柿谷正期

Kakitani Masaki,

TCCC Advocate
“ここには希望があります。”

"You can find hope here."

Individual
counseling
sessions
suggest a 2,000 yen donation, and
support group sessions are 500 yen.
Why so low? Because we don’t think
if you are struggling, you should
have to pay much- even for excellent
help.

YOU CAN!
Get Ready For A Better Day!
微笑んでいる自分が待っている

Things can get better! You can be
happy again. You can enjoy life even
more than before. Why not start
today.
そのため、個人カウンセリングは、１
セッション2000円程度の寄付をお願い
しています。サポートグループは１回
500円です。葛藤しているあなたの負担

上遠文恵

Kamitoh Fumie, M.C.

TCCC Trainer
“つらい気持ちのとき、TCCCには耳を傾けてくれ
るヘルパーがいます。”
“In tough times, TCCC helpers will listen.”

を経済面で少しでも軽くし、助けになれ
ばと願っています。
生活は、変わります。幸せを感じること
が出来ます。以前にも増して、人生をエ
ンジョイすることが可能です。さあ、今
日から始めましょう！
Sessions held at
ICCS 6-16 Enoki Cho Tokorozawa
インタナショナルコミュニティチャペル埼玉
所沢市榎町 6-16

Rev. Dr. Andy Meeko, アンディ美湖
TCCC Director
“気づき”あるいは“奇跡”が必要？それが可能です。”
“Maybe you just need a tune-up or maybe a
miracle. It can happen.”

Contact us at

tcccjapan@gmail.com
Or visit

www.newdaytoday.net/tccc

所沢コミュニティケアセンター
うつケアと予防のために

Tokorozawa Community Care Center
Dedicated to Depression Care and Prevention

Wouldn’t you like to laugh again?
Have energy to tackle life?
Rediscover your dream?
Now and then, everybody needs a helping hand
so why not reach out and take ours?

昔のように笑いたいと思わない？
Do you feel continually tired. Lack
energy and motivation. Cant sleep
or sleep too much. Have you been
sad for a long time. Do you feel like
giving up?
Too many people do but then do
little about it. Many of them end up
with depression, chronic fatigue,
and
anxiety
problems.
And
sometimes they get stuck there
even for years.

!
!

生き生きしたエネルギーをもって... ワクワクした夢を追って...
誰だって時には助けが必要。手を伸ばして、助けを受けとってみませんか？
TCCCはあなたのためにあります。経験
を積んだ相談者と訓練されたボランティ
アは、あなたがもう一度人生をエンジョ
イすることができるために手助けをする
ことが出来ます。

ずーと疲れていると感じていますか？エ
ネルギーもやる気もないと。眠れない、

活を見いだすことが出来るため、カウン

悲しい気持ちが長く続いて、なにもかも

セリングやサポートグループを提供しま

投げ出したい気分ですか？

何もしていない。それでいつのまにか、
うつや慢性疲労、様々な問題を引き起こ
してしまう。そして時には、何年も回復
できないでいるのです。

Our costs are especially low because
we
operate
with
big
hearted
volunteers who are donating their
time to make a difference in their
community.
TCCCは、あなたがバランスのとれた生

又は起き上がれないと悩んでいますか？

多くの人がそう感じていても、ほとんど

We offer individual sessions as well as
ongoing support groups where you
can begin to discover and find
balance.

す。

Isn’t it time you did do something
about it? TCCC is here for you. We
have experienced helpers and trained
volunteers who can help you get back
to enjoying life.

TCCCは、地域に貢献したいと願う広い
心のボランティアの協力で運営していま
すので、最低限の費用で賄っています。

