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  本年５月21日の総会において、雲井純前理事長の後任として、三重いのちの電話協会理事長に就任い

たしました、伊藤歳恭でございます。

   日頃より、当協会の活動にご理解とご支援をいただき、厚く御礼申し上げます。

    三重いのちの電話協会は、2001年の開局から20年余が経ちます。当協会の活動の中心は、毎日の１年

365日の電話相談活動であり、相談員の皆さんは何らかの形で、世の為人の為に少しでもお役に立ちたい

との熱い思いをもって、日々ボランティア活動にご尽力いただいています。

    相談員の皆さんをはじめ、日頃より当協会の活動をサポートいただいている関係者の皆さんに、心か

ら敬意を表しますとともに、深く感謝申し上げます。

    我が国では、高齢化や格差の拡大、コロナ禍での閉塞感等を背景に、年間２万人を超える方が自ら命を

絶っています。最近では、女性や若年層の自殺者数の高止まり傾向がみられ、激動する社会情勢や価値

観の多様化など、我々が直面する問題も年々複雑化しております。このような中、いのちの電話に救い

を求める電話相談件数は、2021年には全国534,167件にのぼり、連盟に加盟する全国50のセンターにおい

て、約5,800名の相談員の方々がご対応いただいておりますが、年々当協会の活動の重要性も高まってお

り、もっと多くの人にいのちの電話を知ってもらうよう取り組んでいきたいと思います。

    さて、私は長年、「小さな親切運動」の推進に携わってまいりました。小さな親切運動は、初代代表の

茅誠司氏(元東京大学学長)の「“小さな親切”を、勇気をもってやっていただきたい。そしてそれが、

やがては日本の社会の隅々までを埋めつくすであろう親切というなだれの芽としていただきたい。」と

いう大学の卒業式での告辞が発端となって創設され、次世代を担う青少年をはじめ広く国民の間に、

「小さな親切」の心を育てる様々な活動を行っています。親切な行動のモチベーションを高めるととも

に、思いやりのネットワークを広げていくことが、この運動の目的です。

    この運動のＨＰには、「小さな親切」八か条が掲載されています。「朝夕のあいさつをかならずしま

しょう」、「親切にはありがとうといいましょう」、「お年寄りや赤ちゃんを抱いたおかあさんには席

をゆずりましょう」、「人が困っているのを見たら手つだってあげましょう」等々、ごくごく　普通の

「できる親切」が並んでいます。相手を思いやる心を、たとえわずかでも今以上に持つことが出来れば、

多くの人の支えとなり、かけがえのない命を守ることにつながっていくと思います。

    これまでは一会員としてエールを送ってきましたが、これからは相談員の皆さんが安心して活動でき

るようにすることが私の役割だと思っています。

  今後とも、協会関係者ならびに会員の皆さまをはじめ、多くの方々のご協力、ご支援を賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。

（伊藤歳恭氏は、現在(株)百五銀行会長、三重県商工会議所連合会会長、津商工会議所会頭に就任されています。）

　

            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 

 　　　  　　                                                                              毎日　16時～21時
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 三重いのちの電話近況ご報告
　◆ 　開局20周年記念事業「こころのコンサート」令和4年5月21日（土）開催
　 三重県総合文化センター　   中ホールにて　多くの方々にご来場賜り　コロナ禍の中無事に開催させて

　　いただくことが出来ましたこと心より感謝御礼申し上げます。　

　　また、中井智弥氏のお声掛けに賛同していただき、多くの募金を

　　いただきましたこと重ねて感謝御礼申し上げます。

☆

◆ 　いのちの電話連盟「2022年全国広報担当者研修会」　7月23日（土）13：00～17：00
　　・ＺＯＯＭ　ミーティングに参加　　　於　事務所　　　　　　広報委員２名参加

　・講師　：　田尻　佳史氏【日本ＮＰＯセンター常務理事】によるオンライン講義

　　・演目　：　「活動を支える人や資金を集める広報」　より　　・知る　・理解　･共感　・行動（私も何かしたい！）

　　　　　　　　「誰に」「何を」伝えるか？伝わる伝え方が大切等の講義を受ける

　・５０センター　５グループに分かれて話し合う

　・各センター資金集めに大変苦労している、納入時の振り込み代について　・ニュースレターの発送先・配置先等

　・各センター相談員の高齢化に悩む　　・各センター広報誌がマンネリになってきている　

　・各センター共に広報担当者と初めて話し合いができ、各センターの悩みを聴くことができて良かったなど　

◆   第13期生ボランティア電話相談員認定式　 9月10日（土）

⁂  長い間お疲れ様でした。26名(1名辞退）の皆さん認定おめでとうございます。

　・　お若い方が多い13期生の皆さん、どうぞ１日も長く相談活動を続けていただきますようにお願いいたします。

　　

　〈訃報〉
　13期生Ｔ.Tさんが令和４年9月30日ご逝去されました。

　突然の訃報で大変驚くとともに残念でなりません。
　いつも温かい優しいまなざしで 何事にも前向きに
　精一杯取り組んで見える素晴らしい方でした。
　
　　謹んで心よりご冥福をお祈り申し上げます。　

◆　講師依頼
・　三重県認知症コールセンター相談員研修会

　　9月9日（金）　　　於　：　三重県生涯学習センター

　演題：三重の自殺予防・いのちへの対応について

　講師：栗本　真弓先生　（当協会スーパーバイザー）

・　多気郡人権擁護委員研修会

　10月28日（金）　於：いつきのみや地域交流センタ-

　演題：相談員としての心構え～いのちの電話と相談業務～

　講師：西山　浩哉先生　（当協会スーパーバイザー）

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5年1月29日（日）   １3：30～15：00

　場所：三重県人権センター　 多目的ホール　

　演題：いのちをたいせつに

　講師：桂　文我　氏（落語家）　

　昭和54年3月　桂枝雀氏に入門　
　　　　　　平成7年2月　　4代目桂文我を襲名　　　
　　

　　　　☆入場料無料　事前予約必要　（先着順）

　☆皆様お誘い合わせのうえ是非ご来場ください。　　

　⁂マスク着用にご協力をお願いいたします。

　⁂発熱または体調不良の方の入場はお断り

◆いのちの電話　東海ブロック研修会議
　12月11日（日）10：00～15：00
・会場：岐阜市　　　　　　　　　参加予定人数３名　

　協議題　
１.研修のあり方　相談員の関わり　
     相談員のモチベーションの維持
２.養成講座における実習、人間関係トレーニングについて　  
３.電話相談員の相談終了時のフォロー等について　

４.コロナの総括等　　　　　　　　　

◆ 　いのちの電話連盟「研修担当者研修会」　6月19日（土）13：00～15：00
　　　・Web会議に参加　　　　　　　　　　於　事務所　　　　　研修委員２名参加

　　・いのちの電話への苦情とその対応について　　・コロナ禍での研修の実情と課題などについて

　　　・「養成研修プログラム」について　　・各センターの情報の共有などいろいろ話し合われました。

◆ 相談員全国研修会２０２２　ＯＮＬＩＮＥ　２０２２.11

*  大会テーマ「気づき　認めあい　つながりあおう」

　　（2020年のみえの大会テーマを引き継いでいただきました）

　期日：講義は一定期間視聴方式（1ヶ月間視聴ＯＫ）

　会場：オンラインのみ　７研修から選択

　交流会：オンライン　3日のうち希望日を選択
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募集要項はホームページ

★。.：'☆*：・'°☆。.：*：・'°★。：'☆*：・'°　　編　　集　　後　　記　　　　★。.：'☆*：・'°☆。.：*：・'°★。：'☆*：・'　　　　　　　
　

　　何も解らないままに、広報委員長を引き継ぎ、皆様に拙いニュースレター37号～63号を発行させていただき、気が付けば12

年が経とうとしております。ただ県民のみなさまに「三重いのちの電話協会」の現況を知っていただきたく無我夢中で編集させ

ていただいて参りました。時には、他のチラシ作業等とブッキングし老体にムチ打ちながら徹夜することも多々ありました。マン

ネリを感じイラスト、点線、トリミング等で工夫してまいりましたが、ご満足いただけなかった点も多々あったことと存じます。　　　

お叱りもせず見守っていただきました正会員、賛助会員、寄付者の各位皆さまに心より感謝御礼申し上げます。　　　　　　　　

本当にありがとうございました。

　　次号６４号からは世代交替し、刷新して新たな素晴らしいニュースレターをお手元にお届けできるものと信じております。

どうぞ前任者同様に見守っていただきますように、よろしくお願い申し上げます。　　　　　　　　　

＊いのちの電話の相談員はボランティアですが、いの

ちの電話の活動を第一線で支える存在です。相談員に

なるには、所定の手続きを経て、その後約1年半の養

成研修を修了し、認定を受ける必要があります。

＊悩みごとや困った事をお聴きしながら、心を通わせ、

電話してこられた方の支えになり生きることを感じて

もらうことが第一だと思っています。　

＊悩みの大小にかかわらず、相談員はすべての電話に

真摯に向き合っています。

＊いたずらとわかった場合を除き、原則相談員から通

話を切ることはありません。

＊相談電話は1時間を超える重い話のこともあります。

＊件数ではなく一本一本の電話に向き合うことが大切

だと思います。

＊「いのちの電話相談員」になったあとも定期的に研

修があり、「いのちの電話は厳しすぎる」という声も

聞かれますが、理解するだけでなく実践できるように

なるには長い時間が必要なのです。

相手の心を受け止めるには、まず自分の心と向き合う

必要がありますが、それも簡単ではありません。。ここ

までやれば完璧というゴールもありません。

＊電話を置けばすぐ、もう次の電話が直ぐに鳴るとい

う状況が続いています。

取れなかった電話があることを考えると心が痛むこ　　

とも多々あります。

コロナ禍の今年度も多くの皆さま方に尊いご支援を賜りまして　心より感謝御礼申し上げます。　

　　みなさまの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いております。

　　どうぞ来年度も変わらぬご支援賜りますよう　よろしくお願い申し上げます。　
　

新型コロナウイルスが一日も早く収束に向かい　安心して楽しい年末年始をお過ごしていただけ

　　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ご祈念申し上げております。　　　　　　

☆　

☆　

◆合同研修

・　6月26日（日）13：30～16：00　　⁂ 事例検討会　　　講師：髙﨑　順子先生　（当協会スーパーバイザー）

・　7月24日（日）13：30～16：30　　⁂　フリーダイヤル研修（ロールプレイ）　講師：阪田　憲二郎先生　（神戸学院大学　教授           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

                                                                                          　臨床心理士・精神保健福祉士・神戸いのちの電話　研修副委員長）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・　11月3日（木）10：00～17：00　　⁂　一日研修　（電話相談員の研鑽と交流を深める目的）

　　①「ロールプレイ」　　　　　　　　　講師：牧野　勢津子　（当協会スーパーバイザー）

　　②「ヤングケアラーへのアプローチ」　　　講師；土田　幸子先生　　連盟オンライン講義視聴

　　③「相談員の傾聴の心得」　　　講師：杉野　健二先生　（当協会スーパーバイザー）　

 ⁂　電話相談員は、日々研鑽に努め　皆様からの相談電話をお受けいたしております。

・　なかま通信に一番お若い13期生相談員さんから相談時間を24時間に延長したいとのコメントには

　  本当に嬉しく頼もしく頭の下がる思いがしました。念願だった24時間を残念ながら実現できなかった

　　20年間申し訳ない気持ちで一杯でしたが、明るい未来が開けたようです。是非実現に向けて頑張って

　　いただきたいと心よりエールをお送りいたします。

繋がる

 
傾　聴

 
寄り添う　

 

　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】　2023年3月1日（水）～2023年4月21日（金）　　　

【受講期間】　2023年5月～2024年9月

【応募資格】　年齢、20歳～68歳

・「いのちの電話」の主旨に賛同し、積極的に活動に参加される方。

・学歴、職業は問いませんが、基本的に講座の全日程に出席できること。

・相談員に認定後、毎月 3 回以上(1 回 3 時間程度）電話相談担当

【募集人員】 30 名
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） 　　　　　　　　　　　　
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　【正　会　員】　
倉田　文二郎 西村  昭彦 伊藤　歳恭 猪野　亜朗 猪野  美春 雲井　純 山下　満

近藤  好仁 清水　將之 田中　彌 加藤  信子 柏木　はるみ 村田　典子 杉山  勉

村田　憲二 鈴木　秀昭 津田　真寿美 西田　寿美 田中  秀人 綱島　留美子 細野　浩

今井　直哉 津田　能成 棚橋　稔 辻     正敏　 上村　俊明 中瀬古　初美 谷口　味治夫

井村　正勝 竹岡　由美子 楠谷　さゆり 珍道  世直 谷口　孝子 古庄　憲之 樋口　喜一郎

匿名希望　2名

旭工機(株) 今井富久翁税理士事務所 三重県信用農業協同組合連合会 （社）三重県医師会

田辺設備(株) (株)宮﨑本店 (株)歌行燈 カネソウ(株) 秋山運輸㈱ (株)津市環境公社

三重県職員労働組合 (株)芸濃 (株)シリックス 三重リコピー㈱ 　みえ診療所 扶桑工機(株)

(医）康誠会 東員病院　 国際ソロプチミスト三重　 日商器材(株) （医）樹玲会 上瀬クリニック

(株)フローラ 田中林業（株） (株)リフォックス 三重交通(株)　 河村産業(株) 　なぎさ法律事務所

(株)デンソートリム 今村・倉田会計事務所 （医）久居病院 (株)四日市事務機センター

(株)関谷食品 ㈱ダイハツ三重 (株)カンキョー （医）熱田小児科クリニック 宇野重工（株）

共立印刷(株)　 日本トランスシティ(株)　 住友電装(株) 南勢病院 (株)シーティーワイ

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

　　【賛助会員】　　
稲垣　一洋 上村　千将 大平　修嗣 中野　太 廣田　尚史 岩﨑　真美 吉元　康二

野中　真理 後藤　哲哉 前山　和子 麹屋　友彦 川村  幸代　 奥村　大介 岩花　拓己

藤田　祐子 田中　宣安 西　直樹 東端　正貴 竹内　令 宮本　圭輔 宮嶋　宏明

吉輪  康一 舟橋　裕幸 佐伯　幸子 矢田　哲子 宇佐美　公子 竹内　宏行 高井　弘哉

原田　陽介 後藤　充 村岡　敏樹 小松　一茂 佐藤　広隆 柴山　敏郎 板倉　操

田代　孝之 小山　光博 林　由和 辻岡　和弘 荒木　康行 松田　啓 晝川　裕之

栁原　春澄 佐藤　新治 林　篤紀 平松　修 松本　晃 松生　安彦 岩瀬  淳誠

板倉　朝子 伊藤　良子 國府  尚直 國府　まち子 金森　正 鈴木　善子 世古口  文子

飯田　俊司 中西　英俊 南川　紘一郎　 古川　正 山下　明彦 柳澤　智子 森　幸久

巽　克之 梅村　昭仁 中西　貴昭 原田　和英 水野　晴子 朝熊　一紀 中場　啓介

林　竹生 川戸　智直 小野　孝 伊藤　喬子 朝熊   孝 髙橋　孝範 大原　興太郎

伏見　尚子 野村　史子 上田　斉 大西　隆 須川　佳成 諸岡　仁司 加藤　恒二

水野　孝次 西城　昭二 向井　久視 渋谷　良輔 萩原　憲 吉田  朋子 大杉　知幸

大久保　鈴子 今井　智子 喜田  園子 桶谷　猛之 山添　哲 横井　勇人 滝谷　君代

勝田　浩史　 更家　克俊 平井　晴弘 平井　澄子 橋詰　大 駒田　幹彦　 稲葉　郁子

藤村　泰子 石淵　寛人 坂倉　征夫 坂倉  寿美子 小島　智子 志冨田　剛 宮﨑　淳　

髙城　貴 髙城　知佐 福田　雅哉 清水　妙子 坂部　竜也　 田中　高弘 髙山　秀樹

河田　直樹 豊田　和則 中崎　美穂 奈須　徳通 勝田　直樹 谷ノ上　佳史 古市　吉行　

村田　充盛 平井　秀興 福森　善隆 濱田　宜輝 井上　誠 小林　弘征 西川　孝則

久保田　素久 荻野　典昭 藤田　治 山本　達也 土肥　良圭 岩本　康二 鈴木　誠

福山　敬子 若林　夏樹　 森　昌平 佐々木　健二 中村　裕 阿部　伸哉 尾嵜　史也

伊藤　竜一郎 辻岡　寿和 篠原　彰 戸上　大輔 長田　秀樹 佐藤　晶英 駒田　泰之

保本　和紀 木下　建 位田　安俊 大市　秀樹 山口　幸浩 町野　友也 水谷　徳宏

  　【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 。

　　 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　　伊藤　歳恭

(ニュースレター62号掲載後～令和4年/9/30)
                                          　順不同・敬称略    
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　　【賛助会員】　　
鷲田　哲嘉　 上田　和秀 長谷川　学 谷水　慎太郎 佐々木　文昭 浦川　直也 津村　哲也

丹合　真実子 三木　紀英 山中　俊一 岡本　英丈 水谷　重樹 永井　佳恵 村木　陽介

西井　隆麿 平岡　守 前村　治彦 神谷　伸 渡邉　元也 向出　智久 上村　泰弘

�川　真 今井　義人 若山　隆功 大杉　佳史 伊藤　達也 下村　紳也 山下　剛司

小阪　智美 南　大介 渡邉　弘司 竹内　弘幸 林　由美子 田村　善孝 山川　博基

田端　和哉 向東　孝晃 池田　和隆 林　延尚 脇　康治 石田　博章 横内　繁明

小川　祐司 竹森　正浩 森　智典 近藤　正則 石田　哲也 森下　哲也 三橋　剛

鈴木　真由美 石川　常夫 椿井　亮次 木下　昌彦 草川　和哉 林　朋美 西山　佳寿

増田　美香 桝田　達彦 門前　孝明 諸岡　章弘 江間　正人 片山　浩一 佐竹　尚美

長谷川　浩司 藤本　誠一 桝屋　宗則 �岡　正浩 内田　英伸 奥村　英樹 細渕　敦也

村上　嘉臣 梅田　幸昌 小城　俊哉 松原　亜矢 山中　聰 仲田　卓史 西野　誠

伊藤　彰人 辻　真史 西　康行 柴原　良和 中村　隆人 小林　亮 中森　基佳

上田　茂則 海野　真義 奥山　重剛 加藤　直人　 岡崎　充彦 田中　清人 染川　ちか

杉本　浩孝 竹岡　直人 熊谷　上 冨山　勲 紀太　允 倉谷　隆史 匿名希望　2名

田端創建㈱ ㈱ぜにやH・C 白子ウィメンズホスピタル ㈱坂谷自動車工業 千巻印刷産業㈱

あずま診療所 ㈱大津屋 ㈱小杉食品 森田フードシステム㈱ 旭が丘ファミリークリニック

㈱マスヤグループ本社 荒川制服㈱ 三重一般労働組合 ㈱太暢金属 （税）あおば会計

栗田石油㈱ 三重シンリョー設備㈱ ㈱ダイイチ ㈱山口商会 四日市合成㈱ 三重トヨペット㈱

　【寄　　付】　　
今井　富久翁 馬場　俊男 中尾　浩一 奥山  玲子 前山　和子 雲井　純 竹内　令

西山　浩哉 長合　教実 橋本　幸司 中林　千代子 前川　浩一 掛樋　浩也　 久保　早百合

寺尾　正紀 野村　史子 笹尾　幸雄 内田　恵敏 徳力　雅治 井戸　大和 山田　淳

福澤　紳一 太田　栄子 岩野　秀樹　 滝川　充 森　健彦 五十嵐　靖尚 山﨑　計

浦田　康寛 齋藤　直樹 海住　禎人　 伊藤　慎二 北澤　浩二 樋口　浩二 平田　大介

水谷　真一 浦出　雅人　 北出　学 山本　英司 奥田　光司 藤原　悟 南部　昌己

加藤　力敬 平井　孝憲 原　幸久 　 杉浦　雅和 増田　達也 中川　崇 尾﨑　隆

近藤　隆則 杉本　和 中津　清晴 永田　清 福谷　隆哉 世古　昌史 水戸路　尉行

加藤　徹也 渡部　春彦 梁川　惠子 匿名希望　9名

㈱創地堂 ㈱中央鑑定コンサルタント ㈱百五銀行　 （医）まつしまクリニック （協）亜細亜の橋

下津醤油㈱ 津西ライオンズクラブ 牟婁合同運送（有） ㈱日宝堂 シンリョー特機㈱

㈱ケイディーエンジニア 三重県民共済生活協同組合

多くの皆さま方に温かいご支援を賜り、心より感謝　御礼申し上げます

☆　（株）創地堂　　　　　　様　　　　５０，０００円　　　 　☆　（株）中央鑑定コンサルタント　　様　　　１００，０００円

☆　（株）百五銀行　　　様　　　１００，０００円　　    　☆　三重県民共済生活協同組合　　様　　　　１００，０００円

☆　奥山　玲子　　　　　様　　１００，０００円　　　☆　雲井　　純　　　　　　　　　　　　様　　　 ５００，０００円

☆　竹内　　令　　　　　 様　　　  ３０， ０００円　　　☆　 匿名希望　　　　　　　　　　　　様　　３００，０００円

　◆【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】　☆ご協力をお願いいたします。　

　　☆　マックスバリュ東海（株）港町店　　幸せの黄色いレシートキャンペーン助成　　

　　　　　　　＊　令和4年3月　～　8月キャンペーン中の助成　4,100円（投函レシート総額409,482円）相当商品を賜りました。

寄付・助成の御礼
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三重いのちの電話・受信状況（2022年４月から2022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 192 198 240 256 231 188 1,305 123 9.4%
女性 281 311 281 289 318 302 1,782 156 8.8%
合計 473 509 521 545 549 490 3,087 279 9.0%

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 50 80 123 248 222 253 63 266 1,305

内自殺傾向 4 2 13 33 29 8 4 30 123
女性 17 64 154 418 255 366 195 313 1,782

内自殺傾向 2 18 21 35 21 17 14 28 156
合計 67 144 277 666 477 619 258 579 3,087

内自殺傾向 6 20 34 68 50 25 18 58 279

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 323 8 77 30 100 19 3 97 74 135 277 10 152 1,305

内自殺傾向 41 1 7 2 7 4 0 3 0 24 33 0 1 123
女性 346 11 97 26 294 91 2 244 115 80 353 31 92 1,782

内自殺傾向 36 1 3 4 18 5 0 14 5 3 67 0 0 156
合計 669 19 174 56 394 110 5 341 189 215 630 41 244 3,087

内自殺傾向 77 2 10 6 25 9 0 17 5 27 100 0 1 279

○フリーダイヤル 相談時間：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 35 25 24 27 30 28 169 22 13.0%
女性 27 28 29 27 26 17 154 30 19.5%
合計 62 53 53 54 56 45 323 52 16.1%

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 4 9 13 33 37 32 7 34 169

内自殺傾向 0 2 2 6 6 3 1 2 22
女性 2 2 21 30 37 32 8 22 154

内自殺傾向 0 1 6 6 9 5 0 3 30
合計 6 11 34 63 74 64 15 56 323

内自殺傾向 0 3 8 12 15 8 1 5 52

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 30 4 11 3 7 1 1 10 9 13 49 1 30 169

内自殺傾向 3 1 2 0 1 1 0 1 1 3 9 0 0 22
女性 25 1 4 1 20 6 0 15 2 12 59 0 9 154

内自殺傾向 3 1 1 0 5 0 0 5 1 2 12 0 0 30
合計 55 5 15 4 27 7 1 25 11 25 108 1 39 323

内自殺傾向 6 2 3 0 6 1 0 6 2 5 21 0 0 52

　　認定特定非営利活動法人 三重いのちの電話協会　2022年12月1日発行　発行人 伊藤　歳恭　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 　  

開局  2001/5/13～2022/9/30

男性　77,357件　女性　67,396件
合計　144,753件

開局2001/5/13～2022/9/30

男性　4,917件　女性　4,030件

合計　8,947件

◆9/19台風14号のため電話相談活動を

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。
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