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止，待ち，ほとんど気づかれないような方向の変化を
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的信仰で光を祝う機会となっています。
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おそらくこの知覚のようなものが，私たちが冬至の

にご支援を

日にフォーカシングをしたときのフォーカシング・パ
ートナーにも起こったのです。というのは，私のパートナーが「待つことの強さ」ということばを使
って，ある状況で必要とされる性質を述べたのです。この，待つことの強さ，という表現が私には衝
撃でした。
待つことが強さと感じられることはそうありません。ここアメリカでは，次の大統領のための選挙
戦が過熱しており，誇張的な表現がたいへんなことになっています。多くの候補者が世界の困難を見
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ながら，混沌と混乱を前にして強くいる方法はしばしば待つことであるとは考えられなく（あるいは
国民がそう考えるとは信じられなく）なっているようです。多くの候補者は，私たちの国の困難に対
してもっとも厳しい，もっとも不安に駆られた反応を取り，その反応を「強い」ものであると称して
います。待つ人，思案する人，熟考する人、信頼する人は，「弱い」とされます。ときには無能だと
されます。そこで提案される解決策は切羽詰まった恐怖と信仰のなさからくるものです。
私のフォーカシング・パートナーが「待つことの強さ」という表現を使ったとき，私に浮かんだの
は，待つことと信仰はほとんど同じことだということでした。スペイン語を話す人は英語を話す人よ
りもこのことをよく知っています。スペイン語の"esperar"ということばは，「待つ」と「希望する」
の両方に訳されるのです。そしてそこには，降臨節つまりクリスマスを待つ季節の古代からの知恵も
あります。商業主義がクリスマスを前に前に持ってきて，降臨節を見事に圧縮してしまいましたが，
伝統的には 12 月 25 日の前の月は，厳かで暗いものでした。新しい生命の誕生の奇跡を待つ時だった
のです。12 月 25 日を過ぎてはじめて，光と新しい命の季節が始まるのです。
フォーカシング研究所はまだ移行期にありますが，私たちの多くは，新しいものがもう生まれてい
ることを期待しているかと思います。私たちはフォーカサーですが，時には，待つことが弱いことで，
力ずくの行為こそが強さだと信じてしまうのです。冬至と私のすばらしいフォーカシング・パートナ
ーが私に「待つことの強さ」を今週思い出させてくれました。
いろいろな意味で，フォーカシング研究所もある種の冬至のような状態にあります。2014 年には難
しい移行がありました。そして，それが研究所に財政的な困難をもたらしました。しかし，私たちは
太陽のように，ゆっくりと方向を変えています。2015 年の終わりにあたって，私たちは前よりもずっ
と強い立場にあります。年末の寄付のお願いに対して，すでに多くの方が寛大に応えてくださいまし
たし，さらに多くの皆さんがそれぞれにふさわしいレベルで寄付を寄せてくださることを希望してい
ます。TFI の戦略計画プロセスもシアトルで意気揚々とスタートを切り，（ロザ・ズビザレータの指
導のもとで---ありがとう，ロザ！）理事会と国際リーダーシップと私の間で戦略会議をさらに続けて
います。このプロセスを前に推し進め，急いで自分たちが求める行き先にたどり着きたいと思う誘惑
に駆られそうになります。しかし，私は，私たちを信頼し，私たちのフォーカシング・プロセスを信
頼し，私たちのコミュニティと世界を支えている深い知恵と寛大さと愛を信頼したいと思います。
私は，私自身にそして私たち全員に 2016 年に，日々，待つことの強さを覚えていることを望みたい
と思います。
皆さんの信念が恵みに満ちたものでありますように
キャサリン

--キャサリン・トルピー，フォーカシング研究所

Formation of New Nominating Committee

所長

新しい指名委員会の編成

理事会と国際リーダーシップ評議会がうまく機能しフォーカシングコミュニティを反映することを
助けることを目標として，理事会は，国際リーダーシップ評議会と相談して，指名委員会を編成しま
した。指名委員会の任務は 2016 年 5 月 1 日までに，理事会と国際リーダーシップ評議会(ILC)から離
れる人たちに替わって 3 年任期を務める人たちを推薦することです。
これについて詳しくはここをご覧ください。 注）「指名委員会設置のお知らせ」という別の添付ファイルをご覧く
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ださい。（土江）

この文書をご自分の言語に翻訳して，同じことばを話す人たちにも知らせたいと思う方は至急キャ
サリンにご連絡ください。そうすることで，できるだけ多くの方に，この新しい指導体制を作るプロ
セスにご参加いただけます。

Learning new skills and becoming part of a worldwide supportive family
新しいスキルを学び，世界中で支え合う家族の一員になる
2015 年ウィークロングの評価
すばらしい! 見事です!! 光栄でした!! ---これらは 2015 年ウィークロングについての参加者からの
コメントです。これらのことばは何についてのものでしょうか。運営についてもですし，講師陣につ
いてもですし，プログラムについてもです。

プログラムは，大きく，全体での午前ワークショップと，昼食後のホーム・グループと，休憩後の
いくつかの午後分科会形式でのワークショップからなっています。夜はフォーカシング・カフェで，
より自由なおもしろい形で，文化を超えてつながり交流する機会がありました。
講師チームは，ウィークロングに参加した認定コーディネーターたちと協働することができたこと
を光栄に感じています。コーディネーターたちはそれぞれの個性とスキルと態度で，ホームグループ
やワークショップや全体ガイドに貢献してくれました。それによってウィークロングを真の多様性を
与えてくれたのです。
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参加者にウィークロングで何を学んだかという質問もしました。以下にその回答を載せます。
グループ・ファシリテーションのスキル；動きをフォーカシングに適用するやり方；異文化交流で
のフォーカシングの使い方；プロセス・モデルと TAE（エッジで考える）の理解の始まり；回復フォ
ーカシングの使い方；フォーカシング・スキルをコミュニティに取り入れる方法；ガイドをしないリ
スニング；インターラクティブ・フォーカシングを葛藤状況に用いる；などなど他にもたくさん挙げ
られました。
他に「ウィークロングであなたにとってもっとも良かったのは何ですか」という質問もありました。
その答えの印象的なものを挙げます。中国や南ア
メリカなど多くの国から来た，暖かい心の誠実で
愛しい人々とのつながり；しっかりとここにいる
こと；フォーカシングのアプローチの多様性を体
験した；違いを認め楽しんだ；たくさんの深い発
表；ホーム・グループ；パートナーシップでのフ
ォーカシング；心を開き愛を感じた。
最後に，文章完成法で出てきた長い答えから一
部をご紹介します。「私にとってウィークロングとは・・・」自由にしてくれた；展開；刺激的；目
からうろこ；人生を変えてくれた；大きなハグ；一つの命；楽しく愛にあふれていた；元気；花の園
；他の人とともに歩むための，私の心の中の種；終わってしまうのが悲しい。
ファシリテーション・チームとして私たちも，キャサリン・トルピーに支えられて，とてもいい時
を過ごしました。私たちの間には信頼と感謝と支え合いがありました。そして必要なときにはフォー
カシングをしようという意欲とスキルがありました。
スザンヌ・ノエルは，4 年間ウィークロングを教えてきました。熱心に取り組んでくれましたが，
新しいアプローチに道を譲るときになりました。これは，多様なコーディネーターに 3 年ないし 4 年
担当してもらうことでウィークロングを文化を超えた国際的なプログラムにするというクロッシング
・サポート・グループのビジョンに応じるものです。トメウ・バルセロは今年のみのゲスト・ファシ
リテーターで，初めての英語を話さない講師でした。アフィエン・ド・ブリスは留まり，新しいチー
ムと一緒に教えます。
私たちはチームとして，今までの講師チームが行ってきたことの上にプログラムを築くことができ
たことに感謝していますし，私たちの仕事に基づきながら次のチームがさらに発展させてくれること
を願っています。
アフィエン・ド・ブリス，オランダ
スザンヌ・ノエル，コスタリカ
トメウ・バルセロ，スペイン
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囲み記事

Sharing at the Weeklong
ウィークロングでの分かち合い
ヘンリー・チェン

私のホーム・グループでの分かち合いの一部として読み上げたものです
このグループの一人一人のことを思うと，私は自分の荷が軽くなる気がします。皆さんに話す前に
は必死で自己規制をしなくてもすみます。皆さんが自分を整えることを助けてくれるからです。
ある意味，皆さんは、私がここで出会った大きなコミュニティの小宇宙です。そして私はここを離
れたくありません。こんなに安全で傷つくことなど考えることも難しいような家庭や社会に，どうし
たら戻ることができるでしょうか。
まだ，私はこの，心に触れながらそれを率直に表現するという新しい習慣にどうやったらとどまれ
るのか興味を持っている状態です。あるいは，暗黙に浸るという習慣にとどまれるでしょうか。暗黙
のものは実際に起こると，単に私の感情を変えるだけでなく，より正確なやり方で私の必要を満たし
てくれるのでより以上のものになるのです。相手の動きが私自身の動きに触れると，逆にそれが相手
の動きも変えていきます。それではリスクは感謝で報いられ，より多くの分かち合いが起こるのです。
この週の間に，特に私のホームグループで，自分の痛みとその痛みを和らげようとする必死の努力
に，これだけ深く絶え間なく触れるとは思ってもいませんでした。そして，それが私自身や周りにも
たらした傷ついた世界にも触れました。そして，それが，共感と抱擁と弱さの共有で受け止めてもら
えるとは思っていませんでした。私はひとりではなかったのです。
来たときには私は，自分の将来展望や使命について取り組むつもりでした。私はこんなに泣くつも
りではありませんでした。でもそうなりました。しかし，私が泣けば泣くほど，他の人の話を聞くこ
とで自分が泣いてもいいんだとわかればわかるほど，わかったのは，私の前の，あなた---弱く揺れ動
く人間---を見ることができたのです。理論や技法を脇に置いて，あなたを見ることができたのです。
私は他の人に耳を傾け感じることができました。そして，この基本的な力を育てて，古いパターンを
捨てることに，私は希望を感じます。私が他の人の助けになりうるだけでなく，私自身も最終的に自
由になれるのではないかという希望を感じます。

Children Focusing Task Force Report - An Overview
子どものフォーカシング特別課題班報告―概観
メアリー・ジェニングス 理事会メンバー
子どものフォーカシング課題班は 2014 年に創設されました。メンバーは
ハイドラン・エスラ－，メアリー・ジェニングス，サイモン・キルナー，キャサリ
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ン・トルピー，ルネ・ボグラーです。そして、今年 10 月にはレポートを公表しました。この班の活動目的は、世界
中のフォーカシングの実践家、トレーナー、コーディネーターの中で、子どものフォーカシングに関して何が活
き活きとした話題かを見いだし、そこで取り上げられた問題を検討する方法を探ることでした。子どものフォー
カシングに熱心な多くの方々と接することができたことは、豊かな経験でした。
子どものフォーカシングに関する指導法とトレーニングのやり方は驚くほど豊かです。実地学習モデル(親や
教育関係者にフォーカシングのやり方を教えて子どもとの毎日のやり取りに使ってもらう)から、より構造化され
た 60 時間の子どものフォーカシング・コンパニオンになるための認定トレーニングにまで様々です。私たちがイ
ンタビューしお話を伺った多くの方たちの中には，フォーカシングに関する中核的習熟度に加えて、子どもと
関わる人たちのトレーニングにはいくつかの主要テーマが含まれるべきであるという感覚があるようでした。そ
のようなテーマとしては，子どもの安全，子どもの保護，子どもの発達段階にふさわしい活動に関する知識とい
った重要テーマが挙げられます。
また私たちは、認定トレーナーやコーディネーターになる道筋が様々あって，国によって異なることも見いだ
しました。多くの人が、この認定過程がより明確になることやその中でのフォーカシング研究所の役割の明確
化を要望していました。
トレーナーやコーディネーターたちは、情報、アイディア、関心ある問題を仲間同士で共有できる機会があ
ることを評価しており、そのような機会をもっと持ちたいと望んでいました。インタビューした人の中では、子ども
のフォーカシング学会のようなイベントでの交流が大変有益であると考えていました。多くの人が、資料にアク
セスしやすいよりアップデイトされたウェブサイトがあれば喜ばれるだろう、と述べていました。
一年を通してスカイプで多くの議論を重ねて、当課題班は、より広い子どものフォーカシング・コミュニティか
ら選ばれたグループで行うべき活動として、4 つの提言を行うことにしました。私たちはそのようなグループに以
下 4 点の検討をしてもらいたいと思います。
・ 子どものフォーカシングにおける中核的習熟度
・ 子どものフォーカシングの指導・トレーニングのモデル
・ コミュニケーションと相互連携(Ｗｅｂサイト、大会など)
・ 子どものフォーカシングを育成するための調整委員会の機能と役割
私たちはこの報告を公表しましたが、コミュニティからのフィードバックを歓迎します。また，活発な意見やア
イディアの交換が起こることを願っています。すでに多くの貴重な意見が寄せられ、ディスカッション・リストで現
在議論されています。children@focusing.orgへのメールならば、直接当課題班とのやり取りが可能です。このレ
ポートには、TFI の Web サイトからでもアクセスできますので、あなたからのご意見をお待ちしています！
メアリー・ジェニングス

The State of the Institute
研究所の状況について
理事会会長

デビッド・ローム(David Rome)
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フォーカシング研究所理事会会長として、私たちのこの大きなコミュニティに向けて、「研究所の
状況(state of the Institute)」について年末のご報告をしたいと思います。
フォーカシング研究所はこの２年間、大きな変化をくぐり抜けてきました。第一に、もっとも大き
な変化ですが、私たち皆にとって悲しいことに、設立者であるジーン・ジェンドリン(Gene Gendlin)
とメアリー・ヘンドリクス・ジェンドリン(Mary Hendricks Gendlin)が研究所の成長と発展を長年導い
てきた立場から退いたことがあります。ジーンとメアリーは 2013 年の終わりに引退し、同時にカイ・
ネルソン(Kye Nelson)とメリンダ・ダーラーもそれぞれ所長と事務局長から退きました。２人は研究
所のために大変な労力を割いてくれました。とりわけメリンダの 17 年にわたる日々のリーダーシップ
は私たちの深い感謝に値するものでした。
私たちにとって、エリザベス・カンター(Elizabeth Cantor)とリタ・キルシュ(Rita Kirsch)の経営上の
専門的技能にひきつづき頼ることができたこと、ビル・シルバーマン(Bill Silverman)がウェブマスタ
ーを務めてくれたことは、幸運なことでした。三人の継続的な関わりがなければ、研究所は本当に途
方に暮れていたでしょう。またこの困難な移行の時期に、ロバート・リー(Robert Lee)、ロブ・フォッ
クスクロフト(Rob Foxcroft)、ジェリー・コンウェイ(Jerry Conway)、ナイナ・ジョイ・ローレンス(Nina
Joy Lawrence)、そしてシンシア・コールセン(Cynthia Callsen)が代理として役員のレベルでリーダー
シップをとってくれたことも幸運でした。彼（女）らの努力によって、2014 年６月、私たちはキャサ
リン・トルピー(Catherine Torpey)を研究所のエグゼクティブ・ディレクターに迎えることができまし
た。キャサリンは組織のリーダーとして豊富な経験を持ち、意思伝達が上手で、熱心なフォーカサー
であり、多才で素晴らしい社交家です。
キャサリンの気概にあふれたリーダーシップ、また新しい理事会(board of trustees)と新たに創られ
た国際リーダーシップ評議会(International Leadership Council)のサポートを得て、フォーカシング研究
所は健在であり、いくぶん不安定な移行を経ましたが再び軌道に乗っています。研究所は成長の次の
段階では、ジーンとメアリーから受け継いだものを保持する一方、今日の国際的なフォーカシング・
コミュニティのニーズに応えるため活動の範囲を広げていきます。今年（訳注：2015 年）のはじめに
戦略的計画のプロセスが理事会と国際リーダーシップ評議会によって始められました。そこではじめ
て、フォーカシング研究所のすべてのメンバーに優先的に声をかけて意見を集められることになりま
した。
私たちの計画では戦略的計画を 2016 年の４月までに完了することになっていますが、未来へと向け
た主な方向性ははっきりしてきています。研究所は何よりもまず、メンバー、とりわけ急増している
認定フォーカシング・プロフェッショナルの力となることにエネルギーを向けます。私たちは、人々
が人生の歩みのあらゆる地点でフォーカシングの恩恵を得られるようにするため世界的な運動をおこ
なっていますが、認定フォーカシング・プロフェッショナルはその中心にいます。研究所のウェブサ
イトはこれからオーバーホールされて、人々が自分のいる地域でより容易にフォーカシング教師やグ
ループを見つけられるように、またトレーナーが自分の提供するプログラムを見つけてもらいやすい
ようになりますし、フォーカシングの様子がわかるようにビデオによる説明を載せるなど、その他に
も多くの改変がなされます。フォーカシングが今日では真にグローバルな運動であることを考えて、
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ウェブサイトでは今後、英語以外の言語でもより多くの資料を提供していきますし、地域のグループ
や組織が報告やプログラムのお知らせを直接サイトに入力できるようにしていきます。ウェブサイト
がコミュニケーションの要となることで、私たち皆が互いの体験から学ぶことができるようになりま
す。
研究所はこれからも、国際会議、ウィークロング上級研修、一般向けのフォーカシング研究所サマ
ースクールといった主だった宿泊型プログラムの提供を続けていきます。これらのプログラムを、ニ
ューヨークや合衆国以外の地で、地域のグループと合同でおこなうことも増えるでしょう。同時に私
たちは、ジーンの暗黙の哲学(Philosophy of the Implicit)を広めていくという重要な仕事も、ジェンドリ
ン・オンライン・ライブラリーや専門家のフォーラム、出版プログラムを通じて続けていきます。フ
ォーカシング指向心理療法やシンキング・アット・ジ・エッジ（TAE）といった、ジーンとメアリー
から受け継いだものの他の側面を保持し広めていくことも、重要な活動領域となるでしょう。私たち
はフォーカシングの有効性を確証する新しい科学的研究をサポートし、教育の領域でもフォーカシン
グの存在感を育てていきます。
過去数十年にわたるメアリーの導きのもと、研究所は社会的活動に強くコミットして、エルサルバ
ドルやガザ地区でのプロジェクトのように、戦争に引き裂かれている地域や経済的に発展途上の地域
で困難に置かれているコミュニティに奉仕してきました。私たちはこのコミットメントを継続し、ま
た拡大していきます。
結論を言えば、フォーカシング研究所は健在ですし、わくわくする新しいチャレンジに取り組む用
意ができています。研究所がこれらの新しい取り組みに主体的関与できるよう、この年の瀬に、皆さ
んが寛大な寄付で支えてくださるよう強くお願いいたします。私たちの収入はこの移行の２年の間、
研究所の未来が不確かな中で、何度か打撃に見舞われました。私たちの戦略的計画には、研究所の「ビ
ジネスモデル」を明確にすることが含まれています。つまり研究所が、メンバーシップ会費、プログ
ラムの受講料、製品の売り上げ、助成金、寄付やその他の財源のあるべき組み合わせによって、どの
ように資金を伸ばすかということです。今まさに私たちは、これらすべての取り組みにエンジンをか
けるため、あなたの助けを本当に必要としています。フォーカシングは、40 年以上にわたる堅実でゆ
っくりとした成長を経て、より目覚ましく拡張し多文化的な本流の流れへと発展する準備ができてい
ます。しかしそのためには多くのものが必要です。この勇気ある、心のこもった、そしてきわめて重
要な取り組みに、どうか手を貸してください。

FOLIO 2016 Potpourri, Part 2
フォリオ 2016 ポプリ（寄せ集め）第二部
二部構成のポプリの第二巻を公刊することをうれしく思っていま
す。
ここには様々な刺激的な記事やアート作品が掲載されています。
フェルトセンスへの感謝の手紙（本当にそうなんです！）から，ホ
リスティックな癒しとフォーカシング実践との統合，そして，著者
の 70 歳の誕生日から始まった国を歩いて横断する冒険の中で体験
されたプロセスモデルとのおもしろい統合まで，多岐にわたるもの
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です。
この号はきっと皆さんに楽しんでいただけると思いますし，どこにでも持って行きたいと思われる
ことでしょう。今では，通常の並装丁のフォリオという形でも，Kindle 版でも手に入れることができ
ます。Kindle 版ではいつも FOLIO を持ち歩けます。フォーカサー仲間たちの考えや学びや知恵を楽し
んでください。そして皆がどんなことを話しているのか読みましょう。
注文はここから

Meet a member of the International Leadership Council
国際リーダーシップ評議会(ILC)のメンバーを紹介します
---ルース・ハーシュは ILC のメンバーです。エルサレム(イスラ
エル)在住です。
こんにちは，読者のみなさま
フォーカシングは、それまで想像もしなかったやり方で私の人
生を変えてくれた、と言っても過言ではありません。しかもそれ
は、はじめてフォーカシングをガイドしてもらったごく短時間(5
分間!)の経験によってでした。フォーカシングを通して、私は命
と活力を取り戻すことができたのです。
私が最初にフォーカシングを学んだのはアン・ワイザー・コーネルからでした。そして 1995 年にシ
カゴで、ジャネット・クライン、メアリー・マクガイア、ジーン・ジェンドリンの指導で行われた、
最後の資格認定ウィークロング・グループに参加しました。リバ・バーンシュタインからの指導を受
けながら約 13 年間フォーカシングを教えた後、2007 年に認定コーディネーターになりました。あり
がたいことに、はじめてフォーカシングに出会ってからの 22 年の間に、私は世界中のたくさんのフ
ォーカシング・トレーナーや実践家などから学ばせてもらってきました。
私の教育や個別セッションの本質は，25 年以上にわたって癒しと成長に関わるものです。フォーカ
シングに加えて、社会福祉と公共衛生の博士号、さらにヨガ、マッサージ、指圧の資格も取得してい
ます。また、異なる文化圏の人々と共に活動する機会があったことも幸運なことでした。私はアメリ
カの北東部で育ち、スコットランドの大学で学び、西アフリカの国ニジェールの田舎で母子のための
クリニックを開設し運営しました。ワシントン DC と北カリフォルニアにも住み仕事をした後，2002
年からはイスラエルのエルサレムで生活しています。
これを読んでいる方のほとんどは賛同してもらえると思いますが、フォーカシングはおどろくべき
プロセスであり、いのちへアプローチです。私が最初にフォーカシングを学ぼうと思った動機は個人
的な目的(特に、私の中の、きわめて厳しい内なる批評家 をなだめ、あわよくば変容させること)でし
たが、すぐに私は、フォーカシングがクライアントやその他の人々にも役立つ助けになるということ
に気づきました。そこで、私は公認トレーナーになろうと決意したのです。
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20 年以上にわたり、私の専門は，フォーカシングとボディ・ワークを統合することでした。また後
には、フォーカシングを使って、スピリチュアルな意識や実践をより深めることにも取り組んできま
した。特にユダヤ教の祝祭日や祝祭月にフォーカシングを行ってきました。最近は、クライアントや
フォーカシングを学ぶ人たちの多くが、「内なる批評家」の一つ以上の現れに苦しめられているのを
見てきて、この課題にフォーカシングを使って取り組む新たなアプローチを調査・開発しています。
今では世界中に、多くの、実に多くの、フォーカシングを教える人々がいます。1400 人以上の公認
トレーナーがフォーカシング研究所(TFI)のウェブサイトには登録されていますし，間違いなくそれ以
上の多くの人々が世界中でフォーカシングを教えています。私は ILC の一員となったことで私の関心
は，TFI の短期および長期の計画や新しいアイディアを創出に関わるものになりました。私は架け橋
となって，ILC に参加していない他のフォーカサーたちやトレーナーたちや認定コーディネーターた
ちの声を反映させるサポートをしたいと思っています。また，TFI のアウトリーチや支援やプログラ
ムという点でも，安定性と透明性や幅を拡大するためのサポートもしたいと思っています。
TFI の移行期に当たって、 私は ILC の議長を務め、理事会と ILC 共同の戦略計画委員会に参加し、
ILC と理事会の連携係も努めています。そして、多くのフォーカシングに関わる人々と働くことがで
き、フォーカサーと、これからフォーカサーになる人々のサポートができることに感謝しています。
謹んで
ルース

Focusing Conversation ---Hosted by Serge Prengel
フォーカシングの対話---サージ・プレンジェルが聴く
2015 年 12 月
ピーター・キャンベル牧師

Podcast をお聞きください

12 月のフォーカシングの対話では，サージ・プレンジェルがピーター・
キャンベル牧師にバイオ・スピリチュアリティについての話をしていま
す。
この対話は，サージ・プレンジェルによる「対話」シリーズの一部です。

Celebrating two leading lights of Focusing in South America: Elena Fressa and Edgardo
Riveros Aedo
南米のフォーカシングを導く二つの光を祝福する: エレナ・フリーザとエドガード・リベロス・アエ
ド
11 月 14 日ブエノスアイレスで一日通ワークショップが行なわれ、多くの熱心なフォーカサーたち
がアルゼンチン中から集まりました。その中心は、アルゼンチンで最初のコーディネーターであるエ
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レナ・フレザでした。彼女が午前中に “ フォーカシング: 傾聴のめざましい進歩 ” と題した話を
しました。チリのエドガルド・リベロスも “ プロセスモデル: 基礎的諸概念 ” と題した話をしま
した。この計画が始まった時すでにエレナは，それが 1990 年にアルゼンチンにフォーカシングをもた
らした時からの 25 年記念だということに気づいていました。つまりこの日は本当に特別なお祝いだっ
たのです。この祝福の雰囲気をさらに増したのがエドガルド・リベロス・アエドの存在です。彼は
"Focusing desde el corazón y hacia el corazón"（フォーカシング：心の中から，心の中へ）を出版

したばかりでした。航空マイルの寄付をもらったおかげで，キャサリン・トルペイもアルゼンチンに
行き，1 日ワークショップに出席し、スペイン語で短いプレゼンテーションを行いました（キャサリ
ンのスペイン語がおぼつかない時、聴衆の皆さんからのたくさんの親切な助けを受けながらです
が！）。
その後，エドガルドとキャサリンは新刊の公式発表イベントのためにチリの首都サンディエゴに向
かいました。それは Fundación para el Desafío（チャレンジ支援財団）で溢れんばかりの人々を前に
した美しい場所で行われました。アルゼンチンでもチリでも，エドガルドとキャサリンは、ラテンア
メリカで，毎年スペイン語を話すフォーカシングの講師が集まって一週間の学習を行う、 Escuela
Continental de Focusing（フォーカシング大陸学校）と呼ばれるわくわくする新企画の開始を発表し

ました。この企画の目的は、ニューヨークのフォーカシング研究所とともに密接な相互関係を持って、
フォーカシングや暗黙の哲学の教育や普及活動に協力して取り組むことを通して、国際的コミュニテ
ィに寄与することです。フォーカシング大陸学校という国際的集会第１回がいつどこで開催されるか
については，今後の情報に乞うご期待！

New memoir by Ifat Ecsktein as part of the "What Sutains Me" project
「私を支えるもの」企画の一部としてのイファット・エスクタインの新しい回顧録
「私を支えるもの」の一章としてイファット・エスクタインの
「居心地のよさ」が出版され，無料でダウンロードできます。
「私を支えるもの」は共著で，一章ずつ別の著者により個人的
で体験的なやり方で著されたものです。各章はそれぞれ準備がで
き次第出版されています。この本の主題は「体験的探求」あるい
は「スピリチュアルな探求」とでも言うべきものです。焦点は，
個人的な体験を記述することにあります。通常このような体験を
記述するのに用いられる哲学的あるいは宗教的な用語とは対極の
ものです。
イファット・エスクタインはフォーカシング指向のセラピストとして夫婦や家族のセラピストとし
て 20 年以上の経験を持っています。
イファットは「この章を書くことは，私の人生を支えているもの，私に平和と意味の感覚を与えて
いるものは何だろうという非常に単純ながら深い問いかけから始まりました」と言います。「そこか
ら私は，自分の深い本質と所属感，この宇宙の中での居心地のよさの感覚と再びつながるプロセスを
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記述していったのです。それは個人的な話ではありますが，私たちすべての普遍的な旅の表現でもあ
ると私は感じています。分かち合うことを通して，個人個人の糸が，多くのレベルや層や連続性を明
らかにし，それらがお互いに有機的な網の中で出会い交差している様子も明らかにしていきたいと思
っています。」
物語は以下のように始まります。
数年前，私はフォーカシング指向心理療法とスピリチュアリティについてのワークショップをセラ
ピスト向けの専門的会議で行うよう招聘されました。その日の朝，私はワークショップを行う会場を
見に行きました。緑の色合いに満ちた美しい部屋に入ると，外の木々が映って広がりのある空間を作
りだしていました。私はまわりを見回して，そこにあるエネルギーを吸収しようとしました。そのと
き，目の前の壁に、木でできたインディアンの酋長のお面が掛かっているのが見えました。頭には羽
でできた飾りをつけており，荘厳ながらやさしい顔でした。私は自分の内側で奥深くで何かが動くの
を感じました。・・・
さらに読みたい方は，無料の PDF をここからダウンロードしてください。

A Tribute to Zack Boukydis
ザック・ブーキディスに寄せて
フォーカサーのみなさま
悲しいことに、私たちは長年の仲間を一人喪いました。ザック
・ブーキディスが、長い闘病を経て、2015 年 10 月 10 日、亡く
なりました。
心理学で博士号を得た後、ザックは乳児の専門家になりました。
彼は病院内の新生児集中治療室に家族中心のケアを導入し、未熟
児とその母親の支援に当たるとともに、乳児に関わる専門職の人たちと仕事をしてきました。
ザックのことをご存じなく彼がどんな人か知りたいという方や，彼の仕事をもっと知りたい方は、
彼が今年、自身の「病院における両親との緊密なコラボレーション」に関するプログラムについて自
ら語ったものがあります(画面をスクロールしてザックのプレゼンテーションを選択してください)。
彼は，自分の仕事の本質を同僚が語った言葉を引用しています。「赤ちゃんに耳を傾ければ，他のこ
とすべてはそこから生まれる。」彼の著書「周産期における両親と幼児との協同コンサルテーション

Collaborative Consultation with Parents & Infants in the Perinatal Period 」は、フォーカシング研
究所のブックストアで購入可能です。
ザックはハンガリーに住み仕事をしていました。そして彼の妻ローラ・バヴァリクスと 2 人の娘ア
ンナ・ブーキディスによって看取られました。
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ザックのやさしい物腰と、フォーカシングを乳児とその母親に導入するという革新的業績に、私は
非常に感銘を受けました。それは私に限られません。ここで、訃報に接した他の人々から寄せられた
反応からの抜粋を紹介します。そこから、ザックの仕事の重要性や，彼がこれほど多くの人に与えた
個人的な影響がいくらか伝わることと思います。
ザックは
とてもやさしい人であり、素晴らしい専門家でした。
乳児と母親との仕事に大きな貢献をしました。
温かく、やさしく、慈悲深い人でした…
彼のことは 35 年にわたり知っています。…そしてずっと，彼の知性ややさしさや人間性や，家族や
友人やジーン―長く親しい交流を続けていました―への愛情には敬服していました。
研究者として、著作者として、先駆者として、この分野で非常に多くの重要な貢献をしてきました。
そして、一貫してフォーカシングを仕事に取り入れ続けました。
彼のすばらしい性質がたくさんの友人を惹きつけました。多くの人が彼を喪ったことを悲しみさび
しく思います。
私は彼を，感受性豊かで誠実な専門的貢献の点でも深い人間性の点でも敬服しています。
彼という存在の魅力と力に改めて思いを馳せています…彼の仕事は、理論的にも臨床的にも大きな
変化と深い統合をもたらすものです。私は，彼の仕事が世界に影響を与え続けることを願っています。
彼の存在は、開放的で、気さくで、知的で、魂にも開かれた人でした。
光でした―静かでおもしろく暖かく，気品のある存在でした。彼からはそのようなすばらしいあり
方が伝わってきました。賢く，思いやりがあり，心のこもった人でした。
とても熱心に支えてくれて、私をすぐに元気にしてくれました。
才気あふれ、暖かく、思いやりのある人でした。
彼の特別なやさしさは、自分のいる状況のすべてを変えることができました。彼が体現し私たち全
員に与えてくれていたその特別な雰囲気は忘れられません。
私はいつも、彼の分野のパイオニアのそばにいられることを誇りに感じていました。
私たちがザックの仲間であったことは光栄でした。そのことははっきり言えます。フォーカシング
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をもっとも幼い時期，地上でもっともやさしい瞬間から人に伝えるお手伝いができたのですから。あ
りがとう，愛しいザック。
ローラ、アンナ、そしてザックを知りザックを愛した全ての人の悲しみと共に。
ジム・アイバーグ

Jim Iberg

Becoming a Member

メンバーになる

フォーカシング研究所のメンバー になると，国際的フォーカシング・コミュニティとつながり，そ
の動向を知ることができます。研究所は，人々がフォーカシングを様々なやり方で生活や仕事に統合
していくことを助けることとフォーカシングやフォーカシング教育が盛んになり進化し続けることを
見守ることを目的とする支援的な基盤です。
今までの蓄積を整理してまとめておくことで，人々がそれにアクセスできるようにしています。暗
黙の哲学に関する哲学的コミュニティの活性化を支援しています。フォーカシング研究を促し続けて
います。50 年間に及ぶ絶え間ない発展プロセスからここまで来ました。
フォーカシングを人々に伝えるためには，多くのレベルでの普及活動が必要です。宣伝，資料の保
管，フォーカシングを学校や医療や教会や産業他の領域に伝えることなどです。フォーカシングをこ
れらの領域に紹介するために，お互いに知り合うとよいだろうという人々を世界中で結びつけていま
す。メンバーになることは，このような私たちの取り組みを支援する方法の一つです。そして，私た
ちは非営利団体ですので，皆さんの寄付は非課税となります。
国際的なコミュニティである私たちにとってそれぞれのメンバーは特別です。皆さんが私たちがと
もに行っているこのような仕事を大事に思って，あなたの生きるエネルギーのいくらかを注いでくだ
さることを深く感謝します。それは，教育であったり，個人的成長であったり，企画運営であったり，
お金やその他の方法であるかもしれません。
詳しくはこちらより

Help Make Focusing Findable ---Support The
Focusing Institute
フォーカシングを見つけやすくするために---フォ
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ーカシング研究所をご支援ください
フォーカシング研究所は世界中でフォーカシングが見つけやすいものになることに専心していま
す。フォーカシング研究所への歳末寄付をお願いいたします。
この夏と秋には，何百万人もの難民が祖国を離れました。過酷な物理的心理的状況から逃げ出さざ
るを得なかったのです。彼らには食べ物や避難所が必要です。そして，大量の人々を貧困と抑圧に追
いやる権力構造を変化させることが必要です。
このような苦しみの中には，身体的健康や安全の必要に加えて様々なニーズがあります。大きな喪
失や剥奪に苦しんでいる時私たちは，自分が体験していることの意味を見いだす必要や非人間的環境
の中で人間的であり続ける必要などの深いニーズもあるのです。
フォーカシングはお腹が満たされた後にもまだある飢えを満たしてくれます
フォーカシング・コミュニティの中でも私たちは 今年大きな喪失を体験しました。メアリー・ヘン
ドリックス・ジェンドリンの逝去です。彼女の告別式で私たちは，若い頃の彼女の映像を見ました。
そこで彼女は「フォーカシングは誰かのものではありません。誰のものでもあるのです」ということ
を忘れないようにと語っていました。彼女は言います。研究所は，私たちが愛してやまないこのプロ
セス，すべての人にとって無料で，人生を豊かにする，人によっては命を救ってくれるものであるこ
のプロセスが，すべての場所で人々に見つけられるために存在しているのです。
どうか，すべての人々にフォーカシングが見つけられるものになるようご支援ください。

Pause for Peace
平和のための小休止
メアリーの功績を称えて，この夏私たちは，平和のための小休止 Pause for Peace というプログラム
を開始しました。これは，フォーカシングを誰にでも学びうるものにすることを私たちが組織をあげ
て取り組んでいることを示す取り組みです。Pause for Peace というバナーの元に私たちは現在，二つ
の定着した社会的介入と協働しています。
パレスチナ・トラウマ・センターは，ガザで行われてきたすばらしい仕事を拡大したものです。
そこでのフォーカシングの成功は，難民や他の形での困難に苦しむアラビア語圏の人々に採用さ
れています。
エル サ ル バ ドル は ， 世 界一 の 殺 人 率と 暴 力 団 暴力 に 苦 し む国 で す が ，そ こ での Nuevos
Rumbos(新しい方向）の仕事を支援しています。Nuevos Rumbos はエルサルバドルで 8 年間，平
和の文化を育てるための活動を続けています。
皆さんの寄付によって私たちは世界を助ける活動を行うことができます
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私たちは，フォーカシングという，自然に共感をもたらすプロセスが紛争に苦しむ地域で本当に役
立つと信じています。前進するための正しい道をそっとやさしく感じ取ることで，共感を呼び起こし
つつ，正義への叫びも無視しないでいることができます。この愛にあふれた，真実を語るプロセスな
しには，敵に見えるものへの怒りの反応に行き詰まったり，無力感を感じて絶望してしまいます。フ
ォーカシングによってはじめて，不可能としか見えなかった前向きの道を見つけることができるので
す。
平和のための小休止プログラムは，研究所で行っているすべての中でもわくわくする部分です。継
続的に移行期である今，フォーカシング教師たちにより多くの資料を提供したり，新しいフォーカサ
ーたちや昔からのフォーカサーたちが学びつながる機会をさらに提供するために，新しい方法を見つ
け出しています。皆さんからの継続的なご支援をお願いいたします。それによって，フォーカシング
が社会のすべてのレベルの，すべての背景の，すべての状況の，人々に見つけ出してもらえるように
なるのです。
みなさんのおかげで，フォーカシングをもっとも必要としている人たちが世界的なフォーカシング
・コミュニティに参加できるようになってきています。
いつもながら，皆さんがフォーカシング研究所のためにしてくださっているすべての貢献に，そし
て，フォーカシングの力をすべての人たちに伝えることを助けてくださっていることに，深く感謝し
ています。皆さんのお力なくしては私たちはその仕事をすることはできません。
ここをクリックして今日寄付をくださいますようお願いします。
皆さんの新年が穏やかで喜びに満ちたものでありますように。
敬具
キャサリン・トルピー

フォーカシング研究所長

Save The Date: August 21-27,2016
日程を確保しておきましょう。2016 年 8 月 21-27 日
FISS はカリフォルニア州ジョシュア・ツリーで開催されます
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フォーカシング研究所サマースクール（FISS）では，毎朝，国際的に尊敬されているフォーカシン
グ教師の一人から学び，午後はいろいろな種類のクラスを日替わりで体験できます。
カリフォルニア州のジョシュア・ツリー・リトリート・センター（フランク・ロイド・ライトのデ
ザインです）でご一緒しましょう。砂漠地帯ですので，昼は乾燥して暑く，夜は乾燥して涼しい気候
です。すべての部屋に空調があり，敷地内に水泳プールがあります。
そこでお会いできるのを楽しみにしています。
どうぞご一緒しましょう。
初心者も熟練フォーカサーも歓迎です。

Awards and CEertifications
賞と資格認定
世界パーソンセンタードと体験的心理療法学会(WAPCEP)が 2016 年 7 月 20-24 日にニューヨークで
開催されますが，そこでジーン・ジェンドリンに生涯業績賞を授与して栄誉を称えることになってい
ます。申し込み情報は夏にはhttp://www.nypcrc.org/pce2016.htmlで入手可能です。
アメリカ合衆国身体的心理療法学会の理事会も，2016 年 7 月 21-23 日にロードアイランド州プロバ
ンスで開かれる大会でジェンドリンに「生涯業績賞」で表彰したいと考えているようです。これはこ
の学会で最高位の名誉であり，彼らのことばによれば，ジェンドリンを「この領域で真に顕著な貢献
をした」人物として認めているのです。ジーン，おめでとうございます。こちらの賞もあなたの貢献
にふさわしいものです。

From the TFI Office
TFI の事務局より
祝日のお休み

楽しい祝日を

フォーカシング研究所事務局は 12 月 24 日から休みに入り 2016 年 1 月 5 日に再開します。
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Translation and Interpretation
翻訳と通訳
私たちにとってできるだけ多くのコミュニケーションをできるだけ多くの言語にしていくことが重
要です。もし，みなさんが英語の素材を母国語に翻訳したいというお気持ちをお持ちでしたら ，
info@focusing.orgにご連絡ください。そして，ご自分の母国語と，この重要な課題にどのくらいの時
間をボランティアとして提供できるかをお知らせください。
またサマースクール(FISS)や上級認定ウィークロングなどのイベントで（話しことばの）通訳を提
供できることも私たちにとっては重要なことです。通訳を必要とする人が 4 人以上参加している場合
には，私たちが通訳のための経費をまかないます。通訳として働いてもいいという方，あるいは上手
に通訳をしてくれそうな人をご存じな方は私たちにご連絡ください。

Air Miles
航空マイル
私たちはとても国際的な組織です。そして私たちが一同に会することができる機会は非常に貴重で
す。しかし，しばしば，私たちのコミュニティのメンバーたちは，フォーカシング研究所のイベント
に出席できないのです。それは，イベントの費用だけでなく，非常に高い航空運賃のためです。もし
皆さんの航空マイルが貯まっていてそれを寄付してもいいとお思いでしたら，ご連絡ください。皆さ
んの航空マイルは，理事会や国際リーダーシップ評議会のメンバーがお互い顔を合わせての会合に参
加したり，認定を受ける人たちがウィークロングに参加したり，フォーカサーたちが FISS(フォーカ
シング研究所サマースクール)に参加したりするために使われます。誰かにこのような有意義なつなが
りを持つ機会を提供するためにご協力をお願いします。

Upcoming Conferences, Retreats and Workshops
これから行われる会議やリトリートやワークショップ
シャーロット・ハワース，認定臨床ソーシャルワーカー
フォーカシング入門レベル１ 2016 年 1 月 9 日 10 日に行われる 2 日間の相互作用的オンライン講座
フォーカシング入門レベル 2

2016 年 2 月 6 日 7 日に行われる 2 日間の相互作用的オンライン講座

メンタルヘルス専門職のための 2 年間のオンラインによる相互作用的フォーカシング認定プログラム
国際的なゲスト教師を迎えて。2016 年 3 月開始。
ルース・ハーシュ，医療ソーシャルワーカー，公衆衛生修士，CMP
フォーカシング基礎：8 週間の相互作用的オンラインコース
初心者フォーカサーのためのコース，2016 年 1 月 13 日開始。残り 2 席のみ。
上級フォーカシング訓練

----中級レベルの 8 週間の相互作用的オンライン・コース，2016 年 3 月 16

日開始。
瞑想実践としてのフォーカシング
相互作用的オンライン講座。料金は自分が支払える額で。世話役はデヴィッド・ローム。2016 年 1 月

- 18 -

24 日開始。
フォーカシングを使ってビジネスを成功させる
サリー・タドモアとのライブ・相互作用敵オンライン講座。2 部構成。2 月 1 日開始，あるいは 2 月 4
日開始。
第 27 回国際フォーカシング会議
第 27 回国際フォーカシング会議 2016 年は，英国の古く美しい大学町ケンブリッジで開催されます。
日程は 2016 年 7 月 20 日（水）から 24 日（日）。コーディネーター会議は 7 月 19 日（火）から開催
されます。
フォーカシング研究所サマースクール
日程を確保しておいてください。2016 年 8 月 21-27 日，カリフォルニア州のジョシュア・ツリー・リ
トリート・センター（フランク・ロイド・ライトのデザインです）でご一緒しましょう。砂漠地帯で
すので，昼は乾燥して暑く，夜は乾燥して涼しい気候です。すべての部屋に空調があり，敷地内に水
泳プールがあります。
上級および認定フォーカシング・ウィークロング
2016 年 10 月 1- 7 日。ニューヨーク州ガリソン・インスティチュート。
第 4 回フォーカシング指向心理療法国際会議
2017 年 6 月 22-25 日。ニューヨーク州ガリソン・インスティチュート。その前にコーディネーター会
議が行われる予定。
Resources
資料
2015 年 12 月

新着ビデオ：つながりと交差：上級および認定フォーカシング・ウィークロング 2015

2015 年 12 月

2015 年 12 月

12 月の対話はピーター・キャンベルとのものです。これはサージ・プ

レ ン ゲ ル に よ る 「 対 話 」 シ リ ー ズ の 一 貫 で す 。 Felt Community か ら ， あ る い は ，
www.focusing.org/conversations.からアクセスできます。
2015 年 12 月

フォーカシング研究所理事会議事録 2015 年 6 月から 11 月まで

2015 年 11 月

チェインジズ・グループ：コミュニティで安全な同伴者となる

スザンヌ・ノエル，

教養学士，CFT, CFC
2015 年 10 月

2015 年 10 月

10 月の対話はロザ・ズビンザレタとのものです。これはサージ・プレ

ン ゲ ル に よ る 「 対 話 」 シ リ ー ズ の 一 貫 で す 。 Felt Community か ら ， あ る い は ，
www.focusing.org/conversations.からアクセスできます。ロザ・ズビンザレタとサージ・プレンゲルは，

- 19 -

フォーカサーたちのために無料の「葛藤場面でのリスニング」についてのワークショップを提供して
います。

Like Us on Facebook
Facebook でいいね！を押してください。
Facebook で日々新しいフォーカシング研究所のページをご覧ください。

Join our Discussion Lists!
ディスカッション・リストにご参加ください。
TFI は，フォーカシングに関するいくつかの E メールでのディスカッション・リストを運営してい
ます。皆さんのご参加を歓迎します。私たちのリストに参加するにはここをクリックしてください。
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