか。その一つの方法として、どうしてもセラプレイの考えや理論とか在り方をそれに入れてほしいと言う風に考えていますし、児童養護施設
とか乳児院以外の子ども達に対しても、子ども達をバックアップしていくその体制としてセラプレイが有効であるという風に訴え続けています。
訴え続けてはおりますが、まだ取り上げられていないのが現状です。ただ秋口になると都道府県推進計画が全国で少しずつ出てきます。厚労省
の理解を得られるか、その答えを出してもらうために努力してまして、そのためには、なんとしても高井さんの力を借りなければならないと
思ってますし、皆さんの現場からもその声を上げていただきたいと思っています。子どもとの関係性をより豊かにしていくための一つの方法と
して、こういう風な見方が現実にあるんだと、これは私たちにとっても、子どもたちにとっても、有効であるということを実践を通して伝えて
いかなければならないと思っています。是非とも力を貸していただきたい。セラプレイの高井さん、土井さん、小出さんの想いをつなげ、子ど
もたちと親子のために助けていただきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。有り難うございました。』
セッション後、加藤先生を捕まえては極力現場に反映していただくために、生意気にも色々なことをズバッと言わせていただいておりました。
その時「こうやって話してると、持ち上げられてんだか、落とされてんだかわかんないんだよな～」と頭を掻きながら仰っていたのを思い出し
ました。これからもいえ、これからはよりお元気で加藤先生にしか突破できない難関を突破していって下さい。お願いします!!

（高井）
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前ページ続き
＜研修会のアンケート結果＞
１）研修内容

満足度（4.72/５）

２）研修時間

満足度（4.31/５）短すぎた。1.5～2泊希望

３）研修内容で印象に残った事あり（39/39人中）
４）次回の受講を希望（38/39人中）
＜感想＞
• 「“子どもの目線に立つこと”解っていてもできない事を、実践されているということを目の当たりにし、今後の自身の子どもたちへの支援に
おける考え方について、幅を広げられたと感じています。遊びを通して、自己コントロールや人に合わせることなど、自然に身に着けること
ができるのが良かったです。」
• 「“私を知る”という事の大切さを改めて感じることができました。施設で子どもたちと接する中で、どうしてもうまくいかない場面があるが、
自分の行動を振り返ってみると、子どもがそうせざるおえない状況に置いていたのではないか、子どもが大人に（自分に）合わせてくれてい
るからうまくいく場面も多いのかな、と気づくことができた。」
• 「心理療法担当として5年、施設で実践してきましたが、より良く、もっともっと良い支援をという気持ちはあっても、現状維持が精一杯な
状態でした。今日の研修を受け、自分がやりたいこと、方向性が少し見えたように感じます。」
＜印象に残ったことは?＞
• 「身近なものを使った遊びの中で子どもの気持ちや力を引き出せるんだという事に驚きました。大人次第でいろんな可能性が広がっていて、
発見は嬉しくもあり、恐ろしくもありです。大人の価値観で決めてしまう事のマイナス、正しいと思っていることの危険さを感じました。」
• 「実践を通して、その子どもに合った事をすること、批評はしないことの大切さについて知ることができました。また、一緒のグループだっ
た初対面の方とも実際の遊びを通して仲良くなれたことが印象に残っています。」
• 「遊びの中でその子どもが何を感じるか、それをどう遊びに入れ込むか、例えば、失敗することが怖い子どもであれば、失敗しないようにガ
イドするといった構造を適切にフィットする形で提案していくこと、そのスピード感があったり、発想力が大切と思いました。」
• 「午後に見た二つの動画（高井が修練中の「子どもの目で世界を見る」の資料より）で、自分の視点が全てではないこと、相手と意思を共有
することの難しさと、色々な考え方があることを知った。」
• 「子どもたちへの支援をする際、目的、方法などを含め、予測をし事前に準備しておくことが大切ということを強く感じました。」
今回実施した研修は、セラプレイのトレーニングではありません。（でもセラプレイをする上で一番大切なことはお話ししたつもりです!）
今日の目標は、「知識を頭に入れる事よりも、感じて、考える事」でした。この感想をいただけたことは、目的はある程度達成された模様です。
明日からの子どもとのかかわりにすぐに反映していただけそうですし、そしてこの一人一人に起きた何かは、余韻を残してくれそうです。今後
も勉強を続けて行きたいと思っている方が沢山いらしたことも、その結果の現れではないかと思います。理論やプログラムの習得も勉強の一つ
として大切です。でも、まず動機を起こす事。自分の中にある

魅力的な部分を見つけ、そこを生かすために学びたいと思うことに火が付くこ

と、そして仲間がいる事でもうすでに学びはスタートしています。
次回、その学びを持ち合って、より学びを深めるための会を持つことが出来ればと思っています。資格への関心も高いようで、来年は静岡で
初級講座ができるでしょうか。実は今回、土井先生、小出先生の強いご意見で、体験型の研修の一部に初めての試みを取り入れました。お二人
の力が無ければ実現できませんでした。参加者のアンケート結果にそれが表れたようです!今後も研修の試行錯誤もして参ります!
＜当日スタッフ:土井・小出
アライアンスとしての協会及び資格について

アンケート集計:
理事

川上・高井＞
川上

真樹

日本の協会の活動がここ2年消極的になると同時に、米国シカゴにある本部では代表の退任、社員の増員、資格授与に関する変更をはじめ、
今までにない大きな変化を見せてきました。世界各国へのセラプレイの発信及び管理は、今までの様な方針では困難になってきたという判断か
らかもしれません。
今後、当協会の活動本格化に向け、また新訓練生のために、新体制となった国際本部とのやり取りを始めております。現在に至るまで当協会
と米国本部との関りは、代表が渡米や海外同行などを繰り返し、15年築いてきた国際本部の幹部たちとの直接的な関係が存在していたために、
円滑に行って参りました。しかし、米国本部の体制の変更と同時に、当協会は現在まで行ってきた本部との協定を見直す必要があります。今後
は、米国本部との関係の維持を代表個人の負担にせず、協会として事務的に行える部分は、事務局が行う必要があると考えております。現在も、
英語で事務が行える人材を雇用できる状態ではありませんので、引き続き私が代表と行っていくことになりますが、新たな国際本部の決定事項
を全て皆様に翻訳し、提示するということは時間的にも労力的にも不可能です。今後は、理事会にて検討をし皆様にお知らせする事がある場合、
ニュースレターやホームページにての公開や、メールにてお知らせいたしますのでご理解いただけますようお願いいたします。（休会中も、理
事会議は随時しております。）
当協会は、アライアンスである資格に関するすべての権利は、米国セラプレイ国際規定によって定められた規則に従います。資格授与までの
プロセスは［初級講座履修〕→［訓練生登録申請〕→［訓練生認定〕→［登録料の支払い〕→［決められたセッションとスーパービジョン〕→
［中間、最終資格試験〕と、それぞれ関門を通過して行きます。現在は、最終資格取得後の名称が「セラプレイ セラピスト」から「セラプレイ
プラクティショナー」と変更しましたが、いずれにしても、米国既定の資格認定最終段階まで到達する者が出ないという日本の状況を踏まえ、
今後より積極的に米国との協議も行って参る次第です。私も仕事の傍らの協会の仕事です。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
セラプレイは、米国及び日本で商標登録を取得しています。商標登録番号 5580504号 特定非営利活動法人(NPO)日本セラプレイ協会
Copyright © The Theraplay® Institute All Rights Reserved. （セラプレイ国際本部 1840 Oak Ave., Suite 320, Evanston, IL 60201）

監事からのメッセージ
新会員制度

監事

大野佳代

会費納入のお願い

皆様、事実上活動休止に至った理由を覚えていらっしゃいますか?
経営（会計）の問題と、高井代表への過大な負担をかけながら、これ
以上の存続は不能と会計士より忠告を受け存続の危機を迎えました。
その後臨時総会で、会員の多数意見により存続が決定したことは記憶
にあるかと思います。抜本的な経営改革がなされないまま2年が経過
しました。本格的な活動はまだ行えません。今だ未解決のまま見切り
発車をすることは、2年前と同じことを繰り返すこととなります。私
は理事を中心にセラプレイや内容に関することへの関心だけでなく、
経営に真剣に関心を持っていかなければ、協会＝高井自身の活動

を

支援どころか、また「負担」となり本末転倒な結果を起こすのではな
いかと懸念しています。
会員制度の改定は抜本的な改革にはなりませんが、休会の間も経費
は掛かっておりますので、協会維持のために最低限必要な経費は協会
の存続を希望した会員の皆様が理事と共に解決していくことが望まし
いのではないかと思います。協会継続希望の意思として、皆様のお気
持ちをまずは会費や積極的な経営改革のご意見として示していただけ
ますようお願いいたします。総会後、すぐにご入会下さった方、心よ
り御礼申し上げます。まだご入会いただいていない方は、できるだけ
早く入会申し込み事項をメール、またはFAXで協会に送り会員の種類
を必ず明記の上、ご送金をお願いいたします。ご支援の程何卒よろし
くお願いいたします。
2019年度

会員申し込み方法

都庁および法務局へのNPOの書類提出

→→→

完了

理事川上により、 9月の提出期限を大幅に早め今年は7月に提出を完了。
法務局の書類も、理事土井と高井により、7月中に全ての準備を完了。
法務局より書類が届くと、私が処理する運びとなっております。理事
の皆様お疲れ様でした。
児童養護施設への寄付
またまた、ご寄付を頂きました。

会員制度改定

☆重要事項

2019年7月14日

この度、7月の総会で協会の新会員システムの変更が決定いたしま
した。会員の条件を無くし、協会の活動に賛同して下さる方どなたで
も会員になっていただくことができるようになりました。
『NPO法人の構成員を、社員」と呼びますが、当協会では「一般会員」
と呼びます。この一般会員は、総会の構成員で、総会の議決権を持ち、
そのＮＰＯ法人の定款で決められた重要な事項の決定に関与することが
できます。この一般会員の他に、定款の定めにより「賛助会員」総会で
議決権を持たない会員を設けています。会費は以下の通りです。これら
の会員は、定款で定めている「目的」(ミッション）に賛同して、その
ミッションを推進しようとして結集した人々の事です。』

＜当協会の今年度の活動計画＞

協会の目標はHPをご参照下さい。

 暴力や虐待、親子不和、友達関係や先生とのトラブル、いじめや
万引きなどの大きな事件になる前の「子どもの言葉にならない想
いに耳を傾ける」ための子どもに関わる大人向けの研修の構築。
 様々な事情で親と一緒に暮らすことの出来ない子どもたちが、養
護施設を卒業した後「繋がれる場」と「信頼できる大人ネット
ワーク」の構築。子ども達との6年間のセラプレイで築いてきた
信頼関係の輪を社会に出ても引き続き維持し、広げていきます。
 日本の子どもと家族のためのセラプレイの専門家を養成します。
（研究・翻訳・米国本部との連携など）
 日本でのセラプレイに関する執筆活動
以上いくつかの協会の事業をご紹介いたしました。ご賛同いただけ
ます方はどうぞご支援をお願いいたします。会則の改定版はHPにて
掲載いたします。ご確認下さい。
＜以前会員だった方へ＞新たに会員のお申込みとご送金をお願いいた
します。入金確認後、新会員となります。以下の必要事項をメールで
お知らせくだされば、会員お申し込み用紙の添付やFAXでのお申込み
をなさらなくてもOKです。訓練生としての協会参加をご希望の方は、
一般会員となります。お手数ですがよろしくお願いいたします。
第6期 新会員ご案内

協会の趣旨にご賛同いただける方はどなたでも

A

一般会員:年会費

10,000円

B

賛助会員:年会費

5,000円

（議決権あり・訓練生）
(議決権なし）

寄付金:協会にご連絡をお願いします。

「本、借りてい?」という言葉が

期間:会員お申込み後1週間以内にお振込み下さい。

日常化してきている事に驚きます。
立ったまま、すぐに夢中になって

会員有効期限は、入会日から2020年6月31日までです。

立ち読みが始まります。未就園児

【会員お申し込み方法】

から高校生までおります。本、雑誌、マンガ、DVD、CDでも結構です。
今は、「宇宙」「冒険」に関するものを大募集中です!
ご連絡はinfo@theraplay.or.jpまで

お願いします。

（小出）

5月に「参考書が欲しいんだけど」と言ってきた高校生に、参考書を
2冊送りました。7月に再会し今その参考書はどうしているかと聞くと、
「あの参考書、学校でみんなが使う参考書ロッカーっていうのがある
んだけど、そこに入れてみんなが必要なところをコピーして使ってる
よ!」と。本人が勉強しているかはさておき(!?）施設を超えて学校で
みんなで使っていてくれているようでした。彼へのプレゼントでした
が、クラスの物として使っているところが、彼らしいなと思いながら
聞いていました。彼らの持っているものが、みんなの役に立っている
のは、彼の人柄なのかなと思いますが、どんなきっかけであれ友達と
円滑に学校生活を送ることができる事を支えられればと思います。
皆様のご協力をお願いいたします。

（高井）

協会本格再始動のための、経営アイディアなど是非お寄せください。また、助成金
の申請や、事務所の確保などのため、今後積極的に関わることが出来るボラン
ティアも募集しております。ネット環境がある方であれば、どなたでもご連絡いただけ
ますようお願いいたします。

ー 協会理事一同ー

① 申請書をHPからダウンロード
② 記入後、メールまたはFAXで協会へ送信
③ 以下振込先へ会費を送金
④ 協会から入金確認のお知らせ受信
⑤ 会員手続き完了!
※ 申請書なしでメールの方は、以下①~⑤必要事項をご送信下さい。
① 会員の種類（一般会員or賛助会員）
② お名前（フリガナ）
③ ご連絡先

メールアドレス（必須）/ 住所及び電話番号（任意）

④ 所属（職種）
⑤ 会員申請理由
【申請書送付先】

(協会に対する要望や期待・ご意見など）
Eメール:

info@theraplay.or.jp

FAX:0956-88-745９（川上真樹
【振込先】みずほ銀行

宛）

北沢支店（店番号213）

普通預金
口座番号:1337615
特定非営利活動法人 日本セラプレイ協会
トクヒ）ニホンセラプレイキョウカイ

セラプレイは、米国及び日本で商標登録を取得しています。商標登録番号 5580504号 特定非営利活動法人(NPO)日本セラプレイ協会
Copyright © The Theraplay® Institute All Rights Reserved. （セラプレイ国際本部 1840 Oak Ave., Suite 320, Evanston, IL 60201）

