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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.42 / 2013/ 4/ 1 

三重いのちの電話スーパーバイザー 

精神保健福祉士 飯 田  正 司 

 最初は心地よい響きを持っていた言葉も、繰り返し聞かされるうちに、あまり心に響かなくなり、

やがては不快感さえ感じるようになる。そうなると、その言葉を無意識のうちに聞き流してしまうよ

うになる。 

 たとえば、東日本大震災後、マスメディア等を通じて繰り返し流された「絆」や「支え合い」と

いった言葉。これらは少なからぬ若者たちに不快感や胡散臭さを感じさせる言葉になってしまったよ

うで、若者をターゲットにしたＣＭや文章などで使用することは、今やＮＧなのだそうだ。 

 一方、言葉を発する側は、十分にその言葉が伝わっていないと思うと、手を変え、品を変え、結局

は、同じ言葉を繰り返すようになる。「何度も、何度も、食事の前には手を洗いなさいと言ってるで

しょう。何回言ったらわかるの」などと、毎日のように言う母親。それに対して、子どもたち

は・・・。 

昔々から、繰り返されてきた母と子の不毛な闘い。母親もかつては、子どもであった時があり、毎日

のように、同じ言葉で言われるのは無意味だと分っているはずなのに、立場が変われば、忘れてしま

うものなのか。 

 同じようなことが、いのちの電話の利用者と相談員の間でも起こり得る。自分のつらさを繰り返し

分ってもらおうとしたが、誰にも分ってもらえなかったと感じている利用者。「もう死にたいんで

す」、「死んでしまいたいんです」と繰り返す。ところが、何人もの人から、死にたい話をきいてき

た相談員は、知らず知らず、その言葉を聞き流す。 

  いのちの電話では、傾聴することの大切さが繰り返し言われてきた。しかし、これでは傾聴ならぬ

軽聴となってしまう。ここまで書いてふと思ったのだが、私も相談員の皆さんに、傾聴、傾聴と言い

続けてきた。耳にたこができるほど、それを聞かされてきた相談員の皆さんは、傾聴という言葉を軽

視している・・・。まさか。そうかも。 

 では、軽聴に陥らないためには、どうすればいいのか。それは、言葉に対して、一期一会の精神を

持つことだと思う。何度も聞いた同じ言葉であっても、自分が一生で一度きり、その瞬間にだけ出会

う言葉として聴き取ることだ。そうすれば、やがて、同じ言葉の底を流れる一人一人違う気持ちが感

じ取れるようになる。 

「 言 葉 」  

    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(有料)を平成25年3月6日から開設しました。 

     相談電話 ０５７０－７８３－５５６  受付時間   毎日10時～22時 

 ナビダイヤルは、お近くのセンターが話し中の場合、順次遠方の空いているセンターへと送られます。 

                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   http://www.jona.or.jp/~mie-inochi/  

― １ ―



三重いのちの電話 

近況ご報告 

◆3月1日 7：30～8:30   
「自殺対策強化月間」の初日、桑名駅・津駅東口・伊

勢中川駅・松阪駅の各駅にて県、桑名保健所、松阪

市等と協働で街頭啓発活動を実施、三つ折りパンフ・

ティッシュ等の配布をいたしました。 

◆自殺者１５年ぶりに３万人を下回る！     
 警察庁が1月17日 平成24年の自殺統計（速報値）を公表

しました。  それによると前年（平成23年）から2,885人減の

27,766人となり、平成10年以来15年ぶりに3万人を下回りま

した。 

 しかし、自殺者の数は、1000年～500年に一度といわれる

あの痛ましい東日本大震災の被災者、死者15,881人、行方

不明者2,668人（25.3.11報道）を遥かに上回っており、極め

て深刻な事態が続いています。 

 国の自殺総合対策大綱では、 

 ①うつ病に対する医療供給体制の整備  

 ②事業所におけるメンタルヘルスの充実   

 ③良き悩みの聴き手 － リスナ－ の養成 

を大きな柱としていますが、「いのちの電話」といたしまして

は、一人でも自殺者が少なくなることを願って、これからも

“良き悩みの聴き手”になれるよう努めてまいりたいと心して

おります。 

◆2月14日（木）   
平成24年度三重県自殺対策推進部会（第3回）   

 三重県医師会館で、第3回推進部会が開催され、鈴木理

事長が委員として出席、第2次三重県自殺対策行動計画

（最終案）が協議されました。 

 当計画は、自殺対策基本法第4条（地方公共団体の責務）

の規定に基づき、三重県の状況に応じた自殺対策の推進

を図るために策定するもので、計画期間が平成25年度から

29年度までの5年間とされています。 

 また、数値目標（全体目標）として「平成28年厚生労働省

人口動態統計の三重県における自殺死亡率を16.1以下と

する」とされています。 

 なお、今後の取組について.関係機関・民間団体との連携

の中で、自殺対策に係る重要な活動を行っている民間団体

として、当協会が代表例の一つとして位置づけられ、“相談

活動、人材育成、技術支援など関係機関や民間団体の活

動を県や市町が支援する”こともうたわれています。三重い

のちの電話として、一人でも自殺者が少なくなることを願

い、今後とも相談活動を続けていく決意でおります。 

◆1月27日(日)  いのちの電話東海ブロック研修会  
 ＫＫＲホテル名古屋に於いて静岡・浜松・岐阜・三重・名古
屋の各センターの参加により開催され、三重いのちの電話

からは牧野スーパーバイザー・野殿理事・Ｍ相談員らが参

加しました。各センターから現状報告と電話相談の課題な

どが積極的に話し合われました。各々のセンターが特色を

生かした相談業務を展開しつつ、よりよい相談活動を実施

していくため、こうしたブロックでの意見交換と研修は大切で

あることを痛感いたしました。 

◆3月10日  13:30～16:30 

三重県自殺対策シンポジウム 

三重県人権センター多目的 

ホールにおいて開催され市民 

約200人が参加、当協会からも25人が参加しました。 

「尊い命が自殺で失われない社会の実現をめざして～ひ

とりひとりのできること～」をテーマに、女優 音無美紀子

さんの講演やシンポジュウムが行われました。 

 三重県こころの健康センターからの求めに応じて、当協

会も後援団体として参画、シンポジュウム「死にたい気持

ちに寄り添い生きる支援」では、鈴木理事長がチャイルド

ラインMIEネットワーク代表や日本産業カウンセラー協会

三重事務所代表らとともにシンポジストとして参加し、いの

ちの電話の“活動内容とその特色” “私たちの原点～自

殺したいと思っている人の叫びに心を傾ける” “日々相

談に当っている相談員の声” “必要な取組みや支援”に

ついて語りました。 

◆鈴木理事長 ロータリークラブで卓話 

 鈴木理事長が各クラブからの依頼により、「いのちの電

話」をテーマに卓話しました。 

・津ロータリークラブ  平成25年2月6日（水）12:30～ 

               津都ホテル5Ｆ 安濃津の間 

・津北ロータリークラブ 平成25年3月7日（木）12:30～ 

               富士ゼロックス三重本社会議室 

◆3月31日  19:00～19:55 

三重エフエム放送  FM三重特別番組 

自殺対策強化月間最終日特別番組  

～ いのちのゲートキーパー ～で三重いのちの電話が紹

介されました。珍道副理事長が自殺者の現状・相談件数・

相談内容などを話し、”ひとりで悩まないで、お電話くださ

い”と呼びかけました。 

◆津市発行の広報誌（2月号）への電話相談窓口の掲載 

「こころの悩みで困ったときの相談窓口一覧」 

”こころの健康分野”に掲載していただきました。 

これからの活動予定 

◆4月20日  ８期生養成講座閉講式－仮認定へ 

 受講生18名が第1課程を修了。諸事情で２名が辞退され、

16名で第2課程を受講中。講義・ロールプレイ・レポート提

出・面接を経て4月20日閉講式を迎えます。 

修了生は、いのちの電話の相談員として仮認定され、５月

から電話相談実習に入ります。 

◆「みえ生と死を考える市民の会結成１５周年記念講演会」

を後援 

 市民の会から、結成15周年記念講演会の後援依頼があ

り、今回も「後援」することが決定されました。 

 生と死を考えることは、人にとって極めて大切なことであ

り、“いのちの電話”としては当初から後援してまいりまし

た。多くの方の参加を期待しております。 

  日時  平成25年6月19日（水）15:00～17:00 

  場所  三重県総合文化センター中ホール 

  講演  テーマ「無生死（むしょうじ）の道」 

  講師  玄侑 宗久氏（作家 禅宗僧侶） 

シンポジストの

鈴木理事長 
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 日ごろのご支援ありがとうございます。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

▲会員募集中▼寄付も随時受付しております。   

 

 ◆◆◆◆◆  「三重いのちの電話を支える会」 ◆◆◆◆◆ 

       ◆◆◆  フリーマーケット常設店閉店  ◆◆◆         
「三重いのちの電話」を資金的に支えることを目的に「三重いのちの電話を支える会(代表 平松照子氏)」が平成13年

(2001年)に津市小舟殿舟団地内「ベル店別室」にフリーマーケット常設店を開設され、同年10月7日に津まつりでフリー

マーケットを出店されて以来今日まで、毎年、当店での収益金や津まつり・フレンテまつり等で出店した収益金約25～30

万円を“いのちの電話”に寄贈いただいて参りました。 

 この度、諸事情により、フリーマーケット常設店を3月15日で閉店されることとなりました。今日までご尽力いただい

た平松代表様はじめスタッフの皆様にに心から感謝いたしますとともに、商品を寄贈いただいたり購入いただいた多くの

善意の方々や津まつり等での出店にお手伝いくださった相談員の方々に厚くお礼申し上げます。 

 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４２号紙面に掲載させていただいております。 
 

感謝！ 
ありがとう 

ございました！ 

 「アルコール健康障害対策基本法制定を願う集い」にご参加ください   
   日時  5月11日（土）午後1時半～4時 

   場所  東建ホール（名古屋市中区丸の内2丁目1-33 

      東建本社丸の内ビル3Ｆ・4Ｆ）  

  主催   日本アルコール関連問題学会東海北陸地方会  

                  ・三重アルコール関連疾患研究会・三重断酒新生会等     

  「アルコール関連問題基本法推進ネット」（幹事会代表 丸山 勝也氏・副代表 

猪野亜朗氏外、三重いのちの電話協会―賛同団体として加盟）では、次のような

理由からアルコール関連問題基本法の制定を働きかけています。 

  わが国には「未成年者飲酒禁止法」「酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防

止等に関する法律」など、飲酒の規制や酩酊者の保護に関する法律はあるもの

の、多岐にわたるアルコール関連問題への包括的な施策を定めた法律は存在し

ません。これらに関する国としての基本路線を定めた法律が必要です。 

2012年3月 アル法ネットの要望に応え、同年11月14日に「アルコール健康障害対

策基本法骨子（案）」がまとめられ、現在、国会上程に向けて各党の了承を取るプ

ロセスにありますが、法案を成立させるためには、多くの議員及び国民の賛同が

求められています。  

 各賛同団体と共に「三重いのちの電話」からも「自殺をなくすために基本法を！」
と呼びかけます。ぜひ“集い”にご参加ください。 

 ☆「フレンテまつり」    に参加します 
日時  平成２５年６月７(金)～ ８(土)10:00～16:00 

場所  三重県男女共同参画 センター「フレンテみえ」 
 フレンテ三重登録団体交流イベントに三重いのちの電話の周

知と運営資金つくりのためにフリーマーケットを出店します！ご

提供品のご協力と当日のお手伝いをお願いいたします。   

(ニュースレター41号掲載後～    

    H25/2/15）  順不同・敬称略  

この人のなかで、いちばん素晴ら

しいものはなんだろう？ 

そこから始めようとしています       

           マザー・テレサ 

編集後記  今年になって新聞各紙
が『昨年の自殺者３万人切る』の記

事を大きく取り上げました。この活

動に関わる私達にとっても15年ぶり

に３万人を割ったとの朗報でした

が、警察庁の速報値の27,766人と

は、１日約76名の尊い命が日本のど

こかで自殺によって失われていると

いう悲しい現実です。自殺の背景に

は孤独・失業・うつ・いじめ・家庭

不和・ＤＶ・アルコール依存等限り

ない要因があり、人はこれらの要因

が複数重なった場合に自殺を考えて

しまうという。 

  もう少し生きてみよう！ 

  とにかく生きてみよう！ 

  明日まで生きてみよう！ 

お電話をください、話しませんか！ 
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２．2012年1月～12月31日までの電話相談状況

　１）年代別・男女別件数（下段は自殺傾向）
9才
以下

10代 20代 30代 40代 50代 60代
70代
以上

不明 合計

男性 0 219 524 655 980 692 84 9 1,141 4,304

女性 0 50 439 556 710 639 423 185 882 3,884

合計 0 269 963 1,211 1,690 1,331 507 194 2,023 8,188

9才
以下

10代 20代 30代 40代 50代 60代
70代
以上

不明 合計

男性 0 7 23 78 81 75 5 0 52 321

女性 0 12 77 89 156 93 20 5 88 540

合計 0 19 100 167 237 168 25 5 140 861

　２）内容別・男女別・自殺傾向別件数　（思想は思想・人権）

三重いのちの電話・電話相談受信状況

１．開局（2001年5月13日）～2012年12月31日までの総受信件数

      《相談時間18時～23時》　（開局～2002年11月19日までの相談時間は19：00～22：00)
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  正会員のみなさまへ 

                三重いのちの電話協会平成２５年度総会・講演会  

  次のとおり総会及び記念講演会を開催いたしますので、ご出席くださいますようお願いいいたします。    
    日時 平成２５年５月１８日（土）   10:00～12:00 

    場所 三重県総合文化センター内 三重県生涯学習センター大会議室  

    議題 ①平成24年度事業報告        ②平成24年度会計収支決算報告・会計監査報告  

        ③平成25年度事業計画（案）     ④平成25年度会計収支予算（案）      ⑤役員の選出 

   記念講演 

     テーマ  「アルコール健康障害対策基本法の制定に向けて」 

     講 師    精神科専門医 猪野亜朗先生  

              元 三重県立こころの医療センター診療部長 

              現 かすみがうらクリニック副院長                                                                                                

  開局からの全受信件数は男性

45,731件、女性32,910件で合計

78,641件となりました。 

 2012年の総受信件数は8,188件

で、開局以来一番多い相談数でし

た。全体に男性からの相談が多く、

2009年以降女性からの相談も増加

しています。相談内容では、高齢で

孤独、長年の病気の辛さなどを訴

えられます。2012年は15年ぶりに

自殺者が3万人を下回りましたが、

県内では増加。自らの命を絶ちた

いと思うほど苦しんでおられる方が

まだまだ多くおられます。電話で話

すことで、生きる希望を持って下さ

ることを願っています。    

― ４ ―


