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〜 ひ と り で 悩 ま ず 話 し て み ま せ ん か〜
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№

（午前 8 時〜翌日 8 時）

0120-738-556
ファックス相談

（聴覚・言語に障がいのある方）

011- 219-3144
「自殺予防を願って」

2016 年度には 188 人と、減少が続いています。2010 年度には、それまで 65 歳
だった年齢の上限をなくすなど手を打っていますが、反面、相談員の平均年齢が 5 歳ほ
ど上がり、本人の体調不良や家族の介護などで活動を休止せざるをえなくなる人も出て、
実際に活動出来る相談員は登録者数をかなり下回っております。その分、残る相談員の
負担が増しているのが実情です。

眠らぬ電話の台所事情
私たち「北海道いのちの電話」にとって、活動を持続するために必要なのは「ひと」と「おかね」です。
「ひと」は、救いを求めて掛かってくる電話に、365 日、24 時間休みなく対応する「相談員」です。

事業繰入金の四本柱で構成されています。
2015 年度の収入合計は 1,936 万円余で、2009 年度の合計 2,457 万円余の約
21％減となりました。
寄付収入の推移

（万円）
2,000

1,500

話」の相談ボランティアの登録者数は 201 人になりました。
1979 年発足以来、365 日、24 時間活動する事を目標に努力してきましたが、そ
の体制がようやく整ったのです。
ホ ッ と し た の も 束 の 間、 翌 2014 年 度 に は 197 人、2015 年 度 に は 193 人、

「Nothing（ ナ ッ シ ン グ ）
」
「なかにしりく」

人の「資金ボランティア」の寄

「Watana Besta SOCIAL club（ワタナベスタ・

付金で、これが収入合計のほぼ

ソシアルクラブ）
」
「つきのさんぽ」
「奏楽」
「くろ

60％を占めています。補助金

まる」
「ナイト de ライト」です。

道共同募金会の分配金、公益財
団法人北海道新聞社会福祉振興
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ために自ら負担している費用、収益事業繰入金は「サポーターズボランティア」の知恵
と労力で毎年催している、コンサート事業の収益金です。
補助金等収入は毎年度ほぼ一定額で、相談事業収入は相談員の応募が少なければ減り、
写真・文：K.Y

る構造なのです。
188

グラフは寄付収入の 2009 年度から 2015 年度までの状況を示していますが、その
落ち込みは実に 36％にも達し、金額は 1,830 万円から 1,208 万円に減少しています。

100

昨年の北海道の自殺者数は 1,147 人で、交通事故死数 177 人の 6.5 倍です。悩む

50

人の声を聴き自殺を思いとどまってもらえたら……。
「北海道いのちの電話」は厳しい台

0

所事情をかかえながらも 365 日 24 時間の活動を止めてはならない。私たちはそう強
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016（年度）

1

活動への理解と協力を求めて開かれた昨年の
「チカホライブ」

今号の
一枚

金、相談事業収入は「相談ボランティア」に応募された方が 2 年間の養成研修を受ける

つまり運営資金の総額は「資金ボランティア」の寄付金で大きくもなり、小さくもな

登録相談員数

皆様のお立ち寄りをお待ちしております。

3 月 26 日（土） 理事・評議員会
4 月 23 日（土） 運営会議
5 月 10 日（火） 38 期生前期修了式
14 日（土） 37 期生認定式、
相談員交流会
21 日（土） 理事・評議員会
６月 4 日（土） 39 期生応募面接
サポーターズ委嘱状授与式
25 日（土） 運営会議

補助金、また社会福祉法人北海

収益事業の繰入金も限界があります。
（人）
250

しました。

事務局日誌
（2016 年 3 月 1 日〜 6 月 30 日）

寄付収入は、団体・企業、個

等収入は北海道と札幌市からの

1,000

0

アーティストに協力をお願いして、午前 11 時から

出演予定は「CocoStrech（ココストレッチ）
」

500

の方々が 2 年間の研修を終えて相談員に認定された 2013 年度に「北海道いのちの電

「北海道いのちの電話」は毎年、市民に活動への理解と協力を訴える催しを行っています。

午後 6 時までの「7 時間ライブ」を開催することと

ることで、皆さまのご理解、ご協力が得られれば……と願い、ご報告します。

2011 年、忘れもしない東北大震災の年、相談ボランティアの応募が増えました。そ

日（土）に札幌市中央区の地下歩行空間（チカホ）で開かれます。

回の事業を展開しましたが、今年はこれを一本化し、北海道を拠点に活躍する 8 組の

そして「おかね」は、組織をきちんと維持、運営するための「資金」です。
この両輪がこのところ“キシミ”始めています。私たちの「台所事情」を率直に分析、お知らせす

「いのちミュージックデー 2016」と銘打ったイベントが、世界自殺予防デーの 9 月 10

昨年までは、9 月に「チカホライブ」
、12 月に「ティーパーティーコンサート」と 2

「北海道いのちの電話」の運営資金は、寄付収入、補助金等収入、相談事業収入、収益

“ひと”が“おかね”が─

イベント予告

く願っております。

2

「葵花向日」
（きかこうじつ）
※葵花とは「ひまわり」。太陽に向かって咲くひまわりの姿。夏の点景を、熱い太陽に向かって咲き誇る
ひまわりの姿に託した言葉。

真夏の太陽に向かって、咲き誇るひまわり。
灼熱の中、一番暑い太陽の方に向かって咲くひまわり。
隣にも、前にも、後ろにも一緒に咲く仲間がいます。
仲間がいるから、寄り添いながら、同じ方向に向かって。
あなたも一人ではありません。

社会福祉法人

北海道いのちの電話（開局 1979 年 1 月）

事務局 〒 060−8693  札幌中央郵便局私書箱 107
TEL  011−251−6464 FAX 011−221−9095
URL  http://www.inochi-tel.com/
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回の事業を展開しましたが、今年はこれを一本化し、北海道を拠点に活躍する 8 組の

そして「おかね」は、組織をきちんと維持、運営するための「資金」です。
この両輪がこのところ“キシミ”始めています。私たちの「台所事情」を率直に分析、お知らせす

「いのちミュージックデー 2016」と銘打ったイベントが、世界自殺予防デーの 9 月 10

昨年までは、9 月に「チカホライブ」
、12 月に「ティーパーティーコンサート」と 2

「北海道いのちの電話」の運営資金は、寄付収入、補助金等収入、相談事業収入、収益

“ひと”が“おかね”が─

イベント予告

く願っております。

2

「葵花向日」
（きかこうじつ）
※葵花とは「ひまわり」。太陽に向かって咲くひまわりの姿。夏の点景を、熱い太陽に向かって咲き誇る
ひまわりの姿に託した言葉。

真夏の太陽に向かって、咲き誇るひまわり。
灼熱の中、一番暑い太陽の方に向かって咲くひまわり。
隣にも、前にも、後ろにも一緒に咲く仲間がいます。
仲間がいるから、寄り添いながら、同じ方向に向かって。
あなたも一人ではありません。

社会福祉法人

北海道いのちの電話（開局 1979 年 1 月）

事務局 〒 060−8693  札幌中央郵便局私書箱 107
TEL  011−251−6464 FAX 011−221−9095
URL  http://www.inochi-tel.com/
3

発行人
編集人

南
槇子
広報委員会

新相談員に聞く

2 年間の研修を終え、3 月 12 日に新しく相談員
に認定された方々が活動に参加しています。皆さん
に「志望の動機」
「研修中のこと」
「これからの活動
にかける思い」などを寄せてもらいました。

初めは不安で心細く、緊張してい

先日新聞で、歌手加藤登紀子の素

面 接 に 始 ま り、2 年 間 の 研

ました。このボランティアは声だけ

敵な言葉に出合いました。
「より深

修を経てそれまでは見知らぬ人

が頼り。匿名で電話の掛け手と関係

い悲しみの側に立ってみる。悲しみ

だった方々と仲間になりました。

を築き、自分一人で応対しなければ

の中にいる人だけが、本当のことを

研修中の私は不安がいっぱいで、

ならない。その行為は非常に難しい

知っていて、その悲しみに寄り添い、

自問自答を繰り返しながら過ご

と思ったからです。講座を終えた今、

支えようとすることで人は強くなれ

してきました。その中で得たの

一人ではないという心強さ、わたし

る」というのです。それは、いのち

は、 苦 し み、 悲 し み、 寂 し さ、

の思いを受け止めてくれる仲間がい

の電話の基本姿勢を言い当てている

怒 り、 貪 り、 生 き る 息 苦 し さ、

るという安心感が沸いてきました。

と思いました。相談者に寄り添うこ

それらに負けずに生きようとす

使命感を持って育成にかかわってく

とを願う私にとって、彼女の言葉は

る人間のたくましい力でした。

ださった講師、先輩、励ましてくれ

胸 に 響 き ま し た。
「 何 は と も あ れ、

人の持つ生命力の強さを学びま

た仲間に感謝し、これからも努力し

あなたの一生懸命は伝わるよ」と先

した。

ていきたいと思います。

輩からも励まされました。

認定の通知をもらい、電話担当のため談話

研修中に、孤独と不安にさ

私のこれまでの経験を活かせる活動

室に入った時「全国研修会なら大会」のポス

いなまされている方がいかに

ではないかと考え、応募しました。

ターが目に飛び込みました。そのとたん、中

多いかを知りました。相談者

研修に入り、その予想と大きく変わ

学 3 年の時の社会の先生の顔が浮かびました。

が努力していること、誠実で

らなかったものの、厳しい現実と向

先生は、日本人の心性に神社仏閣が果たした

あろうとする姿がわかり、な

き合い、過去の経験と照らし合わせ

役割、民主主義とフランス革命、部落問題な

んとか良い方向に変わってい

つつ、どう向き合うか問い続けてきま

どを力を込めて話してくれました。高校 2 年

ただきたいと願っています。

した。これから大きく飛躍できる年

時の奈良への修学旅行で、東大寺の柱穴の由

相談者との「一期一会」を常

齢でもありませんが、先輩や仲間に

来を学びました。救われた気持ちになったそ

に意識し、先入観を捨て、白

少しでも迷惑をかけないよう心掛け、

の体験が、今も私の芯であり、支えになってい

紙の状態で相談者に寄り添っ

長く続けられれば、と思っています。

ます。奈良はわたしの恩師そのものなのです。

ていきたいと思います。

再雇用の期間満了を迎える中で、

団体からのご寄付

いのちの電話 ドリーム／加茂川啓明電機㈱北海道支店／きたえるーむ小樽稲穂

田区

仕事やボランティア活動で提案することが多かった私は、研修を通じて「聴

「人とかかわる事が苦手。でもこのま
まではいけないのでは？」と利己的焦

私の経験は、ほんの一部でしかなかったと知りました。模擬演習に入って「傾

りが相談員に応募する理由のひとつで

聴とは？」と何度も悩み、苦しい思いもしましたが、同期の仲間と話し、先

した。研修中の座学で “ こころ ” の仕

輩のアドバイスを受けて少しずつ分かってきたように思います。事柄を聞く

組みを少し知り、自分に欠けていたこ

のではなく、思いを聴く。ハッとさせられたその言葉を大切に、わたしも前

とがちょっとだけ見えた気がしました。

に進みます。

私の相談員志望動機は「社会に恩返し出来ることはない

ボランティアの契約は、大変重いもので、私に出来る

か」という思いです。私も今までに様々な困難にぶつかって

のだろうか不安になりました。まだ、その不安を乗り越

きました。その度に親類、友人、知人から助けていただきま

えることが出来ませんが、何度か電話相談を経験する中

した。こうして生きていられるのも、それらの人々のお蔭で

で、相談者が「生きている自分を肯定する」ことの手助

す。日々平穏に生活できている今、私の経験を生かす道がな

けになった、
と感じたことがありました。その時、
私も
「話

いかと考えていたとき、ラジオで相談員の募集を知りました。

している自分」をとても肯定していました。いのちの電

認定面談で「自分の経験を良く咀嚼してみては」という言葉

話は、掛け手と聴き手が互いに影響しあい「生きている

を戴きました。相談者の思いに寄り添えるよう頑張ります。

今」を大切に過ごすツールと思います。

秘書課／損保ジャパン日本興亜「ちきゅう倶楽部社会貢献ファンド」／朝祷会／フェイストゥフェイス水口 章・良子／北海道鉄道 OB 会／北光幼

稚園／ほんわか会 前多恵美子／南円山地区民児協議会／室蘭めばえ幼稚園／立正佼成会 札幌教会／大通りつげのクリニック／治療院 スマ

イル

先輩からのエール
認定おめでとうございます。長い

気が付いたら 20 年経

相談員をスタートされた皆様、ようこそ。1 年

は」と何度も思ったのですが、仲間の

人の役に立ちたいとの思いを秘め、

できたのは、電話の向こ

節目に新たな気持ちで歩み続ける人。経験年数

笑顔、声かけのお蔭で「ここにいても

晴れて独り立ちして電話を取られて

うにいる方と、互いに心

は違っても目的は一つ、相談者のためにどうあ

いる事でしょう。私も初めはそうい

が通じたと思える瞬間が

るべきかを学び続けることではないでしょうか。

誌を目にしました。素晴らしい活動だと思いました。年齢に関係なく、意欲

そのことを先輩に話したら「もう人と

う思いで関わらせていただきました

あるからだと思います。

があれば誰でもできるということでしたので、応募しました。研修中の一泊

かかわるのが苦手と言わなくていいよ。

が、今はこの活動が自分に返ってく

見ず知らずの方とのやり

らさの訴えに出合い、向き合うことで、私も成

研修が印象に残りました。これで仲間との距離が一気に縮まったように思え

大丈夫」と背中を押してくれました。

る、仕事での人間関係、家庭や地域

とりは大きな糧となりま

長させていただきました。

ます。後半の模擬演習は大変緊張しましたが、自分の癖を知ることができま

みんなが私の気持ちを前へ向けてくれ

での関わりに活かされていると実感

した。そのような体験を

相談者に寄り添い、気持ちを聴くという難題

した。いよいよ独り立ちですが、自分らしさを失わず、相談者に少しでも役

たように、相談者の気持ちに向き合お

しています。気負わず、長く続けて

仲間と共に積み重ねてい

に向き合い、一緒に “ 答えのない答え ” を捜し

立つ応答を心がけます。

うとおもいます。

ください。

きたいと思っています。

続けましょう。

待、貧困など、自殺につながりかねない

みて、悩みを抱えている方が本当にたくさんいることが分かりました。その

事象を学びました。講義は素直に吸収で

悩みは私の価値観では対処できないし、対処すべきでない、と知りました。

きましたが、模擬演習はうまくいかず、

まだ未熟ですが、今後は認定された相談員として電話を取っていかなければ

胃が痛くなる辛い日の連続でした。なん

なりません。初心を忘れず、自らを磨きつつ、長く頑張っていくつもりです。

とか上手に話しをしようと焦って、相談
者に「寄り添う」
「共感する」ことが出
来ませんでしたが、先輩のアドバイスを

電話相談のキーワードは「共感」である、と聞きました。どうしたら相談

受けながら実際に電話を取っているうち

者に「共感されている」と感じてもらえる表現力を磨けるのか。聴き手の私

に、続けていけるかもしれないと、思え

は傾聴するのが精一杯で、心でキャッチしなければならないのに、頭で会話

るようになりました。これからも勉強し

しているのです。ある時期「力を入れず、ゆったりした気持ちで相談者の訴

て良い相談員になれるよう、頑張ります。

えを聴いてみよう」と考えました。この仕事を長く続けたい、と思います。

4

札幌太田病院／医法）
中江病院／医法）
勉仁会 中垣病

平松記念病院／医法社）
彌和会

三浦メンタルクリニック／医法社）

信洋会 石山病院／医法社）
正心会 岡本病院／医法社）
ふるや内科／旭イノベックス㈱／大岩メタルワークス㈱／札幌第一興産㈱／佐藤水産㈱

／㈱アリガプランニング／㈱興陽技建／㈱さっぽろテレビ塔／㈱昭和総業／㈱セコマ／㈱ドウデン／㈱福地建装／㈱藤井工務店／㈱藤井ビル／
公会 札幌聖ミカエル教会／日本キリスト教団 麻生教会 有志一同／日本キリスト教団 函館教会／財）
さっぽろ健康スポーツ財団／財）
札幌中
小企業共済センター／淨国寺／真宗興正派 昭念寺／真宗大谷派札幌別院／真龍寺／本願寺 札幌別院／日蓮宗 妙典寺／宗教法人 顕本寺

／
（宗）
真宗大谷派 大願寺／社）
北海道開発技術センター／㈲喜久一

個人からのご寄付
ア行

青柳雅子 青山力・令子 浅川三男 医）
明日佳

田明穂

池田輝明

石井紀恵子

ご支援ありがとうございます

20 年間で多くの方の辛さ、苦しさ、生きづ

石井美雪

太田一男 大竹実

石川由男 泉真知子

狩野廣

神埜文典

駒野ひかり 近藤邦雄

サ行

磯野岳臣

魚住昌也 氏家久仁子

伊藤忠男 伊藤まち子
瓜田一郎

尾形照夫 岡田寿 岡田浥子 岡林律子 岡本雄一

尾池一仁

伊藤義郎

稲垣

大泉三千代

大

奥村道子

小田嶋政子

小野寺

菊池園子

菊地孝子

北谷洋文

佐川節子 櫻田純子

佐々木克

角田今日子 筧石雄 影山隆之 葛西美保子 笠田薫 片平美智子 上遠野克 金森美子 金子千恵 金

河合淑子

国島やよい

和泉睦子

岩﨑恵美子 上田稔

大濱良代 岡島静子

カ行

川上貞子

川口宗美・夏代子

熊谷トキ 黒川輝世

黒島芳江

川崎スミヱ 川原康子

小池章之

越野宣之

蒲原直之

小島良秀

後藤京子

斉藤智子 齊藤光晴 斉藤泰史 斎藤雪子 榊原綾子 阪口晶美 坂元由美

後藤学

後藤道

小林茂

彦・敏江 佐々木春代 佐々木洋子 佐々木光明 笹崎雅江 佐藤正晴 佐藤昭彦 佐藤愼一郎 佐藤保 佐藤時弘 佐藤宣男 佐藤壽 佐
藤泰光

寒川ナミヱ 澤口勉

澤田道子

塩田越波

品川久美子

柴田薫心

洋子 杉村徹 杉本桂子 杉本拓 鈴木直子 関堂勝幸 﨤町賢治・恵美子

子

武田征勝

竹谷宏一 田坂伸子 田島安都子

蓼沼豊 田辺等

崎和義 塚田陽子 辻田恭子 出口寿美枝 遠山貞子 虎谷京子

けみ 南條道子 野原茂・裕紀子 信太義弘 野村玲子

ハ行

柴田牧子 島田和子
タ行

清水京子

谷口惠美子 多筥佳杖子 田原尚子

ナ行

下村笑子

末次邦雄

菅田

大公一郎 髙木きよみ 高沢道子 髙原久美子 高谷昌
千葉勇 千葉悟

千葉正昭 塚

長井茂子 中川久美子 中川洋子 永田京子 中村伊佑子 鍋島あ

長谷川大介・真紗子 幡江美智子 濱田啓子 林多美子 林律子 早瀬龍宏

必守行男 平野育子 平原邦幸 平原紀子 福島直樹 舩越政明 古本忠 堀井敏子 幌村司 本間雄

マ行

牧野貞子 松井純一 松尾み

つ子 松崎吉昭 松平英明 松本妙子 間宮和代 三浦俊祐 三上嘉一 水野さつき 三井尚 光崎明生 南千晶 蓑島雅登・礼子 宮崎京
子 宮本一夫 村井俊朗 森井徹 森公代 森林耕二
横山由紀子

横山末雄

洋子 義村小夜子

吉江昌彦 吉尾弘

ワ行

渡辺信英 匿名：8

吉川陽子

ヤ行

八幡敬一 山口久美子 山田政光 山中克哉 山中貴義 山本秀子 湯浅志真

吉澤慶信

吉田京子 吉田桃代

吉田洋子

吉中朋子

吉野淳一

吉見溶子

吉峰

期間：2016年3月1日～6月30日

2016 年 3 月 1 日～ 6 月 30 日の間に次の方々からご支援をいただきました。ご厚志は 365 日 24 時間眠ら
ぬダイヤル活動の貴重な資金として使わせていただきます。
銀行、郵便局からの振り込みの場合入金まで若干時間がかかり、この期間からずれることがあります。そ
の時は次号でお名前を掲載させていただきます。また銀行振り込みの方のお名前はカタカナのままとなり
個人情報保護のため住所の確認ができず領収書をお送りできません。あわせてご了承願います。
お名前の記載漏れや誤記がありましたらお許し下さい。お気付きの場合、恐縮ですがご連絡をお願いします。

募金箱

引き続きご支援をお願いします。銀行振り込み、郵便振替ご利用
の場合、下記口座番号へお願いします。
口座名「北海道いのちの電話」

大和リゾート㈱ ロイトン札幌
ミナト調剤薬局 札幌川下店

北洋銀行本店営業部

普通 028-0238134

北海道銀行本店

普通 101-0604497

札幌信用金庫本店

普通

札幌市中央郵便局私書箱 107 北海道いのちの電話事務局

北海道労働金庫本店

普通 012-4692543

事務局電話 011-251-6464

郵便振替口座番号

02770-9-2444

＊このご寄付には所得税、道・市民税に関して寄付金控除が適用されます（必要な方は領収書をご請求ください）。
〒 060-8693

但野千鶴子 阿部芳江 荒木一洋 荒木哲彦 有馬宣子 飯塚ちどり 池澤澪子 池

石井嘉

伊原晶子 井原貴男 岩井雄三 岩城加代子

木太陽子 口田訓子

目をスタートする人、10 年、20 年、30 年を

ても濃く、私の人生観が変わってゆくのを感じました。実際に電話をとって

北ノ沢病院／医法）
耕仁会

桑園病院／医法社）
慈藻会

／双豊電気㈱／泰伸データウエアハウス㈱／高砂熱学工業㈱札幌支店／中井聖建設㈱／北土建設㈱／北海道電気技術サービス㈱／幌村建設㈱

子禎子

ちました。続けることが

精神疾患から発達障害、引きこもり、虐

旭山病院／医法社）
健心会

裕子 小野道弘 小原幸子

間の研修大変おつかれさまでした。

とにかくやってみよう、と応募したボランティアでしたが、研修内容はと

佐々木雄皓／北海道精神科病院協会／医法）
広誠会

院／医法）
北仁会

須賀豊稚

「私は人の相談を聴く立場にないので

研修 1 年目はうつ病、依存症などの

教職員

㈱北海道アルバイト情報社／㈱まるいち／天使の聖母 トラピスチヌ修道院／カトリック 北広島教会／日本キリスト教会 札幌発寒教会／日本聖

いいのだ」と思えるようになりました。

2 年前、所用でハローワークに立ち寄った際、北海道いのちの電話の広報

利用者一同／札幌市保健福祉局高齢保健福祉部／札幌市清

役職者会／札幌市保健福祉局 役職者会／札幌市立高等学校

組合／司法書士ほしおき駅前通事務所／税理士法人 春野会計事務所／全日本建設交運一般労働組合札幌学童保育支部／札幌市総務局秘書部

豊穂

くということ」を学び、今までの考え方や発言が変わりました。これまでの

役職者会／札幌市総務局 行政部有志一同／札幌市東区役所

社会福祉法人 北海道いのちの電話
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理事長 南 槇子

FAX 011-221-9095
6

01-6116682

新相談員に聞く

2 年間の研修を終え、3 月 12 日に新しく相談員
に認定された方々が活動に参加しています。皆さん
に「志望の動機」
「研修中のこと」
「これからの活動
にかける思い」などを寄せてもらいました。

初めは不安で心細く、緊張してい

先日新聞で、歌手加藤登紀子の素

面 接 に 始 ま り、2 年 間 の 研

ました。このボランティアは声だけ

敵な言葉に出合いました。
「より深

修を経てそれまでは見知らぬ人

が頼り。匿名で電話の掛け手と関係

い悲しみの側に立ってみる。悲しみ

だった方々と仲間になりました。

を築き、自分一人で応対しなければ

の中にいる人だけが、本当のことを

研修中の私は不安がいっぱいで、

ならない。その行為は非常に難しい

知っていて、その悲しみに寄り添い、

自問自答を繰り返しながら過ご

と思ったからです。講座を終えた今、

支えようとすることで人は強くなれ

してきました。その中で得たの

一人ではないという心強さ、わたし

る」というのです。それは、いのち

は、 苦 し み、 悲 し み、 寂 し さ、

の思いを受け止めてくれる仲間がい

の電話の基本姿勢を言い当てている

怒 り、 貪 り、 生 き る 息 苦 し さ、

るという安心感が沸いてきました。

と思いました。相談者に寄り添うこ

それらに負けずに生きようとす

使命感を持って育成にかかわってく

とを願う私にとって、彼女の言葉は

る人間のたくましい力でした。

ださった講師、先輩、励ましてくれ

胸 に 響 き ま し た。
「 何 は と も あ れ、

人の持つ生命力の強さを学びま

た仲間に感謝し、これからも努力し

あなたの一生懸命は伝わるよ」と先

した。

ていきたいと思います。

輩からも励まされました。

認定の通知をもらい、電話担当のため談話

研修中に、孤独と不安にさ

私のこれまでの経験を活かせる活動

室に入った時「全国研修会なら大会」のポス

いなまされている方がいかに

ではないかと考え、応募しました。

ターが目に飛び込みました。そのとたん、中

多いかを知りました。相談者

研修に入り、その予想と大きく変わ

学 3 年の時の社会の先生の顔が浮かびました。

が努力していること、誠実で

らなかったものの、厳しい現実と向

先生は、日本人の心性に神社仏閣が果たした

あろうとする姿がわかり、な

き合い、過去の経験と照らし合わせ

役割、民主主義とフランス革命、部落問題な

んとか良い方向に変わってい

つつ、どう向き合うか問い続けてきま

どを力を込めて話してくれました。高校 2 年

ただきたいと願っています。

した。これから大きく飛躍できる年

時の奈良への修学旅行で、東大寺の柱穴の由

相談者との「一期一会」を常

齢でもありませんが、先輩や仲間に

来を学びました。救われた気持ちになったそ

に意識し、先入観を捨て、白

少しでも迷惑をかけないよう心掛け、

の体験が、今も私の芯であり、支えになってい

紙の状態で相談者に寄り添っ

長く続けられれば、と思っています。

ます。奈良はわたしの恩師そのものなのです。

ていきたいと思います。

再雇用の期間満了を迎える中で、

団体からのご寄付

いのちの電話 ドリーム／加茂川啓明電機㈱北海道支店／きたえるーむ小樽稲穂

田区

仕事やボランティア活動で提案することが多かった私は、研修を通じて「聴

「人とかかわる事が苦手。でもこのま
まではいけないのでは？」と利己的焦

私の経験は、ほんの一部でしかなかったと知りました。模擬演習に入って「傾

りが相談員に応募する理由のひとつで

聴とは？」と何度も悩み、苦しい思いもしましたが、同期の仲間と話し、先

した。研修中の座学で “ こころ ” の仕

輩のアドバイスを受けて少しずつ分かってきたように思います。事柄を聞く

組みを少し知り、自分に欠けていたこ

のではなく、思いを聴く。ハッとさせられたその言葉を大切に、わたしも前

とがちょっとだけ見えた気がしました。

に進みます。

私の相談員志望動機は「社会に恩返し出来ることはない

ボランティアの契約は、大変重いもので、私に出来る

か」という思いです。私も今までに様々な困難にぶつかって

のだろうか不安になりました。まだ、その不安を乗り越

きました。その度に親類、友人、知人から助けていただきま

えることが出来ませんが、何度か電話相談を経験する中

した。こうして生きていられるのも、それらの人々のお蔭で

で、相談者が「生きている自分を肯定する」ことの手助

す。日々平穏に生活できている今、私の経験を生かす道がな

けになった、
と感じたことがありました。その時、
私も
「話

いかと考えていたとき、ラジオで相談員の募集を知りました。

している自分」をとても肯定していました。いのちの電

認定面談で「自分の経験を良く咀嚼してみては」という言葉

話は、掛け手と聴き手が互いに影響しあい「生きている

を戴きました。相談者の思いに寄り添えるよう頑張ります。

今」を大切に過ごすツールと思います。

秘書課／損保ジャパン日本興亜「ちきゅう倶楽部社会貢献ファンド」／朝祷会／フェイストゥフェイス水口 章・良子／北海道鉄道 OB 会／北光幼

稚園／ほんわか会 前多恵美子／南円山地区民児協議会／室蘭めばえ幼稚園／立正佼成会 札幌教会／大通りつげのクリニック／治療院 スマ

イル

先輩からのエール
認定おめでとうございます。長い

気が付いたら 20 年経

相談員をスタートされた皆様、ようこそ。1 年

は」と何度も思ったのですが、仲間の

人の役に立ちたいとの思いを秘め、

できたのは、電話の向こ

節目に新たな気持ちで歩み続ける人。経験年数

笑顔、声かけのお蔭で「ここにいても

晴れて独り立ちして電話を取られて

うにいる方と、互いに心

は違っても目的は一つ、相談者のためにどうあ

いる事でしょう。私も初めはそうい

が通じたと思える瞬間が

るべきかを学び続けることではないでしょうか。

誌を目にしました。素晴らしい活動だと思いました。年齢に関係なく、意欲

そのことを先輩に話したら「もう人と

う思いで関わらせていただきました

あるからだと思います。

があれば誰でもできるということでしたので、応募しました。研修中の一泊

かかわるのが苦手と言わなくていいよ。

が、今はこの活動が自分に返ってく

見ず知らずの方とのやり

らさの訴えに出合い、向き合うことで、私も成

研修が印象に残りました。これで仲間との距離が一気に縮まったように思え

大丈夫」と背中を押してくれました。

る、仕事での人間関係、家庭や地域

とりは大きな糧となりま

長させていただきました。

ます。後半の模擬演習は大変緊張しましたが、自分の癖を知ることができま

みんなが私の気持ちを前へ向けてくれ

での関わりに活かされていると実感

した。そのような体験を

相談者に寄り添い、気持ちを聴くという難題

した。いよいよ独り立ちですが、自分らしさを失わず、相談者に少しでも役

たように、相談者の気持ちに向き合お

しています。気負わず、長く続けて

仲間と共に積み重ねてい

に向き合い、一緒に “ 答えのない答え ” を捜し

立つ応答を心がけます。

うとおもいます。

ください。

きたいと思っています。

続けましょう。

待、貧困など、自殺につながりかねない

みて、悩みを抱えている方が本当にたくさんいることが分かりました。その

事象を学びました。講義は素直に吸収で

悩みは私の価値観では対処できないし、対処すべきでない、と知りました。

きましたが、模擬演習はうまくいかず、

まだ未熟ですが、今後は認定された相談員として電話を取っていかなければ

胃が痛くなる辛い日の連続でした。なん

なりません。初心を忘れず、自らを磨きつつ、長く頑張っていくつもりです。

とか上手に話しをしようと焦って、相談
者に「寄り添う」
「共感する」ことが出
来ませんでしたが、先輩のアドバイスを

電話相談のキーワードは「共感」である、と聞きました。どうしたら相談

受けながら実際に電話を取っているうち

者に「共感されている」と感じてもらえる表現力を磨けるのか。聴き手の私

に、続けていけるかもしれないと、思え

は傾聴するのが精一杯で、心でキャッチしなければならないのに、頭で会話

るようになりました。これからも勉強し

しているのです。ある時期「力を入れず、ゆったりした気持ちで相談者の訴

て良い相談員になれるよう、頑張ります。

えを聴いてみよう」と考えました。この仕事を長く続けたい、と思います。
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札幌太田病院／医法）
中江病院／医法）
勉仁会 中垣病

平松記念病院／医法社）
彌和会

三浦メンタルクリニック／医法社）

信洋会 石山病院／医法社）
正心会 岡本病院／医法社）
ふるや内科／旭イノベックス㈱／大岩メタルワークス㈱／札幌第一興産㈱／佐藤水産㈱

／㈱アリガプランニング／㈱興陽技建／㈱さっぽろテレビ塔／㈱昭和総業／㈱セコマ／㈱ドウデン／㈱福地建装／㈱藤井工務店／㈱藤井ビル／
公会 札幌聖ミカエル教会／日本キリスト教団 麻生教会 有志一同／日本キリスト教団 函館教会／財）
さっぽろ健康スポーツ財団／財）
札幌中
小企業共済センター／淨国寺／真宗興正派 昭念寺／真宗大谷派札幌別院／真龍寺／本願寺 札幌別院／日蓮宗 妙典寺／宗教法人 顕本寺

／
（宗）
真宗大谷派 大願寺／社）
北海道開発技術センター／㈲喜久一

個人からのご寄付
ア行

青柳雅子 青山力・令子 浅川三男 医）
明日佳

田明穂

池田輝明

石井紀恵子

ご支援ありがとうございます

20 年間で多くの方の辛さ、苦しさ、生きづ

石井美雪

太田一男 大竹実

石川由男 泉真知子

狩野廣

神埜文典

駒野ひかり 近藤邦雄

サ行

磯野岳臣

魚住昌也 氏家久仁子

伊藤忠男 伊藤まち子
瓜田一郎

尾形照夫 岡田寿 岡田浥子 岡林律子 岡本雄一

尾池一仁

伊藤義郎

稲垣

大泉三千代

大

奥村道子

小田嶋政子

小野寺

菊池園子

菊地孝子

北谷洋文

佐川節子 櫻田純子

佐々木克

角田今日子 筧石雄 影山隆之 葛西美保子 笠田薫 片平美智子 上遠野克 金森美子 金子千恵 金

河合淑子

国島やよい

和泉睦子

岩﨑恵美子 上田稔

大濱良代 岡島静子

カ行

川上貞子

川口宗美・夏代子

熊谷トキ 黒川輝世

黒島芳江

川崎スミヱ 川原康子

小池章之

越野宣之

蒲原直之

小島良秀

後藤京子

斉藤智子 齊藤光晴 斉藤泰史 斎藤雪子 榊原綾子 阪口晶美 坂元由美

後藤学

後藤道

小林茂

彦・敏江 佐々木春代 佐々木洋子 佐々木光明 笹崎雅江 佐藤正晴 佐藤昭彦 佐藤愼一郎 佐藤保 佐藤時弘 佐藤宣男 佐藤壽 佐
藤泰光

寒川ナミヱ 澤口勉

澤田道子

塩田越波

品川久美子

柴田薫心

洋子 杉村徹 杉本桂子 杉本拓 鈴木直子 関堂勝幸 﨤町賢治・恵美子

子

武田征勝

竹谷宏一 田坂伸子 田島安都子

蓼沼豊 田辺等

崎和義 塚田陽子 辻田恭子 出口寿美枝 遠山貞子 虎谷京子

けみ 南條道子 野原茂・裕紀子 信太義弘 野村玲子

ハ行

柴田牧子 島田和子
タ行

清水京子

谷口惠美子 多筥佳杖子 田原尚子

ナ行

下村笑子

末次邦雄

菅田

大公一郎 髙木きよみ 高沢道子 髙原久美子 高谷昌
千葉勇 千葉悟

千葉正昭 塚

長井茂子 中川久美子 中川洋子 永田京子 中村伊佑子 鍋島あ

長谷川大介・真紗子 幡江美智子 濱田啓子 林多美子 林律子 早瀬龍宏

必守行男 平野育子 平原邦幸 平原紀子 福島直樹 舩越政明 古本忠 堀井敏子 幌村司 本間雄

マ行

牧野貞子 松井純一 松尾み

つ子 松崎吉昭 松平英明 松本妙子 間宮和代 三浦俊祐 三上嘉一 水野さつき 三井尚 光崎明生 南千晶 蓑島雅登・礼子 宮崎京
子 宮本一夫 村井俊朗 森井徹 森公代 森林耕二
横山由紀子

横山末雄

洋子 義村小夜子

吉江昌彦 吉尾弘

ワ行

渡辺信英 匿名：8

吉川陽子

ヤ行

八幡敬一 山口久美子 山田政光 山中克哉 山中貴義 山本秀子 湯浅志真

吉澤慶信

吉田京子 吉田桃代

吉田洋子

吉中朋子

吉野淳一

吉見溶子

吉峰

期間：2016年3月1日～6月30日

2016 年 3 月 1 日～ 6 月 30 日の間に次の方々からご支援をいただきました。ご厚志は 365 日 24 時間眠ら
ぬダイヤル活動の貴重な資金として使わせていただきます。
銀行、郵便局からの振り込みの場合入金まで若干時間がかかり、この期間からずれることがあります。そ
の時は次号でお名前を掲載させていただきます。また銀行振り込みの方のお名前はカタカナのままとなり
個人情報保護のため住所の確認ができず領収書をお送りできません。あわせてご了承願います。
お名前の記載漏れや誤記がありましたらお許し下さい。お気付きの場合、恐縮ですがご連絡をお願いします。

募金箱

引き続きご支援をお願いします。銀行振り込み、郵便振替ご利用
の場合、下記口座番号へお願いします。
口座名「北海道いのちの電話」

大和リゾート㈱ ロイトン札幌
ミナト調剤薬局 札幌川下店

北洋銀行本店営業部

普通 028-0238134

北海道銀行本店

普通 101-0604497

札幌信用金庫本店

普通

札幌市中央郵便局私書箱 107 北海道いのちの電話事務局

北海道労働金庫本店

普通 012-4692543

事務局電話 011-251-6464

郵便振替口座番号

02770-9-2444

＊このご寄付には所得税、道・市民税に関して寄付金控除が適用されます（必要な方は領収書をご請求ください）。
〒 060-8693

但野千鶴子 阿部芳江 荒木一洋 荒木哲彦 有馬宣子 飯塚ちどり 池澤澪子 池

石井嘉

伊原晶子 井原貴男 岩井雄三 岩城加代子

木太陽子 口田訓子

目をスタートする人、10 年、20 年、30 年を

ても濃く、私の人生観が変わってゆくのを感じました。実際に電話をとって

北ノ沢病院／医法）
耕仁会

桑園病院／医法社）
慈藻会

／双豊電気㈱／泰伸データウエアハウス㈱／高砂熱学工業㈱札幌支店／中井聖建設㈱／北土建設㈱／北海道電気技術サービス㈱／幌村建設㈱

子禎子

ちました。続けることが

精神疾患から発達障害、引きこもり、虐

旭山病院／医法社）
健心会

裕子 小野道弘 小原幸子

間の研修大変おつかれさまでした。

とにかくやってみよう、と応募したボランティアでしたが、研修内容はと

佐々木雄皓／北海道精神科病院協会／医法）
広誠会

院／医法）
北仁会

須賀豊稚

「私は人の相談を聴く立場にないので

研修 1 年目はうつ病、依存症などの

教職員

㈱北海道アルバイト情報社／㈱まるいち／天使の聖母 トラピスチヌ修道院／カトリック 北広島教会／日本キリスト教会 札幌発寒教会／日本聖

いいのだ」と思えるようになりました。

2 年前、所用でハローワークに立ち寄った際、北海道いのちの電話の広報

利用者一同／札幌市保健福祉局高齢保健福祉部／札幌市清

役職者会／札幌市保健福祉局 役職者会／札幌市立高等学校

組合／司法書士ほしおき駅前通事務所／税理士法人 春野会計事務所／全日本建設交運一般労働組合札幌学童保育支部／札幌市総務局秘書部

豊穂

くということ」を学び、今までの考え方や発言が変わりました。これまでの

役職者会／札幌市総務局 行政部有志一同／札幌市東区役所

社会福祉法人 北海道いのちの電話
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理事長 南 槇子

FAX 011-221-9095
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01-6116682

