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「三重いのちの電話へのメッセージ」

認定特定非営利活動法人 三重いのちの電話協会 No.54/2018/6/１   

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

０１２０－７８３－５５６

毎日10時～22時

フリーダイヤル 毎月10日8時～11日8時

　

　

三重県こころの健康センター　所長

楠   本   みちる

目 次
頁
１

２

３

４

５

６

巻頭言

近況報告

平成３０年度総会報告

会費・寄付感謝報告

寄付感謝報告他

電話相談受信状況

　いのちの電話は、身近で起こった少女の自殺を止められなかったことを悔やんだイギリス人牧

師が、絶望した人たちと電話で話し合う方法を思いついて、1953年に始めた活動が、始まりと言

います（「サマリタンズ」Samaritans）。その後世界各地に電話相談が広がり、日本では1971年に

東京で「いのちの電話」が開設され、三重県では2001年に開設されています。この貴重な活動

が、長期間の研修を受けたボランティア相談員によって支えられているというのは驚きであり、

十分な敬服に値するものです。また、電話相談の基く原則が、「治療的な対応をしない」「ケース

ワークをしない」で、「良き隣人になること」（ビフレンディングbefriending）というのは、一般の方

には容易に見えるかもしれませんが、とても難しいことだと思います。

　いのちを救うのが医療関係者の仕事ですが、それが容易ではないというのもまた、事実です。

特に精神疾患には自殺念慮という症状が出現することが多く、治療で改善することもありますが、

改善しないまま、あるいは未治療などで、残念ながら自ら命を絶つ方もいます。全てのいのちを

救えるわけではないのは厳しい現実ですが、良い条件が整ったときは、自殺を防ぐことができる

ので、残された人には「何とか助けることはできなかったのか」という疑問と深い後悔が生じます。

これは、医療関係者なかでも精神科に従事する者が常に向き合っていかなければならない命

題です。亡くなった方のご遺族の方も同様な後悔の念を持たれるでしょう。そして、いのちの電

話の相談員の方も同様な厳しさに直面されているのだと思います。

　日本は他の先進国に比較して自殺死亡率が高いのは有名です。平成18年の自殺対策基本

法制定以後、様々な自殺対策が実施され、１０年が過ぎました。近年は、多くの機関が連携す

る広範囲の対策へと広がっています。三重県では平成30年3月には、第３次三重県自殺対策行

動計画を策定しました。平成10年以降、日本の自殺者数は長らく3万人を超えていましたが、平

成22年以降は減少に転じ、その後は2万人台になっています。しかし、15～34歳の若い世代で

の死因の第１位が自殺となっているのは、先進国では日本のみであり、その死亡率も他国に比

較して高くなっています。私たちが取り組まねばならない課題はまだ減っていないようです。

　いのちの電話のような地道で貴重な活動が、今後も長く続くことを願っています。
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三重いのちの電話近況･活動報告

◆二千時間超え初めての相談員に感謝状
雨の日も風の日も雪の日も猛暑の日も極寒の日も車を走らせ、
一度も遅刻、早退もせず、いつも謙虚に穴の空いた担当表をそ
ぅーと埋めてくださり、月 3 回当番を時には 7 回、8 回と担当
してくださっています。本当に頭が下がる思いで一杯です。
2,000 時間もの尊い貴重な時間の相談活動を讃え深甚なる敬
意を表し心より感謝申し上げます。

◆ＤＶ等被害者法律相談援助事業説明会
平成29年12月4日(月）　　　 於・津商工会館　　
　　　　　　　　　　　　　　　   理事 1 名出席

◆三重県自殺未遂者支援研修
平成30年1月9日(火）　　  　於・県津庁舎
　　　　　　　　　　　　　　　　古庄事務局長出席

◆三重県自殺対策推進部会第 3 回部会
平成30年1月18日(木）　　　於・県吉田山会館
　　　　　　　　　　　　　　　　雲井理事長出席

◆いのちの電話近畿東海ブロック会議
平成30年1月23日(火）　　　　　  　於・京都
　　　　　　　　　　　　　　　　古庄事務局長出席

◆いのちの電話東海ブロック養成講座検討会議
平成30年2月19日(月）　　　　　　　　於・名古屋
・愛知・静岡・浜松・岐阜・三重各センターと養成講
　座検討会議　　　　　  　（古庄事務局長、理事 2 名）

訃報
◆＜日髙正宏先生　ご逝去＞　　
京都いのちの電話　運営委員長・日髙　正宏先生が
平成30年2月2日急遽されました。
昨年10月25日(水)フリーダイヤル研修に来津して戴き
ました折に、熱く講義してくださったお姿が偲ばれ
ます。　　　　
自殺予防の為に献身的に多大な貢献をされました。
「三重いのちの電話」でも、開設当時から相談員の
研修、 養成講座等々いろいろとお世話になりました。
いつも温かく相談員を大きな掌に大事に包み込み守
ってくださり、時にはウクレレを片手に歌って私た
ちを癒してくださいました。
いろいろと気にかけていただき感謝で一杯です。
つつしんで先生のご冥福と遺されたご家
族皆様の御平安をご祈念申し上げてます。
長い間本当にお疲れ様でした。
どうぞ安らかにお眠りください。

◆第 1１期生ボランティア電話相談員開講式
平成30年4月14日(土）養成講座開講式・オリエンテーション
１年半の長時間、研修と実習を受けていただきます。
当日、当協会顧問の清水將之先生（初代理事長）
に「ボランティアと電話相談」を熱く楽しく
も厳しい講義を受けていただきました。
先生におかれましては、益々お元気で
執筆活動を始めいろいろとご活躍され
私共も元気をいただきました。

◆第 10 期生ボランティア電話相談員認定式
　　　　　　　　　　　　　　　　＆歓迎会
10期生養成講座受講生13名が第1課程、第2課程、実習
を終えられ、2月3日・認定式にて相談員として認定さ
れました。　おめでとうございます。
１年半の長ーい研修、実習本当にお疲れ様でした。
認定式当日、多くの先輩相談員による歓迎式があり、
先輩相談員からよくぞお仲間になって戴いた
と多くの感謝のお声がかかり和や
かに楽しい歓迎会を終えました。
末長ーくよろしくお願いいたします。

◆第 1 回　こころの健康づくりネットワーク会議
平成30年4月27日(金）　　於・県津庁舎　理事1名出席

◆自殺対策強化月間  駅前啓発活動
平成30年3月1日（木）7：20～8：30　
自殺対策月間初日・三重県健康福祉部医療対策局健
康づくり課と協働で、津駅東口、西口で当協会関係者 5
名が参加し、早朝街頭啓発を行い自殺防止活動を実施
致しました。
・伊勢中川駅、松阪駅は、当日強風のため中止となりました

◆三重いのちの電話・自殺防止講演会             
日時：平成30年11月18日(日）14：00～15：30 (受付13：30）
場所：鈴鹿市（会場未定）
演題：「大人の発達障害について」
講師：  青木　省三　先生 
　　　（公益財団法人　慈圭会精神医学研究所　所長）
☆皆さまお誘い合わせのうえ是非ご来場ください。

厚生労働省自殺防止対策補助事業

◆総会記念講演会
日時：平成30年5月27日(日）・11：00～12：00
場所：高田会館ホール
演題：第 3 次三重県自殺対策行動計画
講師：楠本　みちる氏（三重県こころの健康センター所長）
第 3 次三重県自殺対策行動計画についてご講義いただきました。
その中でも若い世代（15～34 歳）の死因の第１位が自殺となってい
ることも、これから取り組まねばならない課題のひとつです。

◆フレンテまつり参加
日時：平成30年6月2日(土）・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56,435円・募金箱2,279円　
　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） 

＊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

　



認定特定非営利活動法人三重いのちの電話協会平成３０年度総会報告
平成３０年５月２７日(日)10:00～12:00  津市・高田会館ホール

　平成３０年度総会が、出席者172名(本人出席57名、委任出席115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２９年度事業報告

　　・日本の自殺者は、平成29年21,140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29年は338人、前年より36人増加しました。(全国、27年・24,025人、28年・21,764人

     　三重県27年357人、28年302人　「警察庁・自殺統計及び速報値」)

    　・平成29年度末入会済会員(個人・団体)正会員118人、賛助会員370人計488人。第7次会員拡大キャン

     　ペーンの実施及び百五銀行行員の皆様のご支援を賜り、特に賛助会員は前年度比倍以上の伸びとなりました。

　　◇ボランティア電話相談員による電話相談活動

　　　 相談員63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29年度通常電話相談受信状況6,847件、月平均571件、相談員延1,706名が対応しました。

     　　平成29年度フリーダイヤル受信状況757件、月平均63件、相談員延145名が対応しました。

　　◇養成研修及び継続研修

　　　・第10期生ボランティア電話相談員養成講座 平成28年9月開講、認定式平成30年2月　認定者13名

　　　・認定ボランティア電話相談員(第1～9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20,000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(H29.9.8)、自殺予防強化月間(H30.3.1)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(H29.11.4県文化会館)「子どもが生きる希望を失わないために」講師・西田寿美氏

　　　・総会記念講演会、ロータリークラブや民生委員児童委員協議会等で講話

　　　◇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(H29.7.2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

　　　・いのち支える地域自殺対策トップセミナー　・こころの健康づくりネットワーク交流会　等

　２．平成３０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11期生ボランティア電話相談員養成講座をH30年4月から来年9月迄実施します。

　　　・ニュースレター(年2回)、自殺予防啓発カード(県内公私立高校1年生全員配布)等作成し、広く県内に配布

　　　 するとともに情報ネットワーク用パソコンを活用し、ホームページの充実、情報の収集に努めます。

　　　・三重いのちの電話協会の継続・安定した運営を図るため、認定特定非営利活動法人として認定されている

　　　　 ことを活用して、引き続き募金活動及び会員の拡大に努めます。

　３．平成２９年度活動決算及び平成３０年度活動予算

　　　　(活動決算)　収入　6,884,592円　　支出　5,936,290円　　収支差額　948,302円

  　 　　　(活動予算)　収入　6,336,000円　　支出　6,336,000円

― ３ ―



正会員様・賛助会員様・寄付をおよせいただい
た方のお名前は、５４号紙面に掲載させて戴い
ております。



寄付・助成 の 御礼

【寄　　付】　　

三重県民共済生活協同組合 津北ロータリークラブ 高田高校仏青インターアクトクラブ

㈱ケイディーエンジニア 国際ソロプチミスト三重 ㈱山口工務店 　　　　原田耳鼻咽喉科

  【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 。

◆【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】
　☆マックスバリュ中部㈱マックスバリュ港町店様より平成29年9月～平成30年2月キャンペーン中の助成4,100円分

　　　相当の商品を賜りました。　（レシート当協会投函分409,740円）　

　☆イオンリテール（株）イオン久居店様より平成29年４月〜平成30年2月キャンペーン中の助成8,500円相当の商品を賜り

      ました。　（レシート当協会投函分852,741円）　

　　☆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。

 　　多くの皆さまに温かいご支援賜り、心より感謝お礼申し上げます。

☆　匿名希望　　　　　　　　　　　　　　　　　　様 ６００，０００円

☆　国際ソロプチミスト三重　　　　様 ３００，０００円

☆　三重県民共済生活協同組合　様 １００，０００円

☆　原田耳鼻咽喉科　　　　　　　　　様 １００，０００円

☆　津北ロータリークラブ＆高田高校仏青インタ－アクトクラブ様　　　３５，２００円

　　　　10期生認定を受けての一言　　

あ
り が

と
う

― ５ ―

（右　鵜崎　民夫　　役員室室長）

（左　古庄　憲之　事務局長）

　　　平成３０年春の叙勲に際し、当協会顧問（前理事長）鈴木秀昭氏が元（一社）三重県法人連合会副会長と

　　　しての永年のご活躍に対し納税功労者として「旭日双光章」を授与されました。（平成３０年４月２９日）

　　　ご功績に心からお祝い申しあげます。   おめでとうございます！

　仮認定後に実際に電話を受けた時のドキドキ感が

今でも鮮明に残っています。びびっていた私は、先

輩が悠然と受け答えされる姿を尊敬の念で眺めるだ

けでした。また、スーパービジョンは、利用者の辛さ

に寄り添えないで話を逸らしてしまう自分を自覚し、

見ないで来た過去からの自分を透明にする作業とな

り、結構衝撃的な体験でした。最近少しは自分を見

ることができるようになりました。これからも、自分の

ことも利用者さんのことも逃げずに見つめられるよう

に頑張ります。

　認定式を終えこれからが本番なんだなと思うとあっと

いう間の養成期間でした。今まで様々な講習で傾聴と

いう言葉を聞いてきたが、いのちの電話の養成講座で

初めて傾聴の大事さに気づいた気がする。テーマを見

て考えてみると全てにおいて大事な事なんだと再認識

させられます。初心を忘れず電話の向こう側にある声に

耳を傾けて成長していきたいと思います。心の疲れを癒

し生きる事の大切さを思い起こす事のできる様な相談

員になれる様に活動していきたいと思います。

ちゃんと見つめること これからの抱負

◆フレンテまつり６月２日（土）フリーマーケット開催に伴い

ＪＡグループ三重の職員の皆様方より今回も沢山の品物のご提供を賜りました。　

ご協力に心より　感謝御礼申し上げます。

毎回ご支援賜りますこと 協会一同感謝、御礼申し上げます。

正会員様・賛助会員様・寄付をおよせいただいた方
のお名前は、５４号紙面に掲載させて戴いており
ます。



    三重いのちの電話・受信状況（2017年10月～2018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す。
1.月別・男女別相談件数（熊本）

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） 開局からの件数

男性 277(1) 342(2) 327(0) 311(5) 275(3) 284(1) 1,816(12) 64,903 

女性 266(2) 262(1) 280(1) 294(1) 284(3) 279(0) 1,665（ 8） 51,854 

合計 543(3) 604(3) 607(1) 605(6) 559(6) 563(1)  3,481（20） 116,757 
2.年代別・男女別相談件数(自殺志向）

年代 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 不明 合計

男　性 73(2) 154(8) 358(43) 361(58) 319(28) 144(4)   9（０） 398(24) 1,816（167）

女　性 10(2)     82(15）  187（１3） 425(43）  313（37）     309（63） 82（4）  257（27) 1,665（204）

合計 83(4)     236（２3）  545（56）    786（101）  632（65）     453（67） 91（4）   655（51） 3,481（371）

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 326 11 75 18 133 21 4 164 99 143 613 11 198 1,816

女　性 285 6 111 16 195 71 4 214 108 72 517 8 58 1,665

合計 611 17 186 34 328 92 8 378 207 215 1130 19 256 3,481

○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 34 29 34 42 39 32 210

女性 18 24 26 22 27 30 147

合計 52 53 60 64 66 62 357

2.年代別・男女別相談件数(自殺志向）

年代 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 不明 合計

男性 8(0) 14(1) 21(5) 48(12) 42(17) 19(5) 6(2) 52(9) 210(51)

女性 1(0) 14(3) 18(6) 33(4) 28(5) 18(3) 5(2) 30(3) 147(26)

全体 15(0) 28(4) 39(11) 81(16) 70(22) 37(8) 11(4) 82(12) 357(77)

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 35 1 5 4 18 6 5 15 5 8 80 1 27 210

女性 13 0 5 1 15 5 1 8 9 14 67 1 8 147

全体 48 1 10 5 33 11 6 23 14 22 147 2 35 357
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　10期生の皆さま、これからお仲間として御一緒に活
動できることに感謝いたします。私もひと昔前に認定
を受け良き先輩や仲間に支えられ、一に健康、二に
家族、三に生業、四にボランティア活動をモットーに
続けてきました。この活動は匿名性の尊重と秘密の
厳守と云うことから、相談内容はもとより活動してい
ることも口外できません、ストレスが溜まります。仲間
と共に支え、支えられてストレスを溜めずに活動を長
く続けていきましょう。

支え、支えられ
　色んな人がいて、色んなことが起きて、本当に色ん
な生き方がある事をこのボランティアで知りました。
私もその色んな生き方をしている一人にすぎないこ
とも！それを知った事で特に窮地に陥った時、悲壮
感で途方に暮れてしまっても、少しは客観的に見ら
れる自分になれたように思います。もちろん、活動す
る仲間の心根や後ろ姿からも、素敵な思いをいっぱ
いもらっています！ゆっくりと、ぼちぼちと一緒にやっ
ていけたらいいな～と思っている私です。

宜しくお願いします

― ６ ―

　　　 10期生を迎えて一言


