
傾聴ミニ講座・募集説明会を実施しています
　　5/25（土）13：30～15：30　ワークピア磐田
　　6/19（水）19：00～21：00　アクトシティ浜松
　　6/30（日）13：30～15：30　浜北文化センター
　　7/27（土）13：30～15：30　アクトシティ浜松
（※詳細はお電話か、「浜松いのちの電話」検索）

2019年度電話相談ボランティア募集
　人生の途上で、色々な人が悩みを抱えて一人で悩んでいます。その支えになって下さい。

募　集　期　間　　5月～7月
受　講　資　格　　年齢　20歳～67歳
研　修　期　間　　1年6ヶ月間
※お問い合わせは浜松いのちの電話事務局まで　
　TEL 053-471-9715
（月～金10時～19時）
（土　　10時～16時）
　浜松いのちの電話

募集説明会を開きます
日　時　2019年 7月27日（土）

　　　　　13:30～15:30

場　所　アクト研修交流センター（研修室405）

　　　　直接、会場までお越しください。

あなたも相談員になりませんか

検索

2019.3～2019.7

社会福祉法人

浜松いのちの電話事務局

浜松郵便局私書箱 125 号 TEL（053）471-9715
 FAX（053）543-9020
発行人•福永博文　　編集•広報委員会

使途選択募金

今年も赤い羽根募金会より交付金と
して140万円いただきました。
相談事業などに大切に活用させてい
ただきます。ありがとうございまし
た。

イオンの「ボランティア活動支援事業」に参加してい
ます。対応店舗はイオン浜松西店とマックスバリュー
住吉店です。毎月11日の黄色いレシートを「浜松いの
ちの電話」のケースに入れて頂けると、購入代金の
1％相当が還元されます。
ご協力よろしくお願いいたします。

１月から３月にかけて静岡県共同募金会の使途選択募
金活動に参加した結果２３４．０００円の寄付金が集
まりました。県西部の中学生と私立の中・高校生に相
談を呼びかけるカードを作成し配布します。ご協力あ
りがとうございました。

納涼チャリティー寄席
恒例の鯉昇・扇遊師匠を迎えて7月20日（土）浜松市
福祉交流センター大ホール（成子町）にて開催されま
す。開場12:30～・上演13:00～15：40です。
前売2000円・当日2200円。多数の方々のご来場をお
待ちしています。

編集後記
1986年7月に開局し昭和・平成を経て新しい元号を迎
え、令和第１回の外部報の編集となりました。「浜松
いのちの電話」は今後も、相談員一同自己研さんに励
み、皆様とともに歩んでいきたいと考えています。こ
れからも変わらず温かいご支援、ご協力をどうぞよろ
しくお願いします。　　   　　　　　　　  広報委員会

赤い羽根共同募金イオンの黄色いレシート

ナビダイヤル　0570-783-556（有料）
ナビダイヤル受付センター経由で全国いのちの電話の相談可
能なセンターに順次つながります。長野・静岡・愛知・岐
阜・三重県からの電話は24時間つながります。
自殺予防いのちの電話
フリーダイヤル　0120-783-556（24時間無料）
毎月10日8:00～翌日8：00

浜松市自殺対策啓発事業（パネル展）に参加
相談員全体研修会（インターネット相談員必修研修）
　　　「若者支援の現状と課題」　　　　大場義貴氏
浜松市立看護学校「人間関係論」講師派遣
市民公開講演会「津軽三味線と生きる」
　～人生の絶望から救ってくれた母の一言～
　　　　　　　　　　　　　　　史佳氏・高橋竹育氏
市民公開講演会「良い『コミュニケーション・ふれあい』とは」
　～交流分析と自己理解−スムーズな交流と呪いに気づくこと～
　　　「浜松いのちの電話」　研修委員　岡田光夫氏

3/3
3/16

3/22～ 3/23
6/1

7/6

浜松いのちの電話

「こころの種火を灯す協働作業としての電話相談」巻　頭　言
大場　義貴

聖隷クリストファー大学
社会福祉学部

　「浜松いのちの電話」では市内中高生に向けて若者カードを作成し配布することを３年間続けています。今年は
県西部地区の中学生と私立の中・高校生への配布を予定しています。

　長い夏休みが終わり、新学期のスタートを迎えて「なんとなく気が重い」「不安」「だるい」などという気持ち
にになったことが誰しもあったと覚えています。夏休み明け中・高校生向け専用ダイヤルは、そんな気持ちを中高
生のみなさんに吐き出してみませんかと、専用電話の前で相談員が聴かせてもらおうと待っています。

夏休み明け中高生向け専用ダイヤル　今年で３年目です

今年は８月２６日月曜日から９月２日月曜日まで
１３：００～２４：００

「浜松いのちの電話」日誌「浜松いのちの電話」日誌

～中学生・高校生等若者からの相談を中心として～

　 053-473-6222
 日～火・祝 10:00～22:00
 水～土 10:00～24:00
 第 2・4 土曜日 24 時間

相談電話

毎週金曜日　19:30～21:30
Todas sextas-feiras das 19:30 às 21:30 horas

外国語相談　080-3068-0333
（ポルトガル語）　053-474-0333

LINHA da VIDA HAMAMATSU
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インターネット相談
　「浜松いのちの電話」ではインターネット相談をインターネット相談チームを作り、講師による研修や
例会を重ねて資質の向上と課題の検討を実施しています。
　３月１６日センター内研修室において、聖隷クリストファー大学社会福祉学科の大場先生をお招きして
「若者支援の現状と課題」について講義を実施して頂きました。
　２０１７年１２月よりスタートして１年６ヶ月ほど経過しました。毎回メール相談の内容に悩みつつも、
責任を持って、１件１件真剣に向き合ってきました。時にはただ寄り添うだけではなく、より具体的なア
ドバイスを返信することにも挑戦しています。

　今年度中には新しいインターネット相談員７名が認定を予定しております。

浜松いのちの電話のホームページにアクセスして
インターネット相談をクリックしてください。

インターネット相談をするためには

33期生認定式 
　４月１４日に第３３期生の認定式が行われました。
　１年６ヶ月に及ぶ基礎研修とインターン研修を終え、新た
に９名の電話相談員が誕生しました。

　福永理事長より最近の相談の傾向と課題等のお話があり
ました。あらためて傾聴の大切さについて緊張した表情で受
けとめているようでした。

　同期の仲間や先輩の相談員と助け合いながら、できるだけ
長くこの活動に関わってもらえたらと願っています。

　「ゼロになって新潟に帰って来なさい」その言葉で少し楽になった
と語る三味線プレイヤー　史佳　Fumiyoshiこと小林史佳さん。
　順調な人生から一転、うつ病を発症し人生はじめてのつまづきによ
り、どん底に落ち込んだ時に母からかけられた言葉。その言葉から史
佳さんの新しい人生が始まります。
　母の髙橋竹育氏と「津軽じょんがら節」や「あいや節」などの津軽
三味線の名曲にオリジナル曲も交えて自身のうつ体験を講演する浜松
いのちの電話の市民公開講演会が６月1日アクトシティ　音楽工房ホー

ルで開かれました。不思議な縁で小林史佳さんの弟子となっている更家健吾氏も演奏に加わりました。
　１６０名の聴衆は独特の津軽三味線の響きとご自身の体験を飾らず
に語る言葉に耳を傾け、惜しみない拍手を送りました。講演後、「私
も絶望していたことがありました。」と受付で語る方や「素敵な時間
を過ごせました。ありがとう」とアンケートの裏面いっぱいにメッ
セージを書いてくださる方など、皆さんの心に響いた講演会となりま
した。
　辛い思いを抱えた人に届く言葉をいつも探している相談員にとって
も心温まるひと時となりました。

　ＷＨＯは、21世紀における保健上の最大の課題は

メンタルヘルス保持増進であると提示しています。

現代社会には、どのライフステージにも、様々なラ

イフイベント（出来事）に直面し、心のバランスを

崩したり、孤立したり、袋小路に迷い込んでいる当

事者や家族がたくさんいます。かつては三世代家族

の相互支援や地域の相互支援体制が存在し、それら

の人々を支えていましたが、最近は核家族化の広が

りや地域社会とのつながりの低下などにより、相互

支援意識や支援能力の低下が懸念されています。中

でも次世代を担う中・高校生世代の精神的な不調和

に関する訴えが増加してきています。思春期は、大

人になる過程で、誰もが通過します。親に反抗した

り、自分自身のことが嫌になったり、自分はどうし

て生まれて来たのだろうと悩んだり、それまでの自

分とはまるで違った自分になってしまったように感

じる時期です。反抗期や親離れを経験しながら、自

分らしく生きるための、アイデンティティ（自己同

一性）の確立に向かって悪戦苦闘する、いわば第2の

誕生の時期でもあります。それ故に悩み苦しみ、こ

ころのバランスは大きく崩れ、精神的な不調和から

の不登校やひきこもり、自傷行為や家庭内暴力、摂

食障害などになる場合もあります。更に、いじめ被

害や貧困等が加わり、より自己肯定感が低くなるこ

とが考えられます。また、統合失調症も15歳前後か

ら発病しやすくなります。最近の研究では、中学生

の約15％前後が精神病様体験（幻聴や妄想）を経験

していることや、ひきこもりに親和性を持つ若者

が、推計155万人～165万人という報告もありま

す。私の研究では、中学生の約8％が自傷行為を経験

しており、約2％が自殺の計画をし、その人たちが自

傷行為や自殺の計画した理由は、「自分はいなく

なった方がいい」が42％と一番多く、またその人た

ちは精神的な困難があっても、相談等の他者希求を

しない傾向にありました。

　電話を掛けてくる若者は、勇気をふりしぼって掛

けてきているかもしれませんし、人に自分の気持ち

を話すという経験がなく受け手に伝わる言い回しが

できないかもしれません。あるいは、こちらの様子

を覗いながら、試しためし掛けてきているかもしれ

ません。いのちの電話の活動の基本は、「受容」と

「共感」です。一期一会の電話やSNS相談の中で、

聴いてもらえた、受けとめてもらえたという実感や

安心感は、次の援助希求につながる可能性を秘めて

いるのではないでしょうか。

　一方、思春期や若者の相談を受ける受け手も、自

分の中の「こども・思春期の記憶」が想起され、揺

れたりすることもあるでしょうし、感情移入や許容

度オーバー等による不全感を抱えたりするかもしれ

ません。そのためにも相談員研修やスーパーバイズ

の機会を活用していくことは、相談員としての質を

保障していく上で必要不可欠だと思います。

　現代社会で生活する子どもや若者は、様々なスト

レスに曝されながら生きています。最近私は、様々

な困難に直面した人々が「回復できる力」に注目し

ています。その力はレジリエンス(Resilience)とも

言われており、硬い強さではなく、しなやかな強さ

を指しており、自己肯定感、ソーシャルスキル、

ソーシャルサポートの複合体と考える説もありま

す。災害や事故からの回復には、レジリエンスが影

響しているとも言われており、高ストレス時代の21

世紀を生き抜くためには、必要な能力であると考え

ます。

　電話相談（ソーシャルサポート）は、相談という

援助希求行動（ソーシャルスキル）が掛け手の中に

灯った小さな種火（自己肯定感）であり、その灯火

が消えないようにしながら徐々に大きくしていく、

掛け手と受け手の協働作業なのだと思います。

こころの種火を灯す
    協働作業としての電話相談　
～中学生・高校生等若者からの相談を中心として～

　　　　　　　  

聖隷クリストファー大学　社会福祉学部
大場　義貴

市民公開講演会 6/1「津軽三味線と生きる」
史佳氏・高橋竹育氏（親子）

～人生の絶望から救ってくれた母の一言～
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インターネット相談
　「浜松いのちの電話」ではインターネット相談をインターネット相談チームを作り、講師による研修や
例会を重ねて資質の向上と課題の検討を実施しています。
　３月１６日センター内研修室において、聖隷クリストファー大学社会福祉学科の大場先生をお招きして
「若者支援の現状と課題」について講義を実施して頂きました。
　２０１７年１２月よりスタートして１年６ヶ月ほど経過しました。毎回メール相談の内容に悩みつつも、
責任を持って、１件１件真剣に向き合ってきました。時にはただ寄り添うだけではなく、より具体的なア
ドバイスを返信することにも挑戦しています。

　今年度中には新しいインターネット相談員７名が認定を予定しております。

浜松いのちの電話のホームページにアクセスして
インターネット相談をクリックしてください。

インターネット相談をするためには

33期生認定式 
　４月１４日に第３３期生の認定式が行われました。
　１年６ヶ月に及ぶ基礎研修とインターン研修を終え、新た
に９名の電話相談員が誕生しました。

　福永理事長より最近の相談の傾向と課題等のお話があり
ました。あらためて傾聴の大切さについて緊張した表情で受
けとめているようでした。

　同期の仲間や先輩の相談員と助け合いながら、できるだけ
長くこの活動に関わってもらえたらと願っています。

　「ゼロになって新潟に帰って来なさい」その言葉で少し楽になった
と語る三味線プレイヤー　史佳　Fumiyoshiこと小林史佳さん。
　順調な人生から一転、うつ病を発症し人生はじめてのつまづきによ
り、どん底に落ち込んだ時に母からかけられた言葉。その言葉から史
佳さんの新しい人生が始まります。
　母の髙橋竹育氏と「津軽じょんがら節」や「あいや節」などの津軽
三味線の名曲にオリジナル曲も交えて自身のうつ体験を講演する浜松
いのちの電話の市民公開講演会が６月1日アクトシティ　音楽工房ホー

ルで開かれました。不思議な縁で小林史佳さんの弟子となっている更家健吾氏も演奏に加わりました。
　１６０名の聴衆は独特の津軽三味線の響きとご自身の体験を飾らず
に語る言葉に耳を傾け、惜しみない拍手を送りました。講演後、「私
も絶望していたことがありました。」と受付で語る方や「素敵な時間
を過ごせました。ありがとう」とアンケートの裏面いっぱいにメッ
セージを書いてくださる方など、皆さんの心に響いた講演会となりま
した。
　辛い思いを抱えた人に届く言葉をいつも探している相談員にとって
も心温まるひと時となりました。

　ＷＨＯは、21世紀における保健上の最大の課題は

メンタルヘルス保持増進であると提示しています。

現代社会には、どのライフステージにも、様々なラ

イフイベント（出来事）に直面し、心のバランスを

崩したり、孤立したり、袋小路に迷い込んでいる当

事者や家族がたくさんいます。かつては三世代家族

の相互支援や地域の相互支援体制が存在し、それら

の人々を支えていましたが、最近は核家族化の広が

りや地域社会とのつながりの低下などにより、相互

支援意識や支援能力の低下が懸念されています。中

でも次世代を担う中・高校生世代の精神的な不調和

に関する訴えが増加してきています。思春期は、大

人になる過程で、誰もが通過します。親に反抗した

り、自分自身のことが嫌になったり、自分はどうし

て生まれて来たのだろうと悩んだり、それまでの自

分とはまるで違った自分になってしまったように感

じる時期です。反抗期や親離れを経験しながら、自

分らしく生きるための、アイデンティティ（自己同

一性）の確立に向かって悪戦苦闘する、いわば第2の

誕生の時期でもあります。それ故に悩み苦しみ、こ

ころのバランスは大きく崩れ、精神的な不調和から

の不登校やひきこもり、自傷行為や家庭内暴力、摂

食障害などになる場合もあります。更に、いじめ被

害や貧困等が加わり、より自己肯定感が低くなるこ

とが考えられます。また、統合失調症も15歳前後か

ら発病しやすくなります。最近の研究では、中学生

の約15％前後が精神病様体験（幻聴や妄想）を経験

していることや、ひきこもりに親和性を持つ若者

が、推計155万人～165万人という報告もありま

す。私の研究では、中学生の約8％が自傷行為を経験

しており、約2％が自殺の計画をし、その人たちが自

傷行為や自殺の計画した理由は、「自分はいなく

なった方がいい」が42％と一番多く、またその人た

ちは精神的な困難があっても、相談等の他者希求を

しない傾向にありました。

　電話を掛けてくる若者は、勇気をふりしぼって掛

けてきているかもしれませんし、人に自分の気持ち

を話すという経験がなく受け手に伝わる言い回しが

できないかもしれません。あるいは、こちらの様子

を覗いながら、試しためし掛けてきているかもしれ

ません。いのちの電話の活動の基本は、「受容」と

「共感」です。一期一会の電話やSNS相談の中で、

聴いてもらえた、受けとめてもらえたという実感や

安心感は、次の援助希求につながる可能性を秘めて

いるのではないでしょうか。

　一方、思春期や若者の相談を受ける受け手も、自

分の中の「こども・思春期の記憶」が想起され、揺

れたりすることもあるでしょうし、感情移入や許容

度オーバー等による不全感を抱えたりするかもしれ

ません。そのためにも相談員研修やスーパーバイズ

の機会を活用していくことは、相談員としての質を

保障していく上で必要不可欠だと思います。

　現代社会で生活する子どもや若者は、様々なスト

レスに曝されながら生きています。最近私は、様々

な困難に直面した人々が「回復できる力」に注目し

ています。その力はレジリエンス(Resilience)とも

言われており、硬い強さではなく、しなやかな強さ

を指しており、自己肯定感、ソーシャルスキル、

ソーシャルサポートの複合体と考える説もありま

す。災害や事故からの回復には、レジリエンスが影

響しているとも言われており、高ストレス時代の21

世紀を生き抜くためには、必要な能力であると考え

ます。

　電話相談（ソーシャルサポート）は、相談という

援助希求行動（ソーシャルスキル）が掛け手の中に

灯った小さな種火（自己肯定感）であり、その灯火

が消えないようにしながら徐々に大きくしていく、

掛け手と受け手の協働作業なのだと思います。

こころの種火を灯す
    協働作業としての電話相談　
～中学生・高校生等若者からの相談を中心として～

　　　　　　　  

聖隷クリストファー大学　社会福祉学部
大場　義貴

市民公開講演会 6/1「津軽三味線と生きる」
史佳氏・高橋竹育氏（親子）

～人生の絶望から救ってくれた母の一言～
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傾聴ミニ講座・募集説明会を実施しています
　　5/25（土）13：30～15：30　ワークピア磐田
　　6/19（水）19：00～21：00　アクトシティ浜松
　　6/30（日）13：30～15：30　浜北文化センター
　　7/27（土）13：30～15：30　アクトシティ浜松
（※詳細はお電話か、「浜松いのちの電話」検索）

2019年度電話相談ボランティア募集
　人生の途上で、色々な人が悩みを抱えて一人で悩んでいます。その支えになって下さい。

募　集　期　間　　5月～7月
受　講　資　格　　年齢　20歳～67歳
研　修　期　間　　1年6ヶ月間
※お問い合わせは浜松いのちの電話事務局まで　
　TEL 053-471-9715
（月～金10時～19時）
（土　　10時～16時）
　浜松いのちの電話

募集説明会を開きます
日　時　2019年 7月27日（土）

　　　　　13:30～15:30

場　所　アクト研修交流センター（研修室405）

　　　　直接、会場までお越しください。

あなたも相談員になりませんか

検索

2019.3～2019.7

社会福祉法人

浜松いのちの電話事務局

浜松郵便局私書箱 125 号 TEL（053）471-9715
 FAX（053）543-9020
発行人•福永博文　　編集•広報委員会

使途選択募金

今年も赤い羽根募金会より交付金と
して140万円いただきました。
相談事業などに大切に活用させてい
ただきます。ありがとうございまし
た。

イオンの「ボランティア活動支援事業」に参加してい
ます。対応店舗はイオン浜松西店とマックスバリュー
住吉店です。毎月11日の黄色いレシートを「浜松いの
ちの電話」のケースに入れて頂けると、購入代金の
1％相当が還元されます。
ご協力よろしくお願いいたします。

１月から３月にかけて静岡県共同募金会の使途選択募
金活動に参加した結果２３４．０００円の寄付金が集
まりました。県西部の中学生と私立の中・高校生に相
談を呼びかけるカードを作成し配布します。ご協力あ
りがとうございました。

納涼チャリティー寄席
恒例の鯉昇・扇遊師匠を迎えて7月20日（土）浜松市
福祉交流センター大ホール（成子町）にて開催されま
す。開場12:30～・上演13:00～15：40です。
前売2000円・当日2200円。多数の方々のご来場をお
待ちしています。

編集後記
1986年7月に開局し昭和・平成を経て新しい元号を迎
え、令和第１回の外部報の編集となりました。「浜松
いのちの電話」は今後も、相談員一同自己研さんに励
み、皆様とともに歩んでいきたいと考えています。こ
れからも変わらず温かいご支援、ご協力をどうぞよろ
しくお願いします。　　   　　　　　　　  広報委員会

赤い羽根共同募金イオンの黄色いレシート

ナビダイヤル　0570-783-556（有料）
ナビダイヤル受付センター経由で全国いのちの電話の相談可
能なセンターに順次つながります。長野・静岡・愛知・岐
阜・三重県からの電話は24時間つながります。
自殺予防いのちの電話
フリーダイヤル　0120-783-556（24時間無料）
毎月10日8:00～翌日8：00

浜松市自殺対策啓発事業（パネル展）に参加
相談員全体研修会（インターネット相談員必修研修）
　　　「若者支援の現状と課題」　　　　大場義貴氏
浜松市立看護学校「人間関係論」講師派遣
市民公開講演会「津軽三味線と生きる」
　～人生の絶望から救ってくれた母の一言～
　　　　　　　　　　　　　　　史佳氏・高橋竹育氏
市民公開講演会「良い『コミュニケーション・ふれあい』とは」
　～交流分析と自己理解−スムーズな交流と呪いに気づくこと～
　　　「浜松いのちの電話」　研修委員　岡田光夫氏

3/3
3/16

3/22～ 3/23
6/1

7/6

浜松いのちの電話

「こころの種火を灯す協働作業としての電話相談」巻　頭　言
大場　義貴

聖隷クリストファー大学
社会福祉学部

　「浜松いのちの電話」では市内中高生に向けて若者カードを作成し配布することを３年間続けています。今年は
県西部地区の中学生と私立の中・高校生への配布を予定しています。

　長い夏休みが終わり、新学期のスタートを迎えて「なんとなく気が重い」「不安」「だるい」などという気持ち
にになったことが誰しもあったと覚えています。夏休み明け中・高校生向け専用ダイヤルは、そんな気持ちを中高
生のみなさんに吐き出してみませんかと、専用電話の前で相談員が聴かせてもらおうと待っています。

夏休み明け中高生向け専用ダイヤル　今年で３年目です

今年は８月２６日月曜日から９月２日月曜日まで
１３：００～２４：００

「浜松いのちの電話」日誌「浜松いのちの電話」日誌

～中学生・高校生等若者からの相談を中心として～

　 053-473-6222
 日～火・祝 10:00～22:00
 水～土 10:00～24:00
 第 2・4 土曜日 24 時間

相談電話

毎週金曜日　19:30～21:30
Todas sextas-feiras das 19:30 às 21:30 horas

外国語相談　080-3068-0333
（ポルトガル語）　053-474-0333

LINHA da VIDA HAMAMATSU
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