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「三重いのちの電話の一員として」

認定特定非営利活動法人 三重いのちの電話協会 No.53/2017/12/１   

ひとりで悩まないで、こころの苦しみを、お話しください。

自殺予防 三重いのちの電話

相談電話 ０５９－２２１－２５２５ 相談時間 毎日18時～23時

ナビダイヤル ０５７０－７８３－５５６ 毎日10時～22時

フリーダイヤル ０１２０ － ７８３- ５ ５ ６ 毎月10日8時～11日8時

　

　

三重いのちの電話協会　研修委員長

山　下　　 満
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　神奈川県座間市における死体遺棄事件は「いのちの電話」に関わっている者の一人としても
たいへん衝撃を受けました。９人もの人が殺害され遺棄されたというだけでも耳を疑う事態です
が、私がショックだったのは被害に遭った若い世代の人たちがツイッターによって「死にたい」な
どと呟き、それが悪用されてのことだったらしいということです。詳しいことはわかりません。しか
し、まさか命を奪われるとは思ってもみなかっただろう彼女らの心根を思うと、やるせない気持ち
でいっぱいです。
　彼女らが自殺予防を目的としている「いのちの電話」の存在を知っていたのかどうか、利用し
たことがあったのかどうかは知る由もありません。ただ、もし相応のつながりがあったならば事
件とは違った展開になった可能性があります。そして、少なくとも最悪の事態だけは防ぐことが
できたことも考えられます。ともあれ、事件は自殺防止に取り組んでいる多くの機関や団体等に
衝撃を与えるとともに、新たな課題を投げかけたように思えてなりません。
　今はただ犠牲となった人たちの冥福を祈るよりほかありませんが、その死を無駄にしないため
にも一層の研鑽を積んでいのちの電話の対応に努めるとともに、命を大切にしてほしい旨を繰
り返し訴えていきたいと思います。
　ところで最近、事件とも関連し、いのちの電話の現状や活動の一端が新聞紙上等で取り上げ
られています。その中では、全国いずれのいのちの電話でも相談が殺到し、対応が追いつかな
い状況にあるという内容が目立っています。三重いのちの電話も例外ではありません。
　「死んでしまいたい」など自殺の危機を感じさせるような深刻な相談から仕事上の悩み、職場
や家族間における人間関係の不調、病気や老後の不安等々まで内容は様々ですが、電話を置
いたとたんに次の電話がかかるといった状態が当たり前になっています。したがって、相談員（
一定の養成研修を終えたボランティア）に過重な負担が掛かっていることは言うまでもありませ
ん。現在、約50名の相談員が交代で月々600件前後の相談に応じていますが、余裕を持って対
応するにはさらに多くの相談員が必要です。自分も悩みを抱えた人の役に立ちたい等と思って
いる人が一人でも多く相談員を志してくれるとありがたいです。
　それはさておき、研修委員会を預かる立場としては相談員の健康が気になります。とりわけ、
燃え尽きてしまったり、種々の重圧に押しつぶされたりすることのないよう留意してほしいもので
す。困った時には相談員同士で悩みを分かち合ったり、スーパーバイザーに相談したりするな
どして解消を図っていただきたいと思います。何はともあれ、いのちの電話の核である相談員が
健康でなければ使命や目的を果たすこともできません。相談員であるあなたが悩み苦しむ人に
耳を傾け同伴しようとするように、私たちは互いに支え合い自ら選んだ道をいっしょに歩いて行
きたいものだと思っています。
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三重いのちの電話近況･活動報告

◆三重県犯罪被害者支援連絡協議会会議
平成 29 年 9 月 25 日（月）13：30 ～ 16：00　於・県合同ビル
・犯罪被害者遺族（鷲見　三重子氏）による講演
・各協議会員から実施可能な支援内容の説明
・各協議会員からの連絡事項　　　　理事１名出席

◆京都　研修担当者「エリア研修会」
平成 29 年 11 月 26 日（日）　於・京都いのちの電話　研修室
・研修「ふくしま寄り添い FD」　実施の背景と趣旨について
・被災地、避難者の実情について
・「ふくしま寄り添い FD」受信マニュアルについて
・意見交換会　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　（研修担当者 3 名参加）

◆津ロータリーにて卓話
平成 29 年 6 月 21 日（水）　於・津都ホテル

「いのちの電話」について卓話　　　　　古庄副理事長

◆三重県自殺対策推進部会第１回部会
　平成 29 年 8 月 3 日（木）　於・県津庁舎　
　　　　　　　　　　　　　　　　雲井理事長出席

◆松阪市幸地区及び中央地区
　民生委員児童委員協議会研修会にて講話　
平成 29 年 8 月 31 日（木）　於・松阪市第一公民館　
・「いのちの電話」について」
　　　　　　　　　　 （古庄副理事長、理事３名出席）

◆いのち支える地域自殺対策トップセミナー
平成 29 年 7 月 4 日（火）　13：30 ～ 16：30

　於・三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」
　　　多目的ホール　
・基調講演：「誰も自殺に追い込まれることのない“ 生
　　　　　　き心地の良い三重 ”をめざして」
・講師：NPO 法人自殺対策支援センターライフリンク
　　　  代表　清水　康之氏
・各論講演：「自殺対策の最新動向」　　
・講師：厚生労働省社会･援護局総務課長　藤原　朋子氏
　　   ：その他
　　　　　　　　　　　　（雲井理事長、他２名出席）

◆第 10 期生ボランティア電話相談員養成講座
・平成 29 年 9 月 23 日　13 名の受講生が第２課程終了
・平成 29 年 9 月 30 日　13 名の方に修了証書授与　
・長ーい養成講座と多々の研修本当にお疲れさまでした。
・来年 2 月の認定式に向けもう一息頑張ってくださいね！

◆三重県自殺対策推進部会第２回部会
平成 29 年 10 月 5 日（木）　於・県勤労者福祉会館　　
　　　　　　　　　　　　　　   　　雲井理事長出席

◆津北ロータリー卓話
平成 29 年 6 月 22 日（木）　於・富士ゼロックス三重㈱

「いのちの電話」について卓話　　　　鈴木顧問　　　
　・寄付金 50,000 円を賜りました。
　・感謝御礼申し上げます

◆フレンテまつり参加      
日時：平成 29 年 7 月 2 日（日）　10：00 ～ 15：30

場所：三重県男女共同参画センター内
情報コーナー・知識の広場：（パネル展示＆フリーマーケット）

（三つ折パンフレットを配布・自殺予防啓発活動を行いました）
☆皆さまのご協力のお陰で無事に「フレンテまつり」
　　を終えることが出来ました。
・売上げ収益金は 60,123 円・募金箱 1,818 円感謝御礼申し
　上げます。（売上げ収益金、募金は電話
　相談活動の貴重な資金として協会へ）  　
＊ご協力いただきました皆々様、
　本当に有難うございました。

◆名刺型啓発カード、県教委と県私学協会に
　　配布依頼 ・（高校一年生に全員配布）
　平成 29 年 7 月 21 日（金）　（18,000 枚）

◆自殺予防週間　駅前啓発活動
平成 29 年 9 月 8 日（金） 7：20 ～ 8：30　　
自殺予防週間・三重県健康福祉部医療対策局健康づ
くり課、松阪市役所等と協働で、津駅東口・西口・伊
勢中川駅・松阪駅で当協会から 8 名が参加をし、早朝
街頭啓発を行い自殺予防活動を実施致しました。

◆三重いのちの電話・自殺防止講演会             
日時：平成 29 年 11 月 4 日（土） 14：00 ～ 15：30

場所：三重県生涯学習センター　レセプションルーム
演題：「子どもが生きる希望を失わないために」
講師：  西田　寿美　（ひさみ）先生
　　　（NPO 法人 . ライフ・ステージ・サポートみえ理事長）
多くの方にご参加いただき有難うございました。
本当に素敵な中味の濃い講演でした。
子育て中の親御さんには是非参加
していただきたかったと思います。
次回には是非ご参加を！！

厚生労働省自殺防止対策補助事業

◆いのちの電話東海ブロック研修会
平成 29 年 11 月 25 日（土）　於・KKR ホテル名古屋
・愛知・静岡・浜松・岐阜・三重各センター
・各ｾﾝﾀｰ活動の概要報告（養成・研修・現状等）
・問題別グループ討議：事務局諸問題（財務・広報）・
　養成・研修
・各グループの発表と全体討議
　　　　　　　　　　　　（古庄副理事長、理事 2 名）

◆相談員・スーパーバイザー・役員との懇談会
平成 29 年 11 月 11 日（土）　　　　　於・ベルセ島崎
　新理事長を始め役員、スーパーバイザー、相談員と
お昼の会食が始まり、あちらこちらで雑談が賑やかに
花開いたところでクイズ、この字は（海豚）何と読むで
しょうから始まった途端みなさんの目はギラギラ！
お正月の寄せ植え苗、チューリップ
の球根等の争奪戦。久しぶりに賑や
かに、楽しく過ごした一時でした。
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☆一寸ひとやすみ
私は「ふくちゃん」と申します

・乳児期（誕生～２歳） ： 基本的信頼感の獲得⇒生まれてよかった
　人（親）を信頼するということは、自分が望んだように愛されること、
　あるいは十分な母子一体感を経験することによって育てられる。
・幼児期（２～４歳） ： 自律性の獲得⇒我慢したら良いことがある
　自分の衝動や感情を自制することと社会のルールを守ることが
　出来るようになる。
・児童期（４～７歳） ： 自発性⇒自分で試してみたい
　実験や創造のもとになる行動に関してどれくらい根気よく認めてあげられるか。
・学童期（７～１２歳） ： 勤勉性⇒やり遂げる満足感
　周囲から期待されていることを自発的にそして習慣的に実行すること。
　友達から学ぶ、友達に教えることに意義がある。
・青年期（１２～１８歳） ： 同一性⇒自分はこれでやっていこう

・大人の役割＊子どもに正直に対応する＊子どもの多面性を肯定的にとらえる＊子どもに生きる知恵を教える
　　　　　　＊子どもの可塑性と可能性を信じる＊いつも気にかけ心配してくれている人⇒そういうたくさんの
　　　　　　　大人に会えること。
・薬物治療〈できること〉　１．落ち着かせること　２．集中時間を延長させる　３. 衝動性を減らす
　　　　　　　　　　　４．攻撃的な態度を緩和させる　５. 抑うつ、不安感の軽減
　　　  〈できないこと〉１．好ましい行動を理解し増やす　２．対人関係や学習のスキルを学び実践する
　　　　　　　　　　　３．弱点を理解し悪化した感情を改善する　４．成功体験を増やし自信とやる気を持たせる。

・親に代わることはできないが、他人だからこそできることがある・現在と未来は変えることができる・過去は変
　えれなないが、過去の意味は変えれる・気がついて変わりたいと思った時、人は変われる・たくさんの人との「出
　会いと伝え合い」によって子どもは育つ。
　子どもにとっては： 夫婦の仲がよくてはならない、父母と子どもとも仲が良い→親子関係が良くてはならない、
　　　　　　　　　　父は母の援護をしてやる、母親の味方をしてやる、父親が母親を認めてあげる、
　　　　　　　　　　最後の決断は父親がする、子育ての分担等。

「子どもが生きる希望を失わないために」 西田　寿美先生が解りやすく講演してくださいました。　

“生まれてきて良かった、これから自分らしく生きていこう”

三重いのちの電話協会

2018年4月養成講座開講

第11期生ボランティア

電話相談員募集
あなたもこの活動に加わって、共に学びつつ、受話器に
耳を傾ける相談員になってくださいませんか。

☆あなたも悩める方の隣人になっていただけませんか。

☆自分育てに心の交流を通して一緒に成長しませんか。

☆相談者の心に耳を傾けることで、自分でも気づか

　なかった自分に気が付くことも多くあります。

☆多くのみなさまのご応募をお待ちいたしております。

良き聴き手として、

ボランティアを始

めて戴けませんか。

　今年もあっという間に年の瀬ですね。
　ご家族のみなさんで楽しい年末年始を
お過ごしください。
　来たる年が幸多き輝かしい一年に
なりますようお祈りいたしております。
　来年も引き続きご支援のほど
よろしくおねがいいたします。

  【コメント】
　私は、最近当地にもどってきました。
　この地は住みよく、祖先は多く住んでいました。
　以前の私たちは、みなさんとともに静かに
生活していましたが、最近は、私たちのことを

「福（フク」〉を招く縁起の良い鳥として崇めて
いただいています。
　（親たちは私のことを「福老」や「不苦労」と
も書きます）
　お越しいただいたみなさんにより多くの

「フク」が訪れま すよう、一大
決心し大変身いたしました。
ご覧いただき、  笑顔になって
いただいたり、楽しかったと
思っていただければ幸いです。
・一度、山の中を走って見ら
れてはいかがでしょうか？
気持ちが良いですよ！
　道の駅「茶倉駅」からすぐ！

・出生地　：飯南町下仁柿樋山口バス停横
・生年月日：平成 29 年 11 月 5 日
・性別　　：不祥
・サイズ　身長　約６ｍ　胴回り　約 10ｍ
   　　　　体重　２９６ｋｇ（？）

・第 11 期生の募集期間は、2 月 1 日（木）～ 3 月 16 日（金）

　　　　　　　　問合せ先： 三重いのちの電話事務局

　　　　　　　　平日（月～金）13 時～ 16 時

　　　　　　　　電話： FAX （０５９）２１３－３９７５

　　　　　　　　〒514－8691 津中央郵便局　私書箱２５号

＊募集要項・研修日程・申込書は後日お知らせ致します。
　　（ホームページ上でも後日掲示させていただきます）

　・多くの皆さまのご応募を心よりお待ちいたしております。

☆
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(ニュースレター52号掲載後～H29/9/30）
順不同・敬称略

　日頃のご支援ありがとうございます。下記の方々から、三重いのちの電話協会に温かい財政援助をいただきました。

ご厚志は電話相談活動の貴重な資金として使わせていただきます。心から感謝申し上げ、ご報告いたします。

電話相談活動を発展させるため、これからもご理解ご協力くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三重いのちの電話協会理事長　雲井　　純 

【正　会　員】　

【賛助会員】

ご寄付戴いたお方の名簿は、ニュースレターの、記事面に記載しておりますので、こちらのホ
ームページの記載には、省略させて戴きました。宜しくお願いいたします。

賛助会員の方々の名簿は、ニュースレターの、記事面に記載しておりますので、こちらのホー
ムページの記載には、省略させて戴きました。宜しくお願いいたします。
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【郵便振替口座番号】００８１０ー４ー５０９９７【銀行振込口座番号】百五銀行　本店営業部　（普）９９２９９８

【口座名義】特定非営利活動法人 三重いのちの電話協会[会費]正会員：年額一口 １万円 賛助会員：年額一口３千円

【寄付】特に額を定めません＊会費、寄付の区分のない場合は金額にて、会員登録させていただきます。ご了承ください。

◆【イオン　幸せの黄色いレシートキャンペーンに参加しています】
☆マックスバリュー中部㈱マックスバリュー港町店様より平成 29 年 3 月～平成 29 年 8 月キャンペーン中の助
　成 5,300 円分相当の商品を賜りました。　（レシート当協会投函分　531,496 円）　
　（毎月 11日に買い物をした時のみ黄色いレシートが発行されます。この黄色いレシートを登録店舗「イオンリテ
　ール（株）久居店」　「マックスバリュー中部㈱港町店」にある投函ボックスにいれていただくと、投函されたレシ
　ートの合計金額の１％　相当の品物をボランティア活動支援として贈呈されています）

　【寄　　付】

『三重電業（株）創立７０周年おめでとうございます』
会長の楠 修次様より３０万円のご寄付を、プラザ洞津にて雲井理事長に贈呈

いつも三重いのちの電話に御高配賜り協会一同、心より感謝御礼申し上げます。
御社の益々のご発展をご祈念申し上げております。

あ
り が と

う

☆当番が終わり帰りの夜道、冬場は車の交通量も少なく、暗い夜道を一人寂しく帰宅、日付が変わり家路と急ぐ、誰
　にも相談員と言うことのできない黒子だけに、ご近所の方々に気を使いながら、車庫入れし、軽食、お風呂、床に
　入るが、何だか興奮してなかなか寝付けない。私も一度「いのちの電話」に電話してみようかな？

『今年も正会員さん、賛助会員さん、ご寄付を賜りました多くの皆々様』

いつもご支援いただき深謝申し上げます。

「いのちの電話」は相談員さんによる無償のボランティア活動で支えられておりますが、

資金ボランティアの皆々様の温かいご支援がなければ、存続することはできません。

今後ともご支援賜りますように よろしくお願い申し上げます。

深刻な悩みや心配ごとを持ちながら、身近に相談する人もなく、孤独のなかで苦しんでおられる人たち、

また、自殺にまで追い込まれようとされている人たちと、電話を通して対話させていただくことにより、再び

生きる勇気と希望をお持ちいただくことを願って相談員は日々資質向上のため、さまざまな研修を受け、

講演会等にも出席し、研鑽を積んでおります。

相談員の身の安全のため、警報発令時のみ活動休止・年中無休で活動いたしております。

全国的に相談員減少を悩むの中（現在までに181名の認定、現在54名）月に3回担当を４回～７回担当

していただく方々のお陰で協会は運営を続けられています。

年の瀬もお正月も相談員の皆さんは、遣り繰りしながら無休・無償で頑張っております。

◆フレンテまつり７月２日（日）フリーマーケット開催に伴い
　三重県信用農業協同組合連合会の職員の皆様方より今回も沢山の商品をご提供
　賜りました。ご協力に心より感謝、御礼申し上げます。
　毎回ご支援賜りますこと 協会一同感謝、御礼申し上げます。 　（右　内藤　真毅　総務部長）

　（左　古庄　憲之　副理事長）

☆みなさまのご協力のお陰と感謝申し上げます。今後ともご協力賜りますようよろしくお願いいたします。

ご寄付戴いたお方の名簿は、ニュースレターの、記事面に記載しておりますので、こちらのホ
ームページの記載には、省略させて戴きました。宜しくお願いいたします。



― ６ ―
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三重いのちの電話・受信状況（2017年4月～2017年9月）
○通常電話 相談時間：毎日18時～23時

＊２０１６年１０月から通常電話で熊本地震フリーダイヤルを受信しています。
1.月別・男女別相談件数（熊本）

月 開局からの件数

男性 63,087
女性 50,189
合計 113,276

2.年代別・男女別相談件数(自殺志向）
年代 合計
男　性 1747（149）
女　性 1619（254）
合計 3366（403）

内容 人生思想/人権職業 経済 家族 夫婦 教育 対人 男女 身体 精神 情報 その他 合計
男　性 259 6 95 11 120 29 7 120 101 130 647 10 212 1,747
女　性 178 6 115 5 164 59 4 187 121 84 643 10 43 1,619
合計 437 12 210 16 284 88 11 307 222 214 1290 20 255 3,366

○フリーダイヤル

相談時間：毎月10日８時～11日8時

1.月別・男女別相談件数
月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 合計

男性 34 34 46 30 33 40 217
女性 30 33 26 32 30 32 183
合計 64 67 72 62 63 72 400

２．年代別・男女別相談件数（自殺志向）
年代 合計
男性 ２１７（38）
女性 183（47）
全体 400（８５）

３．内容別・男女別相談件数
内容 人生思想/人権職業 経済 家族 夫婦 教育 対人 男女 身体 精神 情報その他合計
男性 28 3 17 7 11 6 1 4 7 11 88 7 27 217
女性 16 2 5 5 19 5 0 10 3 9 97 2 10 183
全体 44 5 22 12 30 11 1 14 10 20 185 9 37 400

５（１） 95（11）6（１） 20（４） ４１（１３） 84（23） 100（２４） 49（８）

56（７）
3（０） 8（３） 17（５） 41（１７） 45（１１） 27（６） 3（１） 39（４）

60代 70代以上 不明
3（１） 12（１） 24（８） 43（６） 55（１３） 22（２） 2（０）

３．内容別・男女別相談件数

10代 20代 30代 40代 50代

54（１） 235（２９）
90（１０） 232（２６） 559（８０） 792（90） 628（72） 422（72） 59（１） 584（52）
15(6) 94(15） 200（１８） 457（６８） 295（５３） 269（６４）

70代以上 不明
75(4) 138(11) 359（６２） 335（２２） 333（１９） 153（８） 5（０） 349（２３）
10代 20代 30代 40代 50代 60代

1619（27）
514（13） 616(17) 536(5) 568（7） 584（16） 548（8） 3366（66）
240（５） 272(6) 264(1) 283（1） 297（8） 263（6）

合計(熊本）
274（８） 344(11) 272(4) 285（6） 287（8） 285（2） 1747（39）

4月（熊本） 5月（熊本）６月（熊本）7月（熊本） 8月（熊本） 9月(熊本）

◆電話相談活動の休止 電話相談員の身の安全の為、電話相談活動を休止させていただきました。

・平成29年 8 月 7日（月）台風 ５号による大雨、暴風警報発令のため（18:00～23:00）
・平成
・平成29年　10月22日（日）台風21号による大雨、暴風警報発令のため（18:00～23:00）

29年 9 月17日（火）台風18号による大雨、暴風警報発令のため（18:00～23:00）

男　性
職業

経済

家族

夫婦
教育

対人
男女

その他

身体

人生 思想/人権

精神

情報

女　性 その他
思想/人権

職業

対人男女身体

経済

家族

夫婦

教育

情報 人生

精神

yoko
ハイライト表示

yoko
ハイライト表示

yoko
ノート注釈
全体と書いておりますが、申し訳ありませんが、合計に訂正していただけますでしょうか。




