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「死　を　考　え　る　こ　と　は・・・」　

　　西 山　浩 哉

三重いのちの電話協会　スーパーバイザー

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

認定特定非営利活動法人 三重いのちの電話協会 No59 /2020 /12/1

　 夏目漱石は「吾輩は猫である」の中で「世界向後の趨勢は自殺者が増加して、其自殺者が皆
独創的な方法を以て此世を去るに違いない。」と予言していますが、私たちは超高齢社会を迎
えて、漱石も言うように「死に方について種々考究」する必要に迫られています。人生如何に
生くべきかから、如何に死すべきかを考えなければならない時代になったとも言えるようです。

　死を考えることは、死ぬ時までの生をいかに生きるかを考えることだとも言われます。死に
向かって生きていると思うと、それを寂しい、虚しいと感じる人もいますが、日本の臨床心理
学の第一人者だった河合隼雄は、死について「各人は自前で、死後生の物語を見出さなければ
ならない。これが現代人に課せられた課題である。死後の生命のイメージを創り出すことによ
って、われわれの人生はより豊かになり、より全体的な姿を取ることになるのである。」と言
っています。

   私は、ちょうど５０歳になったときに、自分の人生はこれが頂点、これからは下り坂の人生
だなぁと思いましたが、「人生下り坂最高！」と「こころ旅」の火野正平さんも言っているよ
うに、新たな出会い、新たな体験、新たな学びがあり後半の人生もなかなかいいものだなぁと
思いました。
   しかし、自分が死を考えることなく今日まで生きのびてこられたのはどうしてかなと考えて
みると、人生の節目節目で様々な人達に認められ受け入れられることで、居場所を与えてもら
ったおかげだと思い至ります。私たちは人から受け入れられ、認められることで生きるエネル
ギーを与えられているのだと「いのちの電話」にかかわるようになって、その思いを強くして
います。

   自殺願望のあった若い女性８人と被害者を探しに行った男性１人が殺害された座間事件の裁
判が始まっていますが、被害者たちは本当はもっと生きたかったのではなかったかと言われて
います。コロナ禍で生きづらさを感じる人がますます増えると思われるなかで、相談員の皆様
には電話をかけてくる人たちの話に耳を傾けることで、その人を受け入れ認めて、生きる希望
を与えるという地道な取り組みをされていることに頭の下がる思いです。本当に大変なお役目
ですが、よりよく生きることを共に考え、共に学ぶというお気持ちで息長く続けていだだくこ
とを願っています。

　  
 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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◆第1２期生ボランティア電話相談員養成講座　

　　・9月30日（水）閉講式（修了証書授与・仮認定者 8名）

　　・令和3年2月の認定式までもう少し頑張ってくださいね。

三重いのちの電話近況ご報告

「新型コロナウイルス感染に伴う当面の電話相談体制について 」 
◆三重いのちの電話協会の電話相談事業は「 緊急事態宣言発令中」の4月20日から5月14日まで活動を休止いたしまし

　　たが、一部特定警戒都道府県以外を解除されました 5月15日から活動を再開し現在に至っております。 　　

◆当面の電話相談体制につきましては、いろいろと協議の結果「一律の枠を設定せず、公共交通機関利用者、健康面で

　　の不安者、仕事関係での活動困難者など、相談員が自主的に個々に判断していただく」　こととさせていただきました。　　　　　　　　　
◆コロナ禍の中、相談員は感染リスク軽減として、うつすかもしれないという意識、マスク着用、換気、消毒、検温など、
　　より一層の感染予防対策を徹底にして電話相談業務に取り組んでおります。

　　　　　　　　　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

　令和2年11月8日（日）14：30〜16：10

　場所：三重県人権センター　・多目的ホール

　演題：「なぜ、少年院で人生が変わるのか？」

　講師：武藤　杜夫　氏　　元法務省沖縄少年院　法務教官

　　　　　　　　　　　　　　　　 　こどもみらい支援機構　代表 　　　

　

　　

　　　武藤先生に少年院を通して「いのち」の尊さを伝えていただき

ました。

　　人生が最も辛い時、それは「自らの存在を必要とされないと

き」だと僕は思う。けれど必要じゃない人間なんて、この宇宙に

ひとりだって存在しない。

無視無終の「生命のリレー」の観点から見ればひとつひとつの

生命が現在のひとつの生命につながる、かけがえのない存在

だからだと教えていただきました。

また、誰かと一緒にいることが大切で、一人ぼっちになっては

いけない、させてはいけない、誰かと繋がることがかけがえの

ない出会いとなる、認めてもらえること。 そして「いのち」の大切

さ、この世に生まれてくる人間に必要じゃない人間なんて存在

しない、まして「子どもは生きているだけでも十分に価値ある存

在だと大人が教えるべきではないか。

法務教官としての経験を基に少年達に対する真っすぐな言葉

で心に響く熱い素晴らしい講演をしてくださいました。

＊法務教官＝（教師＋心理カウンセラー＋警察官）÷３だと仰る

◆自殺予防月間駅前啓発活動中止　　
　　・9月初旬　　　　7：20～8：30　
　　各駅前で自殺防止の呼びかけを実施予定でしたが、
　　新型コロナウイルス感染防止のため中止となりました。

◆第37回いのちの電話相談員全国研修会みえ大会
　　・　コロナ禍のため令和３年１０月に延期となりました。来年も引き続き「ボランティア活動にご参加・ご協力」

　　　　をお願い申し上げます。

◆「三重いのちの電話協会開局20周年記念事業」
　　　　　日時：令和3年5月15日（土）13：30～16：00　　　　　会場：県総合文化センター中ホール

　　　　式典：「こころのコンサート」（津児童合唱団、二十五絃箏・中井智弥氏）

　　＊　コロナウイルス感染が収束に向かい式典の開催が可能になり、皆様方に少しでも楽しんで

　　　　いただけますように祈念いたしております。　

◆感謝❣　

　コロナが感染し始め、感染対策予防品が品薄の頃、相談員のために走り回り、電子体温計非接触ハンドヘルド赤外

　　線体温計、マスク、消毒用アルコール、手指の消毒剤、ペーパータオル、ペットボトルのお茶、空気清浄機等々、

　　相談員のための必需品を多く買い求め寄付してくださった相談員さん方がおられます。

　　お陰で私たち相談員は安心して電話相談業務に就くことができています。

　　これら感染対策予防品が品薄時にも常にあったのは寄付してくださった相談員さんのお陰です。

　　感謝！感謝！です。　 (皆さまの善意により電話相談業務が成り立っています）

　　

◆津一灯会（会長　山口久彦氏）7月総会・講演会　　　　

　　　日時：7月10日(金)18：10-19：00

　　会場：都シティ津　5階 伊勢の間

　　演題：いのちの電話活動の現状と課題

　　講演者：事務局長　古庄憲之　　　（参加者35名）　　

　　講演終了後　三重いのちの電話協会に山口会長 より

　　寄付金３万円を贈呈される

当たり前って

当たり前じゃな

いですね！

　　◆日本いのちの電話連盟・第1回研修委員会

　　・10月19日（月）18：00～20：00　　Zoom 方式にて参加　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　古庄事務局長参加　

◆第１回津市自殺対策ネットワーク会議

　日時：11月20日（金）13；30～15：00　

　会場：久居保健センター　　　　　　　

　　１．津市自殺対策ネットワークがめざすこと 　　　　　　　　　　　　　　　

　　２．津市の自殺予防のための取り組みについて

　　３．三重県こころの健康センターより情報提供

　　４．各所属の状況や課題について　 　

　津市民間団体、労働関係、司法関係、医療関係、福祉

　関係、行政関係の27団体が自殺対策取組をまとめ、支

　援者のつながりを強化し、自殺防止につなげていこうと

　話し合われました。　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古庄事務局長出席　　　　　　　　　　　

　・コロナ禍の中、感染　　

　予防対策を十分に配　

　慮しながら自殺防止

　講演会を実施させて

　いただきました。　　

　　　　　　（参加者121名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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2021年
　　　　　　第13期生

　ボランティア電話相談員

　いのちの電話は孤独の中にあって人生の危機に

直面している　　人に寄り添い、対話によって生き

ていく道を共に探そうとする活動です。あなたも受

話器を握る1人になってくださいませんか　　　　　

　　【募集期間】　２０２１年２月1日（月）～3月15日（月）　   　　　

　【受講期間】　２０２１年４月～２０２２年９月　　　　　　　　　　

　【応募資格】　年齢、２０歳～６８歳　

＊集要項はホームページからもダウンロードできます

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

　認定特定非営利活動法人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三重いのちの電話協会事務局
〒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、日を除く平日（月～金）13時～16時）

  　【募集期間】　　 ２０２１年２月1日（月）～3月15日（月）            　   　　　
 

　【受講期間】　２０２１年４月～２０２２年９月　　　　　　　　　　
 

　　【応募資格】　年齢、２０歳～６８歳　　　　　　　　　

　

・「いのちの電話」の活動を継続するためには多くの相談員が必要です。

・正式に相談員として認定されるまでには、１年半の養成研修が必要と  

  なります。                                       

・いろいろな研修のおかげで　自分を見つめ、人生を振り返り、対人関係を　　　

　見直すことによって新たな成長に結びつく良い機会なることと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

       

　　　　　    

　　　　　　　　　

相談員の声

しんどいことも多いですが、それ

以上に得られることの方が多く、

本当に勉強になります。相談され

る方から勇気やパワーもいただき

感謝いたしております。

＊「三重いのちの電話」には毎日たくさんの相談電話が寄せられています。コロナ禍の中、また、相談
員減少の中、今までと変わらぬ電話体制をと休む暇もなく電話を取り続けております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中々かからないということで、かかると少しでも長く話したいというかけての方のお気持ちも重々理解
はできるのですが、そのためにかけての方、全ての電話を受けられないという状態です。　　　　　　　
電話相談の中には「いのちの電話」の趣旨にそぐわない内容の電話等も多くかかってきています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

そのため本当に「いのちの電話」を必要とされている方々のお電話を受けることが難しいというのが
現状です。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特に危機的状況にある方が、救いを求めてかけてくださる電話が繋がらないと・・・・・私たち相談員は、
せっかく勇気をもってかけてくださったそのような方のお電話に出られないことは本当に申し訳ない気
持ちで心を痛めております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
そのような問題を解決するには、電話回線を増やしたり、相談時間の延長ということも考えられます
が、それは相談員不足のなか容易なことではありません。そこで皆さまのお力をお借りして相談員が
一人でも増えますように、皆さまのご応募よろしくお願いいたします。　

＊2020年10月30日（土）中日新聞に掲載していただきました

古庄事務局長：コロナ禍は「三重いのちの電話協会」の体制維持

にも少なからずも影響を与えている。

協会は感染予防のため4/20～5/14まで相談窓口を休止。

5/15～再開しているが、相談員には高齢者や福祉関係者が多く、

復帰できない状況の人もおり、人員確保に苦しんでいる。

協会は来年4月～ボランティア相談員の養成講座を実施するなど、

体制の充実を図りたい考えで、「新たに心に不安を抱えた人たち

の受け皿になりたい」と話されました。

いろいろな電話を長く聴か

せていただいていますと、

知らない間に自分自身が成

長できていることに気付か

されます。

　　　　　　　あなたもボランティア電話相談員になっていただけませんか
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　　【正　会　員】　
倉田　文二郎 渡邊　和己 古庄　憲之 西村　昭彦 上村　俊明 棚橋　美代 田中　秀人　　

伊藤　歳恭 加藤　信子 柏木　はるみ 楠谷　さゆり 田中　泰徳 棚橋　稔 雲井　純

山松　健一 猪野　亜朗 猪野　美春 村瀬　勝彦 村田　憲二 綱島　瑠美子 金原　美知子

大原　多智子 津田　能成 谷口　味治夫 杉山　勉 中尾　浩一 小林　りつこ 林　美砂子

西田　寿美 細野　浩 津田　真寿美 田中　彌 井村　正勝 山下　満 牧野　勢津子

伊藤　彰希子 辻　正敏 珍道　世直 匿名希望 1名

角仙合同㈱ 共立印刷㈱ 関西紙業(株) （医）久居病院 ㈱歌行燈 ㈱関谷食品 三重リコピー㈱

㈱ぬし与仏壇店 今井富久翁税理士事務所 ㈱宮﨑本店 ㈱鈴工 （協）亜細亜の橋

㈱津市環境公社 （医）康誠会 東員病院 ㈱カンキョー 扶桑工機㈱ ㈱ダイハツ三重

（社）三重県医師会 トヨタカローラ三重㈱ 旭工機㈱ ㈱シリックス ㈲平治煎餅本店

国際ソロプチミスト三重 三重県職員労働組合 日商器材㈱ 南勢病院 ㈱シーティーワイ

わたなべピアノ教室 昭和四日市石油㈱ ㈱リフォックス 田辺設備㈱ ㈱デンソートリム

㈱フローラ 住友電装㈱ （医）樹玲会 三重交通㈱ 宇野重工㈱ 三重県信用農業協同組合連合会

今村会計事務所 カネソウ㈱ 河村産業㈱ 田中林業㈱ ㈱芸濃 秋山運輸㈱

㈱四日市事務機センター （医）熱田小児科クリニック 日本トランスシティ㈱

三重県農業協同組合中央会/三重県厚生農業協同組合連合会/全国農業協同組合連合会三重県本部/

　　　全国共済農業協同組合連合会三重県本部

    　　 　  【寄　　付】　　
棚橋　美代 今井　富久翁 渡瀬　昌彦 寺尾　正紀 橋本　幸司 伏見　尚子 真柄　幸司

横田　あつ子 徳力　雅治 西川　和子 水谷　孝子 大原　興太郎 服部　菊美 新開　正浩

伊藤　良子 雲井　保夫 森尾　邦江 樋口　浩二 野村　史子 中村  みゆき 梁川　惠子

山﨑　計 藤原　悟 柳谷　剛 杉浦　雅和 岡崎　達 中川　崇 尾﨑　隆

北澤　浩二 鶴田　輝朗 東　秀光 畑野　悦哉 立花　信之 山口　千幸 釜森　伸明

中津　清晴 浦出　雅人 東　芳生 篠田　幸司 齋藤　直樹 坂本　竜也 笠井　貞男

福谷　隆哉 竹中　章 加藤　徹也 宮下　昌幸 皆木　るみ子 水戸路　尉行 永田　清

南部　昌己 小川　真史 高橋　光徳 森　健彦 井上　渉 海住　禎人 長合　教実

太田　栄子 平井　孝憲 中野　正己 田中　真司 山下　満 芝田　康子 浦田　康寛

匿名希望 6名

津一灯会 ㈱日宝堂 （医）まつしまクリニック 津西ライオンズクラブ 　㈱山口工務店

三重県民共済生活協同組合 ㈱ケイディーエンジニア

(ニュースレター58号掲載後～R２年9/30)
                                              　順不同・敬称略    

　日頃のご支援ありがとうございます。下記の方々から、三重いのちの電話協会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　　雲井　純

 ☆　今年も多くの皆さまに温かいご支援を賜り、心より感謝お礼申し上げます。

☆　雲井　純　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０，０００円　　　

☆　三重県信用農業協同組合連合会　様　　　　　　　３０，０００円

☆　匿名希望　　様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３００，０００円 

☆　真柄　幸司　様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０，０００円

☆　津一灯会　　様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０，０００円

☆　三重県民共済生活協同組合 様      　　　　　　　１００，０００円　　　　　　　　　

☆　匿名希望　　様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００，０００円 

☆　高尾　美和子　様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０，０００円

☆三重県精神保健福祉協議会　様　　（助成）　　　１００，０００円　　　　　　　　　　　　　

　ございます

☆コロナ禍の中ですが、どうぞ楽しい年末　

　　年始をお過ごしくださいますように、来る

　　年が皆さまに幸多き輝かしい一年にな　

　　りますように祈念いたしております。　　

　　

☆来年も引き続き温かいご支援を賜ります

　　ようよろしくお願い申し上げます。

　　　　　

寄付・助成の御礼

ヨロシクネ
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　　   【賛助会員】　　
尾﨑　友郎 北川　裕之 渡邉　元也 水谷　守孝 野垣内　斉 滝谷　君代 川村  幸代

永井　信子 竹内　令 板倉　朝子 平井　晴弘 平井　澄子 小山　光博 東谷きみ子

廣島　真季 有松　一比古 小松　一茂 岡崎　充彦 髙橋　孝範 巽　克之 伊藤　喬子

坂口　博紀 伏見　尚子 飯田　俊司 三木　紀英 髙尾　聖一 荒木　康行 渋谷　良輔

杉本　ゆや 林　由和 萩野　真知子 金森　正 松井　秀人 舟橋　裕幸 佐々木　文昭

横井　勇人 小野　孝 水野　晴子 國府  尚直 國府　まち子 世古口  文子 吉田  朋子

田代　孝之 高井　弘哉 清水　妙子 稲葉　郁子 小島　智子 水谷　孝子 大原　興太郎

中西　英俊 名越　一大 鈴木　善子 南川　紘一郎 大久保　鈴子 朝熊　一紀 大西　隆

勝田　浩史 板倉　操 岩瀬  淳誠 西城　昭二 中村　隆人 桶谷　猛之 別所　洋子

大市　秀樹 位田　安俊 草川　和哉 亀井　珠緒 野村　史子 伊藤　彰一 松葉　まち子

上田　斉 朝熊   孝 染川　ちか 前田　昭彦 坂倉　征夫 坂倉  寿美子 矢田　哲子

柴山　敏郎 坂部　竜也 晝川　裕之 岡本　英丈 神戸　宏之 倉田　英樹 平松　修

山下　剛司 濱井　初男 喜田  園子 林　竹生 西山　佳寿 小野　昌宏 伊藤　彰人

加藤　恒二 橋詰　大 大杉　佳史 伊藤　竜一郎 小倉　寛人 山川　博基 村田　陽

森　智典 西口　佳克 髙山　眞 水谷　徳宏 堀田　英伸 倉谷　隆史 小林　弘征

熊谷　上 安達　拓士 渡邉　弘司 辻　真史 石田　博章 藤村　泰子 木下　建

中村　裕 藤原　理恵 田村　善孝 福森　善隆 更家　克俊 伊藤　慎二 髙向　均

町野　友也 浦川　直也 岩野　秀樹 長谷川　学 有馬　幸司 三橋　剛 魚見　忠久

仲田　卓史 前川　暁 廣瀬　吉之 近藤　真利子 髙木　健次 水谷　真一 内田　英伸

奥田　光司 永野　徹 丹合　真実子 神谷　伸 林　由美子 松田　尚之 江口　和弘

篠原　秀成 大市　耕司 世古　昌史 矢野　雅義 平田　大介 加藤　力敬 鎌田　博也

柴原　正佳 山口　幸浩 森　博紀 長田　秀樹 野口　尚秀 平岡　守 水谷　重樹

中崎　美穂 石田　哲也 田中　清人 奈須　徳通 村田　充盛 林　延尚 �川　真

竹内　弘幸 桝田　達彦 冨山　勲 今井　義人 丸山　祐介 尾嵜　史也 松原　亜矢

長尾　隆 北出　学 福山　敬子 脇　康治 山中　聰 鈴木　正和 原　幸久

梅田　幸昌 岩本　康二 阿部　伸哉 紀平　嘉信 山本　英司 向城　賢 豊田　和則

東條　信介 伊藤　久美 久保田　素久 田端　和哉 奥村　英樹 戸上　大輔 前村　治彦

内山　一仲 谷ノ上　佳史 佐藤　ちひろ 川上　修 杉本　和 山下　正芳 勝田　直樹

岡﨑　弘和 古市　吉行 山中　俊一 諸岡　章弘 佐々木　克典 �岡　正浩 林　朋美
加藤　元康 西井　隆麿 津村　哲也 田中　高弘 西　康行 廣田　 充孝 佐々木　健二

藤本　誠一 柴原　良和 向井　久視 河田　直樹 山本　達也 保本　和紀 森下　哲也

古川　正 嶋田　智 奥川　敦 伊藤　達也 岩﨑　直樹 小阪　秀文 土肥　良圭 

皆木  るみ子 長谷川　浩司 上田　和秀 村木　陽介 西村　真次 山西　千秋 井上　誠

米倉　昌美 上村　泰弘 鈴木　誠 桝屋　宗則 江間　正人 内山　裕之 杉本　浩孝

奥村　大介 森　幸久 稲垣　智章 海野　真義 西野　誠 宮嶋　宏明 増田　達也

藤田　治 小端　一郎 中尾　公輔 牧戸　豊彦 河野　美紀 三宅　真路 小川　祐司

櫛谷　文彦 永井　佳恵 中村　慎吾 辻岡　和弘 稲垣　裕 近藤　隆則 西川　孝則

北後　俊輔 木下　昌彦 世古　委公子 池田　和隆 上田　茂則 井戸  大和 長谷川  美智子

西川　直希 河合　卓子 芝田　康子 小林　弘樹 紀太　允 石川　常夫 佐竹　尚美

匿名希望 1名
田端創建㈱ 森田フードシステム㈱ 白子ウィメンズホスピタル 栗田石油㈱ ㈱ぜにやH・C

㈱大津屋 旭が丘ファミリークリニック 三重一般労働組合 ㈱坂谷自動車工業

㈱小杉食品 （医）なわて記念会　 ネッツトヨタ三重㈱ （医）祐康会　駒田医院

㈱山口商会 （税）あおば会計 千巻印刷産業㈱ ㈱太暢金属 三重トヨペット㈱

あずま診療所 ㈱マスヤグループ本社 三重シンリョー設備㈱ 四日市合成㈱

  【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 。

◆【毎月11日 　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】☆ご協力をよろしくお願いいたします。

　　☆　マックスバリュー港町店　　・令和2年4月　～8月キャンペーン中の助成　3,700円相当

 　今年も多くの皆さまに温かいご支援を賜り、心より感謝お礼申し上げます。
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三重いのちの電話・受信状況（2020年４月から2020年9月）
○通常電話 　相談時間：１８時～２３時
1．月別・男女別相談件数

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 合計 内自殺志向
男性 144 103 242 226 259 247 1,221 68 5.6%
女性 208 151 305 283 225 242 1,414 136 9.6%
合計 352 254 547 509 484 489 2,635 204 7.7%

2．年代別・男女別相談件数
年代 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70以上 不明 合計
男性 33 78 140 249 203 192 12 314 1,221

内自殺傾向 2 6 9 14 18 8 0 11 68
女性 11 33 144 347 258 255 87 279 1,414

内自殺傾向 5 1 24 35 22 23 5 21 136
合計 44 111 284 596 461 447 99 593 2,635

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 221 7 93 28 73 24 3 90 64 86 279 11 242 1,221 
女性 234 6 126 14 140 66 2 192 49 84 392 22 87 1,414 
合計 455 13 219 42 213 90 5 282 113 170 671 33 329   2,635 

〇フリーダイヤル 　　　　　　　　　　　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 4月 5月 6月 7月 8月 9月 合計 内自殺志向
男性 34 0 23 35 22 28 142 21 14.8%
女性 22 0 26 23 23 18 112 17 15.2%
合計 56 0 49 58 45 46 254 38 15.0%

２．年代別・男女別相談件数
年代 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70以上 不明 合計
男性 8 7 10 30 34 26 4 23 142

内自殺傾向 0 1 3 4 6 4 2 1 21
女性 4 12 14 23 25 22 2 10 112

内自殺傾向 0 2 1 3 7 3 1 0 17
合計 12 19 24 53 59 48 6 33 254

内自殺傾向 0 3 4 7 13 7 3 1 38
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 25 0 5 4 4 1 0 13 13 9 51 6 11 142
女性 19 0 3 2 20 4 0 16 1 7 35 1 4 112
合計 44 0 8 6 24 5 0 29 14 16 86 7 15 254

＊新型コロナウイルス感染拡大

防止の「緊急事態宣言」が発令

されたことに伴い・通常電話は

4/20～5/14　・フリーダイヤル

5/10は休止させていただきまし

た。

　　　認定特定非営利活動法人 三重いのちの電話協会2020年12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  　  
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