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「Give Give & Given」

認定特定非営利活動法人 三重いのちの電話協会 No.51/2016/12/１   

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 － ７ ３ ８- ５ ５ ６ 毎月10日8時～11日8時

　「今時の若い人」のなかには、価値観のまったく異なる人がいて、私のように旧世代の人間にはなかなか理
解しにくいのですが、素晴らしい考え方の若い人 がいるのです。彼の書籍から引用させていただきますと、彼
はビジネスで成功したければ、「寄付する」ことがその練習になる、というのです。なぜならば、ビジネスの根幹
は人に喜んでもらうこと、楽しんでもらうこと、助かったと言ってもらうことである。喜んで貰った結果として売上
がある。その逆はない。売りつけることが､自分の利益のためであると、お客さまに簡単に見透されてしまう。 
見返りを求めず まず与える。が、これはなかなか難しい。〇〇したら、ＸＸ がもらえる 事に慣れているからだ。
例えば、アルバイトをしたら、お金をもらえる･･･､これが当たり前ですね。

　無条件で与える練習が出来るのが「寄付」なのです。見返りを求めない寄付を何度もやっていると、与えるこ
とが普通になって、発想が変わる。何も返ってこなくともモチベーションが下がらない。そして仕事を楽しむこと
が出来るようになると、長～いスパンで返ってくる。いつかお金持ちになったら「寄付」を...と思っていると、余裕
のない人間になってしまう。 寄付することによって余裕が出来、自分に良いラべリングができて自信とパワー
を与えてくれる、つまり 与えることによって与えられるのです。 つまり、ギヴ アンド テイク･･･でなく、ギヴ ギヴ 
アンド ギヴン･･･なのです。  

　皆さんご存知の､アップル・コンピュータを作った「スティーブ・ジョブズ」は、多額の寄付をしています･･･こうい
うと、大抵の方は「お金持だからできるんだよね。」と、おっしゃいます。が、彼は自宅のガレージで貧しい中､
ほそぼそとコンピュータを開発している頃から寄付を続けていたのです。つまり、お金があるから寄付をする
のでなく、寄付をしているから､お金持ちになったのです。この発想がすごい･･･と、私は思います。発想が逆
(？)なのです。 

　これは、三十四歳の駒崎弘樹クンに(本から)教えて貰ったのです。 ご年配の方々は、「書生っぽい」、「青い」
とお思いの方もあるかも知れません。が、私は 彼らこそ、社会を変えてくれると思っているのです。  

  「いのちの電話」にかかわっている方々は、お金の寄付と同じで 自分の「能力」と「時間」を寄付していると、
考えてよいでしょう。自分の持てるものを無償で提供することによって、返ってくるものは「幸福感」であったり
「達成感」であったりするのではないでしょうか。 
　私は、他人に頂き物をもらって、お返しをするのは失礼ではないかと思っています。なぜならば、自分が他人
に何かをして差し上げた時、直ぐお返しをされると、何かお返しを期待して差し上げているような気がするので
す。ただ、喜んで貰う､感謝していただける･･･それだけで充分ではないかと思うのです。差し上げて、受け取っ
て貰えればそれがうれしいのです。  

　最近かかわっている「少林寺拳法」も、創始者の故 宗道臣は、「半ばは自分の幸せを、半ばは他人の幸せ
を」と、説いて日頃の稽古にはげんでいました。小さな子どもたちが、気合とともに互いに技をかけ合う姿を見
ていると、とても微笑ましく、和やかな気持ちになってきます。それも、相手を思いやる心があるからだと思い
ます。 
　明石家さんまが言っている「生きてるだけで 丸もうけ」も、至言ですが、他人のためになれば大儲け･･･では
ないでしょうか。 

 ※参考 駒崎弘樹「社会を変える」お金の使い方 　英治出版（株）2010年12月25日 第1版  

三重いのちの電話協会　理事

井村 正勝（直瑛）
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三重いのちの電話近況ご報告

◆熊本地震フリーダイヤル・研修会
・平成 28 年 9 月 22 日（木）
・連盟と熊本いのちの電話より講師派遣（２名）
・熊本地震フリーダイヤル７月１日より、熊本センタ
ーを含む九州沖縄地区８センターが共同で　「熊本地
震フリーダイヤル」を開設
＊転送手続きが正常に作動せず、不具合が発生したた
め、愛知、島根、岐阜、三重の各センターに協力要請が
あり三重等では 10 月 1 日から協力いたしております。
＊7 月 8 日熊本いのちの電話に熊本地震義援金 62,000
円を送金させていただきました。

◆ポケット型自殺予防啓発カード配布
・平成 28 年 10 月　　　三重県精神保健福祉協議会よ
り助成額 100,000 円を賜り、ポケット型自殺予防啓発
カード 18,000 枚を印刷、県教育委員会及び県私学協会
を通じて高校１年生全員に配布していただきました。
一人でも多くの方の自殺予防に役立てていただけれ
ばとの思いを込めて配布させていただきました。　　

◆自殺予防強化月間駅前啓発活動
平成 28 年 9 月 9 日（金）7：20 ～ 8：30　　
世界自殺予防デー（自殺予防週間）早朝街頭啓発活動
自殺予防月間・三重県健康福祉部医療対策局健康づく
り課・松阪市と協働で　津駅東口・西口・伊勢中川駅・
松阪駅で通勤、通学者等に「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
ビニール袋に入れ配布し、自殺防止啓発活動を実施致
しました。

◆第 3４回いのちの電話相談員
　　　　　全国研修会なら大会参加
・平成 28 年 9 月 15 日（木）～ 17 日（土）　
全国各地より 823 名の相談員が集い、各センターと交
流し活力をいただいてきました。（当センターより 22
名参加）
河合俊雄先生の素晴らしい基調講演と、2 日間中身の
濃い研修を受講してまいりました。

◆幸せの黄色いレシートキャンペーン
　　　　　　　　継続参加申し込み
・平成 28 年 10 月
マックスバリュー中部（株）港町店
Ｈ28.3 ～Ｈ28.8⇒491,008 円・１％相当 4900 円分の
寄贈を賜りました。
＊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。

◆いのちの電話東海ブロック研修会　於 岐阜市
・平成 28 年 11 月 20（日）
【協議事項】・養成講座受講生減少への対応
　　　　　・電話相談員の資質向上を考える
　　　　　・頻回者通話者への対応
　　　　　・副理事長・理事出席

◆国際ソロプチミスト三重・寄付金贈呈式
・平成 28 年 11 月 19 日（土）
　ホテルグリーンパーク津　　　　於
・鈴木理事長・田中理事が出席させていただき
　寄付金 300,000 円を賜りました。

＊いつも多額のご支援を賜り心より有難く感謝、御礼
申し上げます。
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。
電話相談活動を発展させるため、今後ともご理解ご支
援賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

◆第 30 回「東海・経営と心の会」
・平成 28 年 9 月 30 日（金）
  於・ウェスティン名古屋キャッスルホテル
・特別賞贈呈式（副賞 10 万円）
理事長・副理事長出席

「東海・経営と心の会」は、今年を持ちまして会が解散
されるとの事、長きに亘りご支援賜りましたこと、心
より感謝、御礼申し上げます。

◆第９期生ボランティア電話相談員認定式
・平成 28 年 9 月 10 日（土）
1 年半の長い研修と実習を終え、鈴木理事長より認定
証を 10 名に授与され、三重いのちの電話相談員とし
ての第一歩を踏み出されました。　　
ほんとうにお疲れ様でした。

◆三重いのちの電話・自殺防止講演会             
日時：平成 28 年 7 月 23 日（土）13：30 ～ 15：00　( 受付 13：00）
場所：三重県生涯学習センター　２F・視聴覚室
演題：「うつ病と自殺防止」
講師：三重県立こころの医療センター院長　
     　　　　森川　将行先生
＊森川先生の「うつ病と自殺予防」の
ご講演は、初めての方にも解り易く
素晴らしいご講演でした。
＊多数のご参加いただき有難うございました。
＊ご貴重なアンケートを沢山いただきまして有難うござい
ました。

厚生労働省自殺防止対策補助事業

毎月10日に実施されているフリーダイヤルの番号が変わりました。

お知らせ

０１２０－７３８－５５６　→　０１２０－７８３－５５６

つながると良いね

◆第 10 期生ボランティア電話相談員
・平成 28 年 9 月 24 日養成講座・開講式
この日から１年半の研修と実習を受けていただきま
す。（14 名）認定式まで頑張ってくださいね。
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【つぶやき】

　９期生の皆様　長い研修ご苦労様でした。
お待ちしておりました。
いろいろなＴＥL もあると思いますが
共に楽しくがんばりましょう。
私たちも初心にもどり、電話の前に座りたいと思います。
これからもよろしくお願いいたします。

　９期生の皆様　長い研修を終えられて、みごと相談
員として活躍いただけることとなりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
私共も慣れにながされずに、新鮮な気持ちで臨みたい
と思います。新たな刺激を期待しております。

　スタッフの方、先輩方の御指導、
励ましと、同期生の支えにより、ど
うにかスタートラインに立てまし
た。
ありがとうございました。
わずかな実習の期間でも聴く事の
難しさを経験しました。自分の限界、
相談員の責任をわきまえ、気負わず
少しでも長く、利用者の話に耳を傾
ける相談員でいたいと思います

　心温まる集いを催していただきありがとうございま
した。
諸先輩方の優しさを一身に受け止めさせて貰ったひとと
きでした。ライフワークを終えやっと緊張感から解放さ
れ、安易な気持ちでのボランティア応募でした。けれども
研修を重ねるにつれて電話相談員としての責務に重圧を
感じ、私には到底出来ないと思うことばかりでした。
認定証をいただいた今でも、自信の持てない私です。
実務実習のとき、グループの先輩の方たちは、いつも気遣
って声をかけてくださいました。　その何気ないまざし
や心配りに本当に嬉しくたくさんの元気をもらいました。
仲間として迎えられ、一緒に歩んで行ける活動に感謝し
ています。　私は、これからも自己研鑽を積み、先輩の
方々に少しでも近付けるよう　力量を高めるとともに、
素晴しい皆様方との出会いを大切な宝物として　心に
刻んでおきたいと強く思いました。

　約 1 年半の研修を終え、認定していただきましたが、
担当の日は朝から緊張してしまい、毎回毎回　傾聴で
きていたか、自己反省の日々です。
引きずらないように置いていくため、先輩方に聴いて
いただくことが多いかと思いますが、よろしくお願い
します。

　昨年の 4 月に研修が始まった頃は、どうなることかと
思っていましたが、何とか無事に認定して頂きほっとし
ています。しかし認定はゴールではなくスタートなので
今一度気持ちを引き締めなければと思っています。心の
こもった歓迎会を開いて下さりありがとうございました。
お仲間に入れて頂き、出来るだけ長く活動を続けること
が今の私の目標です。

　９期生の皆様をお迎えし、心から嬉しく喜んでいま
す。志を同じくする方が増し、加わって下さり　心強
い限りです。　18 時より 23 時という出にくい時間、
目立たない「地の塩」としての働きです。
まずは、御自分を大切に。ご家族、仕事等の係わりの中
で戸惑いもおありのことと思います。
適度にストレスを発散させながら・・・・・
末永く続けていただけたらと願っています。

第１０期生ボランティア
　　　　　　電話相談員養成講座
・開講式
　第 1 課程第 1 回　　テーマ　「傾聴とは」
　・講師　　　石本　勝見　氏
　　・新潟いのちの電話　　前理事長
　　・新潟中央短期大学学長　
＊貴重なご講演ありがとうございました。

　「傾聴ー聴くことについて」
１、聴く 聞く 訊く （効く）２、聴く 理解と共感
３、聴くことの実際（実践）4、電話相談の意義
＊今年初めて三重に講師としてお迎えいたし
ました。分かりやすく、楽しく素晴しいご講義
をしていただき、相談員も気付かされるとこ
ろも多々あり、初心に戻り多くを勉強させて
戴きました。ご遠方の中お疲れ様でした。

正会員、賛助会員、ご寄付賜りました多くの皆々様
今年も温かいご支援をいただき、心より感謝・御礼申し上げます。
今後ともご理解ご協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。

牧野ＳＶと石本先生

○　相談員一泊研修・質疑応答を含め和やかに良い研修会が催されました。

９期生認定を受けての一言
９期生を迎えての一言　　

お待ちいたしておりました。

研修１

　「アイスブレイク」
　「伝言ゲーム」
　「名刺作り（コラージュ）」

　☆理事長、理事 3 人参加

研修２　西山浩哉先生
　　　　（スーパーバイザー）

「私の臨床経験から」
（女性相談、児童相談、犯罪被
害者等）
･質疑応答

研修３　猪野亜朗先生
　　　　　　（精神科医）
　「精神科医の経験と自殺」
・統合失調症の多くは、治療中
　の死亡
・予見は難しい
・強いて言えば、希望の喪失と
　孤立
・攻撃性の強さ
・質疑応答、意見交換

研修４　山下満先生
　　　　　　（研修委員長）
　「原点にもどって」
・初心の気持ち（動機）と今の気
　持ち
＊先生がお話になられ、続いて相
　談員がフリートークしながら、
　先生と原点にもどり新鮮な気
　持ちで相談業務に就けるよう、
　話し合いました。
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【つぶやき】
◆ちょと嬉しい温かい気持ち
９月９日（金）7：20 ～ 8：30
街頭啓発活動中、この日は、 朝から爽やかな風が吹き、心地良い活動の中 何人かの学生さんから「おはようござい
ます」と元気な明るい声が聞けて とても嬉しく思いました。 今年は、多くの学生さんにもパンフレットを受け取
っていただけました。 若い方々が、いのちの電話に興味を持っていただく事は本当に嬉しい事です。  

◆いのちの電話相談員全国研修会・なら大会に参加して
・大会テーマ : 寄り添い人の華輪を創る
　「華」という字は、名もしれぬ雑草が咲かせる「ハナ」の古字で、群がって咲くとき、その彩りは匂い立つ輪を描　
　き、美しく人々の目を引き付けます。
　「いのちの電話」の活動は、目立たずに匿名性を守る中で「寄り添い人」を目指しています。その姿は、この「華」　
　の現すイメージと重なります。　互いの手と手を重ねあわせ大きな集いの輪を創りましょう。

・2日目の９つの講座の中から「院内学級」に学ぶより
　・講師　：　元奈良県立医科大学附属病院院内学級教師　　阪　中　順　子　氏　　（日本自殺予防学会理事）
  病院入院中の中学生を担任した経験をとおして病と闘いながら生きようとする子どもたちの生きる力（生きよ 
     うとするエネルギー）に圧倒され、励まされたことを語られ、この経験が命の在り方について深く考えるきっ
     けとなり、若者への自殺予防活動をライフワークにする生き方の出発点になったことを聴かせて戴きました。

○言葉の向こうにあるものへの理解
　・「一人が良い」という子どもに、　　　友だちや信頼できる人を求める気持ちが潜んでいる。
　・「親は嫌い」という子どもに、　　　　親を求める気持ちが潜んでいる。
　・「何もしたくない」という子どもに、　「何かしたい」という思いが潜んでいる。
　・「自分はつまらない人間だ」という子どもに　　「自分はこれでよい」と思いたい気持ちが潜んでいる。
　■　孤立と孤立が、子どもを追いつめる。　　孤立と孤立には「人」が必要。

○危機にある子どもにどう関わるか
ＴＡＬＫの原則
　Ｔell：心配していることを、言葉に出して伝える　
　Ａsk：「死にたい」という気持ちや背景について率直に尋ねる
　Ｌisten：絶望的な気持ちを傾聴する（Ｘ　話をそらす、助言、叱責）
　Ｋeep safe：安全を確保する（連携）　　

◆橿原神宮
畝傍山（うねびやま）の北東の麓、橿原神宮に北接する神武天皇陵は、円丘で周囲は約 100m、高さ 5.5m の広い植え
込みがあり、幅約 16m の周濠をめぐらせています。 
日本書紀、古事記によると、初代天皇とされる神武天皇（在位：前 660 年～前 585 年）は日向（宮崎）地方から、瀬戸
内海を東に進んで難波（大阪）に上陸しましたが、生駒の豪族に阻まれたため、南下して熊野に回りました。そこで
出会った 3 本足の「八咫烏」（やたがらす）というカラスに導かれて、吉野の険しい山を越えて大和に入り、周辺の勢
力も従えて、大和地方を平定しました。そして、紀元前 660 年の 1 月 1 日（新暦 2 月 11 日）に橿原宮で即位し、初代
の天皇になられたそうです。

神武天皇陵 橿原神宮鳥居 橿原神宮

耳寄りなお話【脳卒中予防法】　《永久保存》
一生に一度だけ飲むだけで、脳卒中で絶対に倒れない方法
貴重な資料との事です。紹介させていただきますので是非試してみて下さい。
国分寺市の養護老人ホーム「庭昌閣」で体験しているということで、
国分寺市及び著名人方面で、大変評判になっているそうです。
数千人の人が試され、そのことごとくの人が健在であるという実験済みとのことです。

《ポイント》
・製法は必ず番号順番に入れる事。
・出きるだけ、一品を入れる毎に良くかき混ぜる事。
・梅の塩漬けのころ、入梅の６月頃にはふきも梅も手に入ります。
＊この飲み物は、一生に一度だけ飲むだけで良いのです。
＊何度飲まれても良いのですが、一度お試し下さい。

《飲み物の作り方　一人分》
①鶏卵　１個　（白身のみ）
②ふきの葉の汁　小さじ３杯
＊生のふきの葉を３～４枚刻 んで
　すりつぶし、それをこした汁
　（ツワブキはダメです）
③清酒　小さじ　３杯
　（焼酎はダメ）
④梅漬　（青梅）１個をすりつぶす

＊土用干しした梅干はダメです
　塩漬けにして軟らかくなったも
　のを使用する

この資料は福岡市の校長会で配布されたものだそうです。

救いを求める
叫び

○自分・友だちのＳＯＳ
☆きづいて　　　　　　　　　　
☆よりそい　　　　　　　　　　　　
☆うけとめて　　　　　　　　　　
☆しんらいできる大人に（専門機関）
☆つなげよう　
　　　　　自分で解決できないかも・・・・・　
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2016年4月～9月

○通常電話 相談時間　毎日18：00～23：00

4月 5月 6月 ７月 ８月 9月 合計
男性 224 290 257 313 292 283 1659
女性 331 321 326 287 305 285 1855
合計 555 611 583 600 597 568 3514

殺志向男 17 21 12 22 28 29 129
殺志向女 55 42 45 36 38 51 267
合計 72 63 57 58 66 80 396

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 66 177 285 326 277 104 4 420 1659
女　性 0 27 86 306 421 274 286 80 375 1855
合　計 2 88 286 596 668 593 269 83 808 3514

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 209 10 105 33 115 47 1 103 115 108 526 6 281 1659
女　性 246 9 82 22 197 64 3 273 112 93 666 14 74 1855
合　計 455 19 187 55 312 111 4 376 227 201 1192 20 355 3514

○フリーダイヤル 相談時間　毎月10日8：00～11日8：00　　　

4月 5月 6月 7月 8月 9月 合計
男性 27 38 25 43 37 36 206
女性 36 27 30 28 20 31 172
合計 63 65 55 71 57 67 378

殺志向男 4 10 4 4 6 11 39
殺志向女 6 8 11 6 4 9 44
合計 10 18 15 10 10 20 83

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 9 7 25 63 38 11 4 49 206
女　性 0 1 11 25 48 33 24 4 26 172
合　計 0 10 18 50 111 71 35 8 75 378

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 21 1 15 6 7 6 0 14 9 7 84 1 35 206
女　性 27 3 4 1 21 7 0 10 6 10 75 2 6 172
合　計 48 4 19 7 28 13 0 24 15 17 159 3 41 378

保健・医療 その他
３．問題別・男女別相談件数

人生 経済・社会 家族・家庭 人間関係

人間関係 保健・医療 その他

1．月別・男女別件数　

２．年代別・男女別件数

三重いのちの電話相談受信状況

1．月別・男女別件数　

２．年代別・男女別件数

３．問題別・男女別相談件数
人生 経済・社会 家族・家庭

認定特定非営利活動法人 三重いのちの電話協会2016年6月10日発行 発行人 鈴木秀昭 編集 広報委員会
事務局〒514-8691津中央郵便局私書箱25号TEL・FAX 059-213-3975 HPアhttp://www.jona.or.jp/~mie-inochi/

◆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28年9月20日（火）台風1６号による警報発令の為（18：00～23:00）
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