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「いのちの電話」について

　　　　　　　   考えること

認定特定非営利活動法人 三重いのちの電話協会 No.48/2015/ 6/１   

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 － ７ ３ ８- ５ ５ ６ 毎月10日8時～11日8時

　　三重県に「いのちの電話」が誕生したのは2001年5月13日でした。前あすなろ学園長の清水將之先生

は、在任中から「三重にいのちの電話がまだないのはおかしい」とよくお話しされていました。先生が初代

理事長になられたのは学園長を3月末退職された直後で、三重県の特別顧問も同時に引き受けられ、後

任を引き継いだばかりの新米園長の私にとっては、先生の三重県とのつながりが切れないことに強い安

心を覚えました。

   人の心を傷つけるのも癒すのも人です。できたら癒す人になりたいと、精神医学を選んだ私でしたが、

なかなか思うようにはいかず、「いのちの電話」の会報に自殺願望の青年を救えなかった自らの苦い体

験を載せていただき、ずっと引きずっていた体験の意味をやっと整理できました。

  「いのちの電話」でいつも思う事は、電話で人と話す事の難しさです。私は本来「電話で話す」ということ

が好きではありません。

  我が家に電話がついたのは小学校5年生のときで、父親の転勤によって神奈川県に移ってからです。

子ども心には珍しさだけで、特別電話で話したい相手もいませんでした。大学時代も個人的には電話な

ど持ちようがなく、医師になって就職してからは電話がかかってこないことがほっと出来る時間でした。

  私の生業は、心に悩みを抱えている人と向き合うことをですが、対面して聴くことが基本です。あるとき

ケースから「西田先生は電話のとき怖い感じがします」と言われ、電話で話すことへの苦手さと仕事を中

断される不機嫌さがやっぱり伝わるのかと思った事もあります。

  面談しているときは相手の表情も読めますが、電話は声色に注意するしかありません。さらに相手の気

持ちに添う態勢になっている事も必要です。他の用事が気になっていると無理です。

  深刻な悩みをもっている人にとっては、電話はその即時性が救いになります。個人的なつながりが無い

ほうが本音を伝えやすいという場合もあります。対面すると言いにくいことも電話では話せるのかもしれ

ません。相手を選べないが、「いのちの電話」の実績に信頼を置くことはできるのでしょう。

  「いのちの電話」のボランティアに、熱意だけでなく研修と適正が要求される所以です。言葉の選び方、

声のトーン、相槌の間合い等は、相手の心を開く鍵になります。人は誰かに自分の思いが伝わったと感

じたとき、癒されるのではないでしょうか。解決はしなくても、「何とかなるかも」と切り替え、明日に目を向

けることができるようになってほしいと思います。

園長

県立こども心療センターあすなろ学園

西田　寿美
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三重いのちの電話近況ご報告

◆開校式　4 月 11 日（土）1４：00 ～
　オリエンテーション後、初代「三重いのちの電話協会」理事
　長（現顧問）清水將之（児童精神科）先生の「ボランティアと
　電話相談」のテーマでいのちの電話とは何かについて、さ
　まざまな問題点等を熱く講義していただきました。　

◆自殺対策強化月間 ( 世界自殺予防デー）
　27 年 3 月 2 日（月）7：30 ～ 8：30
　（自殺対策強化月間早朝街頭啓発）
　三重県健康福祉部医療対策局健康づくり課・
　三重県こころの健康センター等と協働で津駅東口・
　西口、松阪駅・伊勢中川駅で出勤者等に「三重いのち
　の電話」三つ折りパンフレット・県作成啓発　ティ
　ッシュペーパー等を配布し啓発活動を実施致しました。

◆総会記念講演会
　27 年５月 23 日（土） 11：00 ～ 12：00 
　三重県生涯学習センター視聴覚室　　於
　講師：田中　彌　　当協会理事　
　テーマ：「子どものいのち」
　奉仕は人生の家賃になる。子どもは宝の子、この少
　子をどのように見守っていくか・・・
　大人になっても自分のいのちを大切にしていって
　欲しいと熱く語っていただきました。

◆県会議員さん方と懇談
　27 年 5 月 28 日（金）　　　議員会館　　於
　杉本熊野、津村　衛、藤根正典、中瀬古初美、
　藤田宜三各議員さん方と、「三重いのちの電話」の現
　状を聴取していただき、問題点等を把握していただ
　きました。何等かの形でご支持・ご支援賜りますよ
　うに心より祈っております。

◆県民健康の日
　「ワンコインコンサート」
　27 年 8 月　会場内で啓発活動
　三重県・三重県文化振興事業団・FM 三重主催
　会場でパネル展示や三つ折パンフレットを配布し、
　自殺予防を呼びかけます。

◆第 3３回いのちの電話相談員
　　　　　　　　全国研修会鹿児島大会
2７年 1０月 1６日～

◆中日新聞掲載
　27 年 5 月 25 日中日新聞（三重版）に「三重いのちの
　電話」について取材していただき、実情を大きく取
　り上げていただきました。
　「三重いのちの電話」を1 人でも多くの方々に周知し
　ていただければ幸です。　　感謝！

◆国際ソロプチミスト三重・チャリティー収 
　益金贈呈式
　27 年 1 月 24 日（土）　　　桑名：ザ・フナツヤ　於
　村木会長から鈴木理事長へ 30 万円賜りました。
　いつも温かい財政援助を賜り「三重いのちの電話」を
　ご支援いただき、誠に有り難く感謝、御礼申し上げます。
　＊総会にも村木会長と矢野様にご臨席賜りありがと
　　うございました。

◆フレンテまつりに参加
  三重県男女共同参画センター｢フレンテみえ」
　2７年 6 月 7 日（日）10：00 ～ 16：00
　今年もパネル展示、三つ折パンフ等配布・フリーマ
　ーケットを出店させていただきました。
　売上収益金４６，４００円・募金２，００６円は、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。　

　ご協力に感謝、御礼申し上げます。

◆みえ生涯学習ネットワーク交流会に参加             
◎地域「学」フェスティバル　
　「クールジャパン学んで体験」
やっぱり日本は、かっこいい！！
ワクワク　ドキドキ　へんしん！？
日時：27 年 10 月 17 日（土）
時間：10:00 ～ 16:00
場所：三重県総合文化センター内
知識の広場：パネル展示＆フリーマーケット

（フリーマーケット＆三つ折パンフレットを配布し、啓発活
動を行います。）
つきましては、皆様方のご家庭で眠っている不用品（衣類は洗
濯済みの冬物）のご提供をいただけませんでしょうか。ご協力
いただけます方は、事務所までご連絡をお願いいたします。

ご協力のほどよろしくお願いいたします。

◆「三重いのちの電話協会」開局 15 周年記念
　事業準備委員会発足
　28 年５月開局15周年を迎えます。開局15 周年にあた
　り、節目として記念事業を検討し、併せて「三重いの
　ちの電話」の周知に努めていきたいと考えておりま
　す。
　第１回委員会を 27 年 6 月 13 日に開催

◆自殺予防週間 ( 世界自殺予防デー）　　
　27 年 9 月 10 日（木）7；30 ～ 8：30　
　自殺予防週間初日に、三重県健康づくり課、松阪市
　役所等と協働で、津駅・中川駅・松阪駅等で早朝街
　頭啓発を行います。

これからの活動予定

第 9 期生養成講座開講

第 3 回講義・西田先生第 1 回講義・清水先生
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　いのちの電話の相談員って何だろう。金銭でもなく、名誉でもなく、また義務でもなく、自分
の自由意志によって、自分の生活の一部を電話の向こうにいる、人生の危機に直面している
人々、孤独のなかにある人々の良き隣人として話を聴かせて頂き、不安、不平の吸い取り紙と
して、そっと寄り添うのが相談員だと思う。
　相談員は医者でもなく、ケースワーカーでもなく、職業的カウンセラーでもなく、あくまで
も良き隣人でありたい。とは言え、全国の相談員のなかには高度な専門的資格保持者から専業
主婦まで職業も多様である。
　そのなかで相談員を続けてこられたのは、健康に恵まれ、家族の協力を得て、仕事の遣り繰
りをして今日もまた相談電話をとらせていただいている。今ここに生かされていることに感
謝しこれからも自己変革に努めたい。

　人生という流れの中で「いのちの電話」に携わるようになり相談者からの様々な心の声に耳を傾ける事の難しさ
にぶち当たり、同期生との交流、先輩からの助言を得てなんとか“ いのち電話相談員 ”という舟を漕いできた
一年半。時にはおせっかいなおばさん根性が首をもたげ、舟の行く手を曇らせる。
そんな時ある文章が目に入った。
　「真の援助とは、その人の障害となる物を取り除いてやる事ではなく、障害を乗り越えていけるよう、その人の内
なる力を呼び起こしてやる事だ」　　　　　スイスの哲学者　　カール・ヒルティ

養成講座の野外授業のプログラムの１つ・パートナーに導かれたブラインド・ウォークを思い出す。その時の私
は体調を崩し満身創痍の状態。　心が萎えたまま一歩一歩の足の感覚だけの世界だった。大きな不安の中そっと差
し出された先輩の手の温もりが不安を取り去った。私の内なる力を顕現させたのは人の温もりだった。

　「三重いのちの電話」の立ち上げからいろいろとご尽力下さった、杉山理事（監事）・野殿理事・本当に長い間
「三重いのちの電話」のために一所懸命取り組んでいただきました、お二人に心から感謝・御礼申し上げます。
これからも相談役として、私たちをご指導していただきますように心よりお願いいたします。

　来年 5 月の 15 周年に思うこと。正会員、賛助会員様をはじめ、ご寄付を賜る皆様方に資金面で「三重いのちの電
話」を支えていただいております。研修等で支えてくださる講師、スーパーバイザーの先生方、バザーの物資ご提供
してくださる皆様、お手伝いしてくださるボランティアの皆様方、その他多くの方々のご協力によって「いのちの
電話」は支えられています。相談員一同皆様方に感謝申し上げます。相談員も無報酬の中家族の介護、孫の子守り、
仕事と両立、病気療養 ,、その他多忙の中何とかやりくりをしながら家族の協力のもと、精一杯頑張って毎日の電話
相談業務に支障のないように電話をとり続けております。今後とも皆々様の温かいご支援を賜りますようよろし
くお願いいたします。　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　☆･*:.｡. .｡.:*･☆*:.｡. .｡.:*･☆*:.｡. .｡.:*･☆

電話相談活動を背後から支えていただく活動ボランティアです。
事務・統計・広報等々のお手伝いをしていただくボランティアです。
事務、統計は少しパソコンをお手伝いしていただけると有難いです。
広報は「三重いのちの電話」主催の講演会・チャリティコンサート・バザー等への
参加・協力・広報誌の発行･発送･配布のお手伝いをしていただくボランティアです。
・活動は無報酬のボランティアです（電話相談員さんと同じ無報酬ボランティです）
・事務・統計は、週 1・2 回　２～３時間お手伝いをしていただけると有難いです。
・その他、詳しい事は事務所にお問い合わせください。
・多くの皆さまのご協力をお待ちいたしております。
  ０５９－２１３－３９７５（13：00 ～ 16：00）までお電話ください。
電話相談活動を背後から支えていただく活動ボランティアです。

自身の余時間を　何
かの為に奉仕できれ
ばと思い　応募して
スタート　しましたが
今では、自分らしさを
発見し続ける機会と
しての大切な時間に
なっています。　

【相談員のつぶやき】

【お願い】　【活動ボランティア募集】

Ｍさん（１月20日）　金婚式おめでとうございます
50 回目の結婚記念日おめでとうございます。
雨にも負けず風にも負けず、この 50 年間をお互いに
しっかりと支え合ってこられたご夫婦に乾杯！
これからも、良き先輩として、ご健康でいつまでも
仲睦まじいご夫婦でいらしてくださいね。
いつも私たちを支えて戴きありがとう！　感謝！

私を　花に　譬えると、月見草。私生活も、

ずーっと、陽の　当たる　所には、あんまり、

出なかった。・・・。　出ると　枯れて　しまう。

私は、心身共に陰が、似合っている。

これからも、月見草で　いたい。

陰で、力に　なりたい。　　　　　　　　　

　　　　　　　    　（すずらん　　　　）
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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平成２７年度総会報告
　　　　　　　　　平成27年5月23日(土)10:00～12:00　　三重県生涯学習センター視聴覚室

平成27年度総会が、出席者141名(本人出席48名、委任出席93名)のもと開催され、全議案が原案通り承認されました

その概要を報告いたします。

1.平成26年度事業報告

　　・日本の自殺者は、3年連続して3万人を下回ったとはいえ、極めて厳しい事態にある。(全国24年・27,858人

      25年・27,283人、26年・25,374人　三重県24年384人、25年408人、26年356人)

　　・平成26年度末入会済会員(個人・団体)正会員106人、賛助会員166人計272人。正会員・賛助会員とも減少

      傾向にあり、今後も会員拡大の努力を続けていく必要がある。

◇ボランティア電話相談員による電話相談活動

　相談員55名が交替で毎日18時～23時、毎月10日8時～翌日8時迄相談の実務に就いた。

　平成26年通常電話相談受信状況7,648件、月平均637件、相談員延1,929名対応

　平成26年フリーダイヤル受信状況607件、月平均55件(8月中止)、相談員延128名対応

◇養成研修

　・認定ボランティア電話相談員(第1～第8期生)の継続研修(グループ別研修及び合同研修)が行われた。

◇広報活動

　・ニュースレター年3回(4･8･12月)発行、発行部数各6,000部・三つ折りパンフレット、自殺予防啓発カード作成

　・世界自殺予防デー(H26.9.10)、自殺予防月間(H27.3)に県等と協働で早朝街頭啓発活動　等

◇講演会

　・三重いのちの電話協会総会記念講演会(H26.5.24　県男女共同参画センター)　講師　齋藤洋一氏

　・自殺防止講演会(H26.11.16　伊賀市ゆめぽりすセンター)　講師　猪野亜朗氏　　等

◇募金活動及び募金活動と連携した広報

　・「フレンテまつり」への参加(H26.6.7～8　フレンテみえエントランス他)

　・みえ生涯学習ネットワーク交流会への参加　伊賀フェスティバル(H26.9.21)、地域「学」フェスティバル(H26.10.18

　・イオン(株)ジャスコ久居店・マックスバリュー中部(株)港町店幸せの黄色いレシートキャンペーン団体登録継

　　続申し込み及び助成

◇日本いのちの電話連盟及び他団体行事への参加

　・三重県公衆衛生審議会自殺対策推進部会出席 ・第32回いのちの電話相談員全国研修会ぐんま大会への参加

　・アルコール健康障害対策基本法の集いin三重への参加　・県犯罪者支援協議会通常総会出席　等

2.平成27年度事業計画

　・ボランティア電話相談員による電話相談を、毎日18時～23時迄1年365日休まず実施する。

　　フリーダイヤル電話相談を毎月10日8時～翌日8時迄の24時間、全国のセンターと一体となって実施する。

　・第9期生ボランティア電話相談員養成講座をH27.4からH28.8迄実施する。

　・H28.5開局15周年を迎えるにあたり、開局１５周年記念事業準備委員会で記念事業内容を検討する。　等

3. 平成26年度収支決算・平成27年度収支予算

　　(決算)　収入　6,617,400円　支出　4,991,614円　　収支差額　1,625,786円

　　(予算)　収入　6,960,000円　支出　6,960,000円　　収支差額　        0円

4.役員の選任・・・次のとおり選任されました。　　　　　　　◯印は新任　50音順、敬称略

◯    猪野 亜朗 ◯ 井村 正勝

   田中 　彌    珍道 世直

   山口 洋子 ◯

監事 ◯ 黒川 正機 顧問    清水 將之

　　・役員選任後、理事の互選で、理事長に鈴木秀昭氏、副理事長に珍道世直氏が選任されました。

　　・長年勤められた理事の野殿照子氏、田中善彦氏、飯田正司氏、監事の杉山勉氏は退任されました。

　　　なお、杉山勉氏と野殿照子氏は、相談役に就任されました。

理事

池山 喜三男

鈴木 秀昭

古庄 憲之

今井 富久翁

谷口 由美子

山下 　満

大原 多智子

西村 昭彦

加藤 謙一



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４８号紙面に掲載させていただいております。
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三重 電話 電話受信状況

年代別･男女別

不明

知 三重 電話 相談活動 適正 行 電話 録音
録音 外部 電話番号 表示 個人

特定 三重 電話協会 上 月 掲載

電話相談活動 休止 電話相談員 身 安全 為 電話相談活動 休止
平成 年 月 日 木 三重県全域 大雪警報発令 為
平成 年 月 日 月 台風 号 警報発令 為

認定特定非営利活動法人 三重 電話協会 年 月 日発行 発行人 鈴木秀昭 編集 広報委員会
事務局 津中央郵便局私書箱 号   

朝 翌朝
時間電話 日本全国北 北海道 南 沖縄

全国各地 引 切 無 掛
通常電話 自殺願望 方 電話 多
眠 人 悩 苦 日

無料 待 望 掛 電
話 繋 繋 電話 向

嬉 第一声 申 訳 気持
電話 向 相手 方

寄 添 共感 聴

男性

女性

年代別 男女別相談件数

笑
顔

周

明

通常電話 ２０１４年１０月～２０１５年３月

１．月別・男女別相談件数

10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
男性 321 316 289 295 297 299 1817
女性 297 299 315 267 288 309 1775
合計 618 615 604 562 585 608 3592

＊自殺傾向

10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
男性 39 34 28 31 21 30 183
女性 40 33 40 28 36 40 217
合計 79 67 68 59 57 70 400

２．年代別・男女別相談件数

９歳以下 １０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代以上 不明 合計
男性 0 80 176 363 393 272 87 0 446 1817
女性 0 25 108 259 301 359 257 96 370 1775
合計 0 105 284 622 694 631 344 96 816 3592

３．問題別・男女別相談件数

分野 人生 経済・社会 家族・家庭 人間関係 保険・医療 その他 合計
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

男性 246 5 96 32 151 59 10 101 127 166 547 9 268 1817
女性 265 11 72 27 178 58 7 266 96 69 622 10 94 1775
合計 511 16 168 59 329 117 17 367 223 235 1169 19 362 3592

フリーダイヤル　２０１４年１０月～２０１５年３月
１．月別・男女別相談件数

10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
男性 36 40 29 33 23 24 185
女性 21 24 24 24 25 26 144
合計 57 64 53 57 48 50 329

＊自殺件数

10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
男性 12 6 4 7 9 8 46
女性 10 12 7 6 8 9 52
合計 22 18 11 13 17 17 98

２．年代別・男女別相談件数（自殺傾向）

９歳以下 １０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代以上 不明 合計
男性 0（0） 8（0） 12（1） 39（12） 44（10） 23（7） 13（6） 2（1） 44（6） 185（46）

女性 0（0） 0（0） 12（6） 23（8） 39（12） 35（14） 9（3） 5（4） 21（5） 144（52）

合計 0（0） 8（3） 24（7） 62（20） 83（22） 58（21） 22（9） 7（5） 65（11） 329（98）

３．問題別・男女別相談件数（自殺傾向）

分野 人生 経済・社会 家族・家庭 人間関係 保険・医療 その他 合計
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

男性 37（１３） 1（0） 10（2） 2（0） 　9（1） 3（0） 1（1） 14（5） 13（2） 11（５） 62（17） 2（0） 20（0） 185（46）
女性 26（12） 1（0） 　3（1） 6（1） 17（5） 1（1） 2（0） 　8（1） 　1（1） 　6（1） 63（28） 6（1） 4（0） 144（52）
合計 63（25） 2（0） 13（3） 8（1） 26（6） 4（1） 3（1） 22（6） 14（3） 17（6） 125（45） 8（1） 24（0） 329（98）


