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認定特定非営利活動法人 三重いのちの電話協会 No.41  / 2012/ 12/ 1 

「佇みて日の暮れにけり秋の空」  

三重いのちの電話スーパーバイザー 

三重県紀州児童相談所 山下 満 

 秋の空一面に広がる鰯雲（鱗雲ともいいます）。そんな鰯雲を見ると、なぜか思い浮かぶ句があります。

「妻がゐて子がゐて孤独いわし雲」というのがそれです。安住敦という俳人の一句ですが、先日、空いっぱ

いの鰯雲を眺めていたら、思わず涙が込み上げそうになりました。普段の生活に特別不平や不満がある

訳でもないのに、ふとした拍子に何とも言えないような寂寥感が込み上げてくる、そういう心情が見事に表

現されていると思います。うまく説明はできませんが、何か人間の本質をとらえているように思えてなりま

せん。 
                     

  ところで、「いのちの電話」に携わっている相談員の方々からお話をうかがっていると、電話を掛けてこら

れる利用者それぞれに、言いようのない寂しさにうちひしがれている、あるいは孤立無援の状態にあると

思うことがたびたびです。時として、相談員が利用者から激しい怒りをぶつけられて辛い思いをしたり、悲

しい気持ちになったりすることもあるようですが、利用者のその怒りは、本当は誰に向けられているものだ

ろうか、あるいは、怒りを露わにするたびに周囲の人が離れていってしまったのだろうかなどと、私なりに

思いを巡らすことが多いです。同時に、そのような怒りの感情を受け止めなければならない相談員はたい

へんですが、利用者の激しい怒りもよりよく生きようとするための心の叫び、現状を打開しようとするため

の生命の工夫と見なすことができれば、利用者の今の状況や心情も多少は理解しやすくなるのではない

でしょうか。ともあれ「いのちの電話」は、底が見えないような深い悲しみ、苦しみを抱え、孤独と葛藤して

いる人たちの拠り所であると思います。相談員の方々がそのような利用者に寄り添い、寂しさ、空しさ、孤

立感を分かち合うことができるように、微力ながら、私も力になりたいと思っています。 
         

   さて、秋の空に目をやりながら、柄にもなく物思いにふけっている間に、夕暮れも近くなってきました。こ

んなに空を見上げていたのはいつ以来だろうと、振り返ってみても思い出せません。情けない限りです

が、そのとき浮かんできたのが長田弘という詩人の「最初の質問」です。「今日、あなたは空を見上げまし

たか。空は遠かったですか、近かったですか。雲はどんなかたちをしていましたか。」という問いかけで始

まる詩なのですが、初めてこの詩を知ったとき、私は強い衝撃を覚えました。作者が次々と投げかける質

問に、どれ一つ自信をもって答えることができなかったからです。それはともかくとして、この詩の中に「あ

なたにとって『わたしたち』というのは、誰ですか。」という問いがあります。何と奥深く、また、重みのある質

問なのでしょう。私は思わず言葉を失ってしまいました。季節は間もなく冬へと向かいますが、皆さんも晩

秋の空を眺めながら自問してみてはいかがでしょう。「あなたにとって、私たちとは誰ですか？」そして「あ

なたが、一番大事にしていることは何ですか？」 

        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 

        毎月１０日はフリーダイヤル「自殺予防いのちの電話」の日です。 

        ０１２０－７３８－５５６  毎月１０日 午前８時～１１日午前８時 

        ホームページアドレスが変わりました。 http://www.jona.or.jp/~mie-inochi/  
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◆9月30日  台風17号により三重県内に暴風警報発令のため、相談活動を休止させていただきました。 

◆9月10日 世界自殺予防デー (自殺予防週間初日） 

・津駅東口、西口 ・・・ 三重県健康づくり課・三重県こころ

の健康センターと協働 

・津新町駅 ・・・ 三重県津保健所・津中央保健センターと

協働により、 各々午前7:30～8:30の間、協会関係者らに

よって三つ折りパンフ・ポケットティッシュを配布、自殺予防

の街頭啓発活動を実施しました。 

三重いのちの電話 

近況ご報告 

◆11月8日 13:00～15:00 

平成24年度第2回公衆衛生審議会自殺対策推進部会 
三重県医師会館中会議室において「次期自殺対策行動計

画の策定」のため開催され当協会から鈴木理事長が出席

しました。 

◆京都いのちの電話へ推薦！ 
 電話相談員、第５期生として、電話相談、協会行事に活
躍していただいたT.Rさんが京都市内へ転居の為退会さ

れました。「京都いのちの電話」での活動も希望され、推薦

されることになり、現在再認定のための研修中です。当協

会にも転居のため活動の場を移して頑張ってみえる方が

います。相談員不足の折、大変貴重な存在です。 

第37回 日本自殺予防シンポジウム」に参加して 

                       三重いのちの電話スーパーバイザー 牧野勢津子                      

 第37回を迎えた日本自殺予防シンポジウムは、まだ暑さ厳しい9月8日、「ふれあうこころ～ひびきあいを

求めて～」というテーマのもと栃木県の宇都宮市、とちぎ健康の森講堂において開かれました。 

 武蔵野大学人間科学部の辻恵介医師による基調講演では、辻医師がこれまで診察した、自殺未遂者のケース

を数例あげ、人が自殺に至る時の心理についてお話しくださいました。人生におけるマイナス条件が複数に重

なり、追い詰められていくうち、人が徐々に孤独や被害感を強め、将来への悲観しか持てなくなっていく時、

ほんの少し、普通の会話ができる相手が居れば、そこに、あたたかい言葉がこころに届く瞬間があれば、その

危機が解消されるであろう場合が多いとのことでした。死にたい気持ちを抱えた人を目の前にした時、「死に

ついて話すこと」を避けようとする必要はなく、むしろ、死にたいほどの重苦しさの中で、四六時中苦しんで

いるその方の人生に思いを馳せながら、苦悩に耳を傾け、「死にたい気持ちと苦しさ」とを存分に語ってもら

うことには大きな意味があるということを改めて教えていただきました。 

アドバイスや気の利いた台詞を言う必要はなく、こころの通う会話ができている、そのこと自体が「ふれ合

い」であり、「支え合い」になっている。「つらい沈黙は破り、しんみりとした沈黙は共有しながら・・・」、

「ずっと生きていて！」は、折れた心を引きずって動けなくなっている人には負担になる。だから、「次、お

電話いただくときまで」と言ってくれるあなたの声を、きっと光に感じる人がいる。と結ばれていました。 

 自死遺族の方をはじめ、ダルクなどの依存症者を支える会の方、その他いろいろな立場で支援に携わる人が

集い、ひとつのテーマのもとに学び合うことにより、見えないつながり、支え合いがそこにもあることを感じ

つつ、帰途につかせていただきました。 

◆9月8日 8期生養成講座    
 受講生19名は全18回の講義が終了。引き続き9月15日

～11月17日まで人間関係基礎研修8回が実施され11月

24日～25日の一泊研修で第1課程が修了します。  

◆9月6日 若者自殺予防ユース・サポートネット

ワーク会議 

 三重県立こころの医療センター会議室において自殺防
止プランの策定会議に参加しました。 

◆9月22日 自死遺族「わかちあいの会」  
 三重県津庁舎 こころの健康センター図書資料室にお

いて開催され、野殿理事が出席。 

◆9月23日 「相談員のスキルアップ研修会」 
 神戸いのちの電話主催、神戸学大学ポートアイランド

キャンパスにおいて  

・自殺予防のための公開講座、 

命の鼓動～被虐待の淵を生き抜いて… 島田妙子氏  

・ワークショップ などが行われ、三重いのちの電話協会

からも珍道理事、相談員らが参加しました。 

◆9月26日犯罪被害者相談員等養成講座講師派遣 
みえ犯罪被害者総合支援センターの依頼を受けて「ロー

ルプレイ」「電話相談の受け方」等の講師として野殿理事

を派遣しました。 

◆10月4日 第45回精神保健福祉三重県大会参加 
男女共同参画センター多目的ホールにおいて 

講演  「笑いの効用～こころを健康に保つために～」 

講師  矢野宗弘先生  相談員ら２８名が参加しました。 

◆10月12日～14日 

いのちの電話相談員全国研修会 さっぽろ大会 Ｙ.N 

 オープニングのフルートとピアノのデュエットは船旅の疲
れを癒やし、力を与えてくれた。基調講演の斎藤環先生は

岩手県のご出身。災害は多くの人の心に傷を残し、後にＰ

ＴＳＤとなる事も多い。しかし、トラウマを経験した後、人間

的成長をもたらすＰＴＧという考え方もあるそうだ。人は苦

難を受け入れ、乗り越える力を備え持っている。私は、そ

の力を信じて真摯に相談電話を取り続けていたい。 

◆11月8日 三重いのちの電話を支える会 
津市小舟フリーマーケット常設店より売上金10万円を寄

贈していただきました。 
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(ニュースレター４０号掲載後～ 

            H24/10/15）順不同・敬称略  

 

☆東海・経営と心の会（代表世話人 滝 茂夫氏） 

「東海・こころの特別賞」受賞 H24.10.11 

 珍道副理事長が出席し賞状及び副賞10万円を受贈、愛

知・岐阜・三重３センター及びチャイルドラインあいちを代表

して謝辞を述べた。 

☆三重県精神保健福祉協議会から平成24年度福祉 

団体助成金として10万円の助成を受けました。 
＊啓発用ポケットティッシュペーパー、5000パック作成。 

＊啓発活動用ジャンパー購入資金とさせていただきました。 

☆平成24年度県民健康の日記念イベント H24.9.5 

 「こころの絆づくりチャリティーコンサート」で啓発活動を

行い、パネル展示、三つ折りパンフ・啓発ティッシュ配布。 

主催の三重県文化振興事業団(三重県文化会館）からチャリ

ティーコンサートの収益金として384,300円が贈呈されました。 

☆国際ソロプチミスト三重  
チャリテイー ゴルフ大会10/4 

収益金贈呈式 10/18 

珍道副理事長が出席 

30万円が贈呈されました。 

☆10月7日津まつり「第31回フリーマーケットin 津」に 

出店、津お城公園において「三重いのちの電話を支える

会」スタッフと当協会の協働により出店。76,121円の収益

金を得ました。商品をご提供いただいた皆様、お買い上

げいただいた皆様に御礼申し上げます。  

☆10月28日 風の街の文化祭｢市民交流広場」に参

加  鈴鹿ハンター店内特設会場において、パネル展

示・パンフレット、ポケットティッシュ等を配布啓発活動に

努め1,435円の収益金を得ました。 

☆名古屋いのちの電話元理事長 長岡利貞氏より 

「自殺予防と学校」（ご本人著）を名古屋・岐阜・三重セン
ターに各45冊の贈呈を受けました。（本体2,300円＋消費

税）相談員の自殺予防に対する理解と対応力の向上に

役立たせていただきます。 

☆・匿名希望 ・遠藤正芳様 (千葉県在住）の方々か

ら多額のご寄付をいただきました。 

☆マックスバリュー中部株式会社「幸せの黄色いレ

シートキャンペーン」に継続参加  H24/4月～9月の

期間の投函レシート 572,532円 に対しその1%にあたる

6,000円相当の事務用品等の商品が贈呈されました。 

  日ごろのご支援ありがとうございます。多くの方々から、三重いのちの電話に温かい財政 

 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 鈴木秀昭 

【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。 

国際ソロプチミスト三重贈呈式 

寄付・助成 の 御礼 

◆「災害と子どものこころ」 清水將之氏（編・著） 

柳田邦男･井出浩・田中究(著）による「災害と子どもの 

こころ」が平成24年10月集英社から出版されました。 

災害時大人は子供をどう支えるべきか。児童精神科医ら専

門家によるこころの支援のガイドライン、ぜひご購読ください！ 

＜お詫び＞ ニュースレター４０号の「会費・寄付感謝報告」
【正会員】中、三重県農業協同組合中央会共通役員室の箇
所で、４カ所「農業協同組合」とすべき処を誤って「農業共同
組合」と表示しました。お詫びして訂正いたします。   

編集後記 今年も多くの協力者に支えられて私たち
の活動は続けることができました。支える側も支えら

れる側もボランティアです。どうかこの多くの支援者

の善意が私たちの活動に生かされて、一人でも多く

の相談者の心とつながることができますように…  

皆様のご支援とご協力に感謝申し上げます。            

 正会員・賛助会員の皆様、ご寄付をいただいた皆様のお名前は 

   ニュースレター４１号紙面に掲載させていただいております。 
 

▲会員募集中▼寄付も随時受付しております。   
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 2012年1月1日～9月30日まで9ｶ月間の電話相談受信状況（相談時間18:00～23:00)　　

開局(2001年5月13日）～2012年9月までの総相談件数は 76,482件（男性44,531件、女性31,951件）です。
フリーダイヤルによる電話相談含む 78,910件（男性45,931件、女性32,979件）です。
1．1月から9月までの月別、男女別、相談件数と自殺傾向（折れ線グラフと数字）

２．男女別・年代別相談件数
9才以下 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 不明 合計

0 141 384 486 703 456 61 9 864 3,104

0 36 340 412 520 494 310 138 675 2,925

0 177 724 898 1,223 950 371 147 1,539 6,029

分　野

大項目 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 285 20 168 27 205 80 14 188 358 272 777 26 684 3,104
女　性 503 21 114 23 397 122 14 493 123 131 709 44 231 2,925
合　計 788 41 282 50 602 202 28 681 481 403 1486 70 915 6,029

経済・社会 家族・家庭 人間関係 保健・医療 その他

男 性

女 性

合　計

３．問題別・男女別相談件数
人生

   2012年1月1日から9月30日までの相談件数です。年代別では、40代が多く、次いで50代、30代となっています。   

  問題別では、精神の病気が多く、次いで人生、対人となっています。精神的な病気を抱え仕事が出来ない、家庭、 

  家族も持てなく辛い寂しい胸の内を電話で訴えてこられます。 

-20 

30 

80 

0 
100 
200 
300 
400 
500 
600 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 

男性 

女性 

自殺志向男性 

自殺志向女性 

人生 

13% 

思想/人

権 

1% 職業 

5% 
経済 

1% 

家族 

10% 

夫婦 

3% 

教育 

0% 
対人 

11% 
男女 

8% 

身体 

7% 

精神 

25% 

情報 

1% 

その他 

15% 

問題別相談件数 
9才以下 

0% 

10代 

3% 20代 

12% 

30代 

15% 

40代 

20% 

50代 

16% 

60代 

6% 

70代以上 

2% 

不明 

26% 

年齢別相談件数 

              平成２４年度 「三重いのちの電話」講演会 
          演題  「災害と子どものいのち」  

          講師  児童精神科医 清水 將之 先生  

          場所  三重県尾鷲庁舎 大会議室  11月10日 

”災害で親を亡くした子どものサポート”についてご講演いただきました。 

災害によって生き残った子ども達にも取り残されてしまった辛さや苦しみ 

があり、長い時間をかけてそのトラウマを乗り越えなければならない。 

たとえばその子が大人になり親になり、わが子の出産の経験を通して母乳を 

飲ませたり日ごとに表情豊かになるわが子の可愛さを実感できるようになっ 

て、十数年かけて初めて両親との突然の死別から立ち直ることができたという。 

この人が決して弱いのではなく、普通のことであり、周囲はこのことを常々視野に留めておく必要がある。 

震災で親を亡くした子供の半分が生き残ったことを申し訳ないと思い、40％の子供が死にたいと思っている。 

子どもたちはなかなか立ち上がれない。子供にとって親を亡くすことは、どれだけ大変で辛い体験か。 

自然災害ですらそうであれば、自死で親をなくした子の辛さはどれほどか。 

責任はその子供にはない。その周辺の人々に責任がある。皆で子供を助け合うことが大切であると、締めくく

られた。無防備な存在である子どもたちを地域の皆でサポートする大切さを再認識する講演でした。        

清水將之先生 
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