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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.56/2019/6/1

　　２０１９年５月、元号が平成から令和になりました。その日をもって全く違う世に移り変わったわけではありま

せんが、平成という時代へのある種の惜別感と令和という時代へのなんとない高揚感に包まれたのは私ば

かりでなく、きっと多くの方もそうした気持を持たれたのではないかと思っています。

   そうした中で、ある方は正にカレンダーどおりの１０連休だった方もいれば、一方で世間が休みならば逆に

仕事一色だった方も多くみえたことと思います。ただ、１か月が過ぎてしまうとまたいつもどおりの日常に戻っ

ている自分に気がつきますが、休みを概ね取れたわが身としては、少しばかりの惜別感と高揚感に包まれな

がら、ちょうど級友に会いに旅行もできて、大袈裟に言えば人生や生き方についてちょっと振り返りの時を持

つことができたと思っています。

   人は多かれ少なかれいろいろな悩みを持っているわけですが、人によっては自ら克服する人もいれば、人

に相談したり、支えられたり、神仏に頼ったりとこれもまた人それぞれ様々です。私もそのようにしてその時々

では家族であったり友であったり、話をし、相談することで歩んできたように思います。

    さて近年、日本の自殺者数は減少傾向となっています。昭和５３年の統計開始以来最も多かった平成１５

年の３４，４２７人をピークとして、平成２３年まで１４年連続して３万人を超えていましたが、平成２４年以降３

万人を下回り、平成３０年は２０，８４０人となっています。しかしながら、若年層（特に１０歳代）の自殺死亡率

は横ばい傾向が続いており、また若年層の死亡原因の上位３位が自殺、不慮の事故、悪性新生物となって

いますが、欧米諸国では事故が第１位であるところ日本では自殺が第１位となっているのが現状です。

   自殺の多くは、多様で複合的な原因と背景を有しており、様々な要因が連鎖する中で起きているとされて

います。しかし、どの要因をとっても少し話ができたり相談ができるところ・人があればまた状況も変わるので

はないかと思います。

   今、「いのちの電話」のみならずいろいろと相談できる窓口が開設されていますが、そこにたどり着くことが

できればまた違った生き方につながる道しるべになるのではと思います。

   私は県行政の中で福祉や医療の分野に携わったことから当時、「いのちの電話」という取り組みを外から

知る機会を得ましたが、改めて理事という立場で中からの関わりを持つようになって、その多岐にわたる活動

や、なにより相談員の皆さんの日頃の努力と活動を改めて知ることとなり、聞くと見るでは大違い、本当に頭

の下がる思いです。

   こうした地道な活動により、自らの命を絶つようなことが少しでも減らせて、明るく希望の持てるような人が

一人でも多くなればと、令和という時代の始まりにあたって願う次第です。

   

　　　   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 ８ ３－ ５ ５ ６                             毎月 10日8時～11日8時 
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　　◆フレンテまつり参加
　日時　：令和元年6月2日（日）・時間：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77,600円・募金箱3,480円　

　　ご協力に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

　　　として協会へ納金） 　

＊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。

三重いのちの電話近況ご報告

◆オリエンテーションにて相談活動を讃え表彰
　平成31年4月7日（日）

　・二人目となる二千時間超え一人と、一千時間超え三　

　　人　（一千時間超の相談員さんは23名になりました）

　　ここまで良く続けていただいたと感謝の念で一杯です。

　　そのご労苦に深甚なる敬意と感謝を表します。

　＊ご家族様のご理解、ご協力に心より感謝　御礼申し

　　　上げます。

　

　

◆自殺対策強化月間駅前啓発活動　　
　平成31年3月1日（金）7：20～8：30　

　・自殺対策強化月間初日・三重県医療保健部健康づく

　　り課・松阪市等と協働で、近鉄、JRの各駅　（津駅東

　　口、西口、伊勢中川駅、松阪駅）にて三つ折パンフレ

　　ット、ウェットティシュ等を乗降客に配布し、自殺予防

　　を呼びかけました。　　　　　　　　（当協会参加者9名）

◆第37回いのちの電話相談員全国研修会みえ大会が

　令和2年10月に三重県で開催する運びとなりました。　　　　

　

　☆「ボランティア活動参加・ご協力のお願い」
　　この大会を成功させるためには、日頃何かとご協力賜　

　っております、正会員・賛助会員・ご寄付を賜ります皆々　

　様・三重県民の多くの皆さまのご協力がなければ開催す　　

　　ることができません、いろいろなボランティア活動のお手

　伝いを多くの皆さま方にお願い致したく存じます。　　　

　

　☆【ボランティア募集要項】詳細は次号にてお知らせいた

　　　します。

　　決定しだいHP上、事務局にお問合せいただければお知　　

　　　らせできるようにいたします。
　

　　甚だ勝手なお願いではございますが、

　お一人でも多くの皆さま方にご協力

　いただけますよう、何卒よろしく

  お願い申し上げます。

◆総会記念講演会
　日時：令和元年5月26日（日）　11：00～11：45
　場所：高田会館ホール

　演題：「中世における親鸞聖人の人生観」

　講師：常磐井　慈祥氏（真宗高田派法主）　　   

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊親鸞聖人の人生観：前向きにポジティブで真剣　　

　　　　　　　　　　　な生き方・生真面目、正義的、真摯的な生き方・

　　　　　　　　　　　精一杯全力で生き抜かれた聖人様のお話に引　　　

　　き込まれました。もう少し法主様のお話を拝聴させて戴きたかっ

　たとの声も多く、又の機会にご講演いただけますことを念じてお

　ります。私たちも悔いのない人生を精一杯生きたいですね。　

◆日本　いのちの電話連盟第3回研修委員会
　平成30年12月9日（日）　於　東京　古庄事務局長出席

◆第11期生ボランティア電話相談員養成講座
　令和元年5月　8名の受講生が第2課程を終了

　・5月より6名が電話相談実習に進まれます

　・13月間の養成講座と研修本当にお疲れさまでした。

　＊認定までもう少し頑張ってくださいね！

◆第36回いのちの電話相談員全国研修会おかやま大会

　令和元年10月24～26日　　　　　　於：岡山市にて開催

◆いのちの電話研修担当者中部・近畿エリア研修会　　　　　　　　　　　　　

　　　　　平成31年１月19日（土）　　　　　  　　於・名古屋　

　　・『若者の「こころの危機」はどこから来るのか』　

　　講師・渡辺寛人氏（NPO法人POSSE事務局長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事2名出席

◆日本　いのちの電話連盟第4回研修委員会
　平成3１年2月11日（月）　於　東京

　・養成講座の共通教材、カリキュラムの検討等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古庄事務局長出席

◆連盟モニタリング事業検討会
　平成30年12月8日（土）　　　　　　　於　名古屋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・協議題・通常電話モニタリングのデーター解析及び検討　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古庄事務局長、理事1名出席

　　　　　　　　　厚生労働省自殺防止対策補助事業

　◆三重いのちの電話・自殺防止講演会
　日時　：令和元年6月29日（土）13：30〜15：00　(受付　13：00）

　場所：三重県生涯学習センター大研修室（4階）

　演題：『虐待・犯罪の事例から「いのち」を考える』

　講師：藤原　正範　氏　　鈴鹿医療科学大学教授

　　＊入場料無料　当日直接会場へお越しください　　

　　　　　　　　　　　　　　　

　　☆皆さまお誘い合わせのうえ是非ご来場ください。　　　　　

◆いのちの電話中部・近畿ブロック会議　　　　　　　　　　　　　
　平成31年１月22日（火）　　　　　  　　於・奈良　

　　・講和：各センターの課題、連盟との意見交換　　　

　　　　　　　　　　　　　　　雲井理事長、古庄事務局長出席　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆相談員・スーパーバイザー・役員との懇談会
　　平成31年1月27日　（日）

　　　　・相談員の代表さん方が、いろいろなクイズ・ゲーム形

　　式で頭や身体を使った催し物等を交えながら、楽しい

　　企画を沢山考えていただき、和やかな雰囲気のもと、

　　役員､ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ、相談員一同が童心に返り、夢中

　　になり楽しい一時を過ごさせていただきました。

　　相談員代表さん方、本当に有難うございました。

－２－



認定特定非営利活動法人三重いのちの電話協会令和元年度総会報告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           　令和元年５月２６日(日)９：３０～１１：４５ 津市・高田会館ホール

　令和元年度総会が、出席者166名(本人出席55名、委任出席111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３０年度事業報告

　　・日本の自殺者は、平成30年20,840人と近年減少傾向とはいえ、誠に痛ましい深刻な事態にあります。

　　　三重県では、平成30年は335人、前年より6人減少しました。(全国、28年・21,764人、29年・21,321人

     　三重県28年302人、29年341人　「警察庁・自殺統計及び速報値」)

    　・平成30年度末入会済会員(個人・団体)正会員111人、賛助会員372人計483人。

　　◇ボランティア電話相談員による電話相談活動

　　　 相談員60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きました。

　　　 平成30年度通常電話相談受信状況7,039件、月平均587件、相談員延1,848名が対応しました。

     　　平成30年度フリーダイヤル受信状況688件、月平均57件、相談員延144名が対応しました。

　　◇養成研修及び継続研修

　　　・第11期生ボランティア電話相談員養成講座 平成30年4月開講、閉講式令和元年5月　仮認定者6名

　　　・認定ボランティア電話相談員(第1～10期生)の継続研修(グループ研修、合同研修、個人スーパービジョン)

　　◇広報活動

　　　・ニュースレター年2回(6・12月)発行、発行部数各6,000部・三つ折りパンフレット10,000枚

   　　 ・自殺予防啓発カード25,000枚(県内公私立高校1年生全員及び県民に配付)

　　　・世界自殺予防デー(H30.9.8)、自殺予防強化月間(H31.3.1)に県等と協働で早朝街頭啓発活動 等

  　 ◇講演会

　　　・自殺防止講演会(H30.11.18鈴鹿医療科学大学)「大人の発達障がいの理解と支援を考える」講師・青木省三氏

　　　・総会記念講演会(H30.5.27高田会館)「第3次三重県自殺対策行動計画」講師・楠本みちる氏

　　　◇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(H30.6.2フレンテみえエントランス他)フリーマーケット、自殺予防啓発パネル展示

　　　・イオンリテール(株)イオン久居店及びマックスバリュ中部(株)マックスバリュ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と助成

　　◇日本いのちの電話連盟、他団体行事への参加

　　　・日本いのちの電話連盟社員総会　・三重県公衆衛生審議会自殺対策推進部会

　　　・三重県いじめ防止フォーラム　・こころの健康づくりネットワーク交流会　等

　２．令和元年度事業計画

　　　・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日休まず実施します。

　　　　フリーダイヤル相談を毎月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します。

　　　・第12期生ボランティア電話相談員養成講座を令和元年9月から実施します。

　　　・第37回いのちの電話相談員全国研修会みえ大会の令和2年10月開催に向けて実行委員会を4月立ち上げ

　　　・開局20周年記念事業を令和3年5月開催するため実行委員会を令和2年1月立ち上げ　等

　３．　役員の改選

　　　・田中彌理事、黒川正機監事が退任し、理事に柏木はるみ、監事に棚橋稔が就任　　　

　４．平成30年度活動決算及び令和元年度活動予算

　　　　(活動決算)　収入　8,257,024円　　支出　6,453,104円　　収支差額　1,803,920円

  　 　　　(活動予算)　収入　6,760,000円　　支出　6,760,000円



2019年度（令和元年）

12期生ボランティア電話相談員募集
　人生の途上で、いろいろな人々が悩みを抱えて一人で悩んでおられ　

　ます。その支えになってくださいませんか。　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　        　　

　　　　　　　　　　　　

　　　

＊募　集　期　間　　7月1日（月）～8月31日（土）　　

　　

募集要項はホームページは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　からダウンロードできます。

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

 ＊ご不明な点は事務局までお問い合わせください 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　認定特定非営利活動法人　三重いのちの電話事務局 　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　                                                                〒514－8691　津中央郵便局私書箱25号　ＴＥＬ・ＦＡＸ059－213－3975
　

　　　　　　　　　　　お問い合わせは事務局まで　（土、日を除く毎日 13時～16時）

三重いのちの電話 検索

支援・活動ボランティア大募集
＊電話相談活動を背後からささえていただく活動ボランティアです。

＊総務・広報等のお手伝いをしていただくボランティアです。

＊総務は、月1・2回、２～３時間事務的なお手伝いをしていただくボランティアです。

＊広報は、「三重いのちの電話」主催の講演会時・チャリティコンサート時・バザー時等の

　参加協力・広報誌の発行、発送、配布時にお手伝いをしていただくボランティアです。　　　　　　　

＊支援・活動ボランティアは無報酬です。（電話相談員ボランティアと同じ無報酬です）

＊その他、詳しい事は事務所にお問合せください。

＊皆さまのご協力、ご支援を心よりお待ちいたしております。  

　　　　　　　　　　　　　　　

　問合せ先　　　　　　　　　　　　　　　　
　　認定特定非営利活動法人

　三重いのちの電話事務局（平日（月～金）13：00～16：00）

　TEL　059－213－3975　までお電話ください。

 
　

　　　　　　　　　　　

　

 

 

【令和】何事をするにもよい。めでたいという意味とのこと。

「明日への希望と共に、日本人一人ひとりが大きな花を咲かせる」という願いを込めて、

選ばれたということです。　言葉は、日本最古の歌集「万葉集」の ”梅花の歌”から採用されたそうです

皆さまにおかれましても、大きな花を咲かせ平和で素敵な令和でありますように祈念いたしております。

◆【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 　　毎月11日 　　　　】
　☆マックスバリュ中部㈱マックスバリュ港町店様より平成 30年9月～平成31年2月キャンペーン中の助成4,400円相当

      の商品を賜りました。

　☆イオンリテール（株）イオン久居店様より平成 30年４月〜平成31年2月キャンペーン中の助成7,600円相当の商品を

　　　賜りました。　

    *イオンリテール㈱スタイル津南〈新規〉、マックスバリュウ中部㈱港町店　　幸せの黄色いレシートキャンペーン登録

      団体新規及び継続申込2019年４月～2020年3月　　             

☆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。
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    三重いのちの電話・受信状況（2018年10月～2019年3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したが、２０１９年３月で終了しました。

1.月別・男女別相談件数

月 10月 (熊本) 11月 (熊本) 12月 (熊本) 1月 (熊本) 2月 (熊本) 3月 (熊本) 合計 (熊本) 開局からの総件数

男性 316 (7) 290 (1) 275 (4) 269 (8) 268 (5) 241 (4) 1,659 (29) 男性 68,246 

女性 321 (5) 320 (4) 330 (1) 336 (7) 273 (1) 296 0 1,876 (18) 女性 55,550 

合計 637 (12) 610 (5) 605 (5) 605 (15) 541 (6) 537 (4) 3,535 (47) 合計 123,796 

2.年代別・男女別相談件数（自殺志向あり）

年代 20歳未満 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 不明 合計

男性 75 (1) 130 (5) 286 (43) 331 (39) 252 (18) 231 (12) 10 (1) 344 (31) 1,659 #

女性 22 (5) 79 (17) 200 (30) 435 (46) 373 (52) 350 (66) 94 (10) 323 (32) 1,876 #

合計 97 (6) 209 (22) 486 (73) 766 (85) 625 (70) 581 (78) 104 (11) 667 (63) 3,535 #

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 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 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
男性 30 30 16 24 28 32 160
女性 30 27 24 31 21 25 158
合計 60 57 40 55 49 57 318

２．年代別・男女別相談件数

年代 20歳未満 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 不明 合計
男性 4 (1) 10 0 26 (4) 25 (5) 39 (9) 14 (2) 2 (1) 40 (5) 160 #
女性 3 (2) 9 (3) 13 (5) 34 (12) 31 (6) 27 (4) 3 0 38 (5) 158 #
合計 7 (3) 19 (3) 39 (9) 59 (17) 70 (15) 41 (6) 5 (1) 78 (10) 318 #

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 22 0 4 6 7 3 4 13 7 6 68 2 18 160
女性 20 0 1 2 20 3 1 13 2 10 81 0 5 158
合計 42 0 5 8 27 6 5 26 9 16 149 2 23 318

認定特定非営利活動法人 三重いのちの電話協会2019年6月１日発行　発行人 雲井　純　　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　http://www.jona.or.jp/~mie-inochi 　　  

①保健・医療：社会生活上の様々な要因から、心の病気・身体の病気の相談が多く、特に心の不安や神経症的な訴え、　

　　精神の病気で治療中の人の相談が多いように思われます。②人間関係：職場・グループ・近隣などでの対人関係で　　

　深刻に悩まれる人が多いように思われます。③人生：生きがいや生きる目的がないと訴える人が多く、特に一人暮らし

　の方や、周りに誰も相談する人がおられない方など、人生において孤独を感じておられる人が多くなってきたように思　　

　います。④家族・家庭：家族の扶養や介護・看護で悩んでいる人が多くなられたように思います。
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