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策大綱」を決めました。その中に盛られた重点施策のひと

「出前講座型」の 2 タイプがありますが、そこでは私たち

つが「ゲートキーパーの養成」です。それを受けて札幌市

がこれまでの自殺予防電話相談で培ったノウハウを生か

も平成 23 年に「自殺総合対策行動計画」を作り、翌 24

し、内容を充実させたいと考えています。

年から“ほっとけない・ゲートキーパー研修会”を始めま

講座では、講師の話だけでなく、体験学習に力をいれま

した。

す。具体的には「自殺の基礎知識」
「ゲートキーパーの役
割」の講話のほか「傾聴（じっくり聴く）の重要性」や

地域に、職場に
ゲートキーパーを
札幌市の自殺対策事業を受託
「北海道いのちの電話」は 9 月 30 日、札幌市との間で「市民向けゲートキーパー養
成研修事業」を受託する契約を結びました。“ゲートキーパー”って一般には聞きなれな
い言葉ですね。英和辞典を引くと、門番、門衛、踏切り番、と出ていました。何の門番
なのでしょう。札幌市の資料によると「ゲートキーパーとは、悩みのある人に気づき、
声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人のこと」と解説、自殺対策のう
えで重要な役割を担うことが期待されています。
そこで今回は「ゲートキーパー誕生の経緯」「ゲートキーパーの役割」「北海道いのち
の電話が考える養成研修」などを紹介します。

「相手に向き合う場合の、

ゲートキーパーの役割

良い対応、悪い対応」の

ゲートキーパーにはどんな役割が期待されているのでしょう。専門家は「自殺の背景
には、そこに至った経緯やリスク因子がある」と指摘しています。「親しい人を失った」
「仕事をなくした。破産した」
「ウツ病など精神疾患」
「いじめなど苦痛な体験」等です。
さらに「自殺につながるサインが必ずある。
“元気がなくなった”
“ため息が目立つ”
“口数が少なくなった”など、いつもと様子が違うときは要注意」とも言います。
ゲートキーパーはそうしたサインに気付いたら、勇気を出して声をかけ、誠実に話し

から同 23 年まで 14 年間も 3 万人を超す異常な
事態でした。同 24 年から少しずつ減少が続くよ
う に な り ま し た が、 そ れ で も 平 成 27 年 は
24,025 人。世界の主な国の、人口 10 万人当た
りの自殺者の比率を比較すると、第 2 位という高
い水準です。（政府広報による）
このため政府は平成 19 年 6 月に「自殺総合対
1

するのか、を体感していただければ…」というのがね
らいです。
関心のある方は、
「北海道いのちの電話」ホームペー
ジをご覧になるか、事務局へお問い合わせください。

「いのちの門番」と言って良いでしょう。
政府の対策大綱は、かかりつけの医師、保健師、看護師、教
職員、ケースワーカー、各種相談窓口の担当者、民生委員・児
童委員など、あらゆる分野の人材に「ゲートキーパー」になっ
てもらえるよう、研修の機会を広げる、と規定しています。
「ゲートキーパー」が職場に、地域に増えることで、自殺に
と悲しい死を減らすことが出来るでしょう。

わが国の自殺による年間死亡者は、平成 10 年

研修に参加した人々に「自分の心がどのように変化

を聴き、専門家に相談するよう促すなどの必要な支援につなげ、温かく見守る人です。

傾く人の異変に気付き、立ち直りの勇気を与えられれば、きっ

後を絶たない自殺

演習を盛り込みます。

大会に参加しました
第 34 回いのちの電話相談員全国研修会なら大会
道いのちの電話」から 11 人が参加しました。

研修会は「日本人のこころの未来像」と題した基調講演のほか「こころの体験講座」
「よのなか学
習会」
、800 人以上が参加した懇親会など多彩なプログラムで、参加者の多くが「全国のセンター
の相談員とそれぞれの現場の状況や問題点を話し合えたし、講師の先生たちの話にも触発されまし
た」
「参加して良かった」と語っていました。
日本電話相談学会第 29 回大会

北海道いのちの電話が考える養成研修
「北海道いのちの電話」は 1979 年に発足しました。以来 37 年間「ひとりで悩まず
話してみませんか」と呼びかけ、365 日、24 時間、電話で訴えられる悩みや苦しみに
向き合い、寄り添ってきました。
札幌市から委託を受けた「ほっとけない・ゲートキーパー研修」は私たちが企画し参

9 月 15 日から 3 日間奈良市で開かれ「北海

札幌市中央区の「かでる 2・7」で 9 月 18 日から 2 日間開か

れ、こちらにも「北海道いのちの電話」から 9 人が参加しました。
今回の大会テーマは「こころの貧しい時代に生きる～人と人との間をつなぐもの～」
。大会長も冒
頭の挨拶で、経済的貧困は当然埋めなければならないが、もっと深刻なのは心の貧困であり、電話
であれ、メールであれ、悩むひとが頼るツールがあるなら、それにどう応えるかを追求するのが私
たちの使命ではないか─と提起しました。
初日の研究発表では「電話相談による危機介入について～いのちの電話相談員へのインタビュー
から～」と題して、以前当法人の研修委員をされていた北星学園大学准教授の鴨澤あかね氏によっ
て “ 相談員が陥りやすい状況 ” が報告されました。

加者を募集する「企画型」と、町内会や地域のサークルからの要請で講師を派遣する

「死にたい～心の叫びに向き合うひとに」というワークショップも設けられ、参加者から「電話相
談はなくならない、という講師の話が印象的だった」などの感想が聞かれました。
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たちの使命ではないか─と提起しました。
初日の研究発表では「電話相談による危機介入について～いのちの電話相談員へのインタビュー
から～」と題して、以前当法人の研修委員をされていた北星学園大学准教授の鴨澤あかね氏によっ
て “ 相談員が陥りやすい状況 ” が報告されました。

加者を募集する「企画型」と、町内会や地域のサークルからの要請で講師を派遣する

「死にたい～心の叫びに向き合うひとに」というワークショップも設けられ、参加者から「電話相
談はなくならない、という講師の話が印象的だった」などの感想が聞かれました。
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イベント報告

団体からのご寄付

イベント予告

いのちミュージックデー大盛況
道民、市民に「いのちの電話」事業への理解と協力を呼びかけ
るイベントが、9 月 9 日と 10 日に開かれました。
「世界自殺予防デー」前日の 9 日には、午前 8 時から「北海道
いのちの電話」のサポーターズボランティアら 15 人が JR 札幌
駅東・西改札口の前で、啓発カード入りのティッシュを配りなが
ら、通勤の人たちに「悲しい自殺を少しでも減らそう」と呼びか
けました。
翌 10 日は「いのちミュージックデー 2016」と銘打って、地
下歩行空間（チ・カ・ホ）で、午前 11 時から午後 6 時過ぎまで
7 時間にわたって、コンサートを催しました。昨年まで「ナイト
de ライトのコンサート」
「大平まゆみクリスマスコンサート」と
して開いていたのを一本化したものです。
札幌などで活動している「ワタナベスタ・ソシアルクラブ」
「く
ろまる」
「なかにしりく」
「ココストレッチ」
「つきのさんぽ」
「奏
楽（そら）
」
「ナッシング」
「ナイト de ライト」の 8 グループが
次々と登場、熱演しました。
初めての試みでしたが、会場に用意したイス 100 席はほぼ埋
まり、通りがかりに足を止めて聴き入る市民も多く大盛況でした。
会場の募金箱に 172,006 円の善意が寄せられました。資金、
技術で協賛いただいた大友福祉振興財団、㈱はしもと、札幌ロー
タリークラブ、札幌もいわライオンズクラブ、フルテック㈱、札
幌ヤクルト販売㈱、パナソニック㈱、大和ハウス工業㈱、札幌南
ロータリークラブ、北海道郵便逓送㈱、㈱北海道アルバイト情報
社、㈱エスポワールなど 80 の企業・団体を含め、多くの皆さん
からいただいた温かいご支援に心からお礼を申しあげます。

特定非営利活動法人 明日佳スポーツクラブ／札幌市保健福祉局高齢保健福祉部／札幌北高 11 期ゴルフ会／札幌市職員

共済組合／札幌市都市局 役職者会／札幌市保健福祉局総務部総務課／札幌市やよい会ゴルフ部会／札幌電気工事業協

2016 年度 市民公開講演会のご案内

同組合

健伸会 東町ファミリークリニック／医法社）
小野眼科医院／医法社）
坂井胃腸科内科医院／医法社）
産婦人科 吉尾医院／医

法社）
島崎外科胃腸科／医法社）
彌和会 三浦メンタルクリニック／医法社）
同仁会 長野病院／医法社）
倭会 ミネルバ病院

メインでしたが、今年度は趣向を変えて、2008 年から 8 年間継続してチャリ
団コンサートマスターの大平まゆみさんに「音楽の力」について語っていただく

佐々木雄皓／平岸メンタルクリニック

／医法）
大蔵会 札幌佐藤病院／医法）
こぶし 植苗病院／医法）
札幌西の峰病院／医法）
五風会 さっぽろ香雪病院／医法）

「市民公開講座」
（厚労省補助事業）を催しています。昨年までは専門家の講演が
ティー・コンサートに主演、ヴァイオリン演奏を聴かせてくださった札幌交響楽

北海道連合会／北海道神社庁

／医法社）
やんべ皮膚科クリニック／社医法）
北海道循環器病院／一社）
札幌市医師会／一社）
北海道医師会／大岩メタルワー

牧 泰昌 氏

トークショーを開催します。いのちと音楽の関わりなど、演奏を通して大平さんの願いや思いをど
のように人々に伝えようとしているのか、などの興味深いお

クス㈱／交洋不動産㈱／札幌第一興産㈱／北栄保険サービス㈱／北海道タツヲ電気㈱／幌村建設㈱／ワコオ工業㈱／㈱
イーエス総合研究所／㈱イーエスデータサービス／㈱クリーンコーポレーション／㈱セコマ／㈱フロンティア技研／㈱北洋銀
行

経営企画部／丸大

員会／日本キリスト教会

大金畜産㈱／聖心会

札幌修道院／カトリック 北 26 条教会／カトリック 月寒教会

バザー委

札幌発寒教会／日本キリスト教団 函館教会／公益社団）
札幌中法人会／弘周寺／徳生寺／豊原

寺／日蓮宗 妙典寺／社福）
さっぽろ慈啓会／㈲フジワ

話とともに、素晴らしいヴァイオリン演奏が期待されます。
聞き手は当法人理事であり、ラジオパーソナリティーの牧
泰昌さん。軽妙なタッチで話題を引出しくださるでしょう。
演奏者の心豊かで平安な思いが、そのタレントによって演奏

熱演に呼応、参加者も熱くなった

を聴く人々に共有され、全てに寛容な精神を育み、自殺予防
につながる、という大きな希望を私たちは持ちたいと思いま
す。
講 演 会 は 2017 年 2 月 11 日（ 祝・ 土 ）13：00 開 演
（開場 12：30）で札幌市中央区大通西 19 丁目「WEST19」
5 階講堂で行います。入場料は無料。
（但し満席の場合に入場
を制限することがございますので、ご承知おきください）

サイン会も列ができる盛況でした

個人からのご寄付
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石井嘉
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斉藤淳 斉藤智子 斎藤雪子 酒井玲子 阪

口晶美 佐川節子 佐々木克彦・敏江 笹崎雅江 佐藤昭彦 佐藤順子 佐藤時弘 寒川ナミヱ 澤口勉 澤田道子 塩
田越波 品川久美子 篠本あき 柴田薫心

柴田牧子 下平尾文子 下村笑子 進藤芳彦 末次邦雄 菅田洋子

桂子 鈴木新一 鈴木眞一 須田健 﨤町賢治・恵美子

田坂伸子

田代理枝子

立石彰

出口寿美枝 遠山貞子 富村愛子

田辺等
ナ行

谷口惠美子

タ行

杉本

髙田浩子 髙橋賢治 髙橋優子 髙原久美子 高谷昌子

田原尚子

玉田弘美

千葉悟

塚田陽子

辻田恭子

常松哲

永井和夫 長井茂子 長江由美子 長尾新 中垣内隆久 中川洋子 永田京子

中林毅 中原准一 中村伊佑子 鍋島あけみ 鍋島五郎 鍋谷紀子 野村玲子

ハ行

長谷川耕司 幡江美智子 林多美

子 林律子 平泉美智子 平原邦幸 平原紀子 福浦忠雄 福島直樹 福田和子 藤孔仁子 藤田慶一 星昇 細川昭

事務局日誌

編集後記

（2016 年 7 月 1日～ 10 月 31日）

一 本間フジ

大平 まゆみ 氏

広報誌を発行するにあたり、広報委員会は編集のため
４～５回開催されます。記事の検討、写真の検討、文章
校正、文字校正、レイアウト校正などがあります。中で
も固有名詞の使用については神経を使います。氏名、行
政が使用していることば、スポンサーが使用しているこ
とば、本会が使用していることばなどで、漢字か、ひら
がなか、カタカナか、送りがなはどうなのか、中黒点の
有無などで、意味は同じでも全く異なるものを指すこと
にもなりますので要注意です。読者に、より分かり易く、
より興味が湧く広報誌を目指しています。
Ｙ・Ｍ

7 月 5 日（火） 39 期生開講式
9 日（土） 相談員総会
23 日（土） 全体研修
30 日（土） 運営会議
9 月10 日（土） 世界自殺予防デー
（フリーダイヤル）
24 日（土） 運営会議
10 月29 日（土） 運営会議
理事・評議員会

き 南千晶

ご支援ありがとうございます

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/

2016 年 7 月 1 日～ 10 月 31 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。
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〒 060-8693
発行人
編集人

南
槇子
広報委員会

前田輝夫 馬杉栄一 増田悦子 松崎吉昭 松本妙子 間宮和代 三浦秀紀 水城義幸 水野さつ

宮崎京子

宮本吉連

村井俊朗

ヤ行

山中克哉

山本伸夫

湯浅志真
ワ行

横田昌治郎

吉江昌彦

吉川望

渡辺和子 渡辺直志 匿名：5

期間：2016年7月1日～10月31日

＊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）。

北海道いのちの電話（開局 1979 年 1 月）

マ行

吉田桃代 吉田洋子 吉野淳一 吉見紫乃 吉峰洋子 吉山八郎 吉山みさ子

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。
社会福祉法人

小野寺涼一／司法書士ほしおき駅前通事務所／日本労働組合総連合会

／北海道大学落語研究会 OB・OG 会／大通りつげのクリニック／治療院 スマイル

北海道いのちの電話は、札幌市民に自殺予防をアッピールする活動として毎年

聴き手の共感を呼んだコンサートの一コマ

理事長

社会福祉法人 北海道いのちの電話

理事長 南 槇子

札幌市中央郵便局私書箱 107 北海道いのちの電話事務局
事務局電話 011-251-6464
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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。

京王プラザホテル
カフェ デュエット
東京ドームホテル札幌
大和リゾート㈱ ロイトン札幌
町立長沼病院内 売店
㈱アクト調剤 メトロ調剤薬局

口座名「北海道いのちの電話」

FAX 011-221-9095
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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

北海道労働金庫本店

普通 012-4692543

郵便振替口座番号

02770-9-2444

01-6116682

イベント報告

団体からのご寄付

イベント予告

いのちミュージックデー大盛況
道民、市民に「いのちの電話」事業への理解と協力を呼びかけ
るイベントが、9 月 9 日と 10 日に開かれました。
「世界自殺予防デー」前日の 9 日には、午前 8 時から「北海道
いのちの電話」のサポーターズボランティアら 15 人が JR 札幌
駅東・西改札口の前で、啓発カード入りのティッシュを配りなが
ら、通勤の人たちに「悲しい自殺を少しでも減らそう」と呼びか
けました。
翌 10 日は「いのちミュージックデー 2016」と銘打って、地
下歩行空間（チ・カ・ホ）で、午前 11 時から午後 6 時過ぎまで
7 時間にわたって、コンサートを催しました。昨年まで「ナイト
de ライトのコンサート」
「大平まゆみクリスマスコンサート」と
して開いていたのを一本化したものです。
札幌などで活動している「ワタナベスタ・ソシアルクラブ」
「く
ろまる」
「なかにしりく」
「ココストレッチ」
「つきのさんぽ」
「奏
楽（そら）
」
「ナッシング」
「ナイト de ライト」の 8 グループが
次々と登場、熱演しました。
初めての試みでしたが、会場に用意したイス 100 席はほぼ埋
まり、通りがかりに足を止めて聴き入る市民も多く大盛況でした。
会場の募金箱に 172,006 円の善意が寄せられました。資金、
技術で協賛いただいた大友福祉振興財団、㈱はしもと、札幌ロー
タリークラブ、札幌もいわライオンズクラブ、フルテック㈱、札
幌ヤクルト販売㈱、パナソニック㈱、大和ハウス工業㈱、札幌南
ロータリークラブ、北海道郵便逓送㈱、㈱北海道アルバイト情報
社、㈱エスポワールなど 80 の企業・団体を含め、多くの皆さん
からいただいた温かいご支援に心からお礼を申しあげます。

特定非営利活動法人 明日佳スポーツクラブ／札幌市保健福祉局高齢保健福祉部／札幌北高 11 期ゴルフ会／札幌市職員

共済組合／札幌市都市局 役職者会／札幌市保健福祉局総務部総務課／札幌市やよい会ゴルフ部会／札幌電気工事業協

2016 年度 市民公開講演会のご案内

同組合

健伸会 東町ファミリークリニック／医法社）
小野眼科医院／医法社）
坂井胃腸科内科医院／医法社）
産婦人科 吉尾医院／医

法社）
島崎外科胃腸科／医法社）
彌和会 三浦メンタルクリニック／医法社）
同仁会 長野病院／医法社）
倭会 ミネルバ病院

メインでしたが、今年度は趣向を変えて、2008 年から 8 年間継続してチャリ
団コンサートマスターの大平まゆみさんに「音楽の力」について語っていただく

佐々木雄皓／平岸メンタルクリニック

／医法）
大蔵会 札幌佐藤病院／医法）
こぶし 植苗病院／医法）
札幌西の峰病院／医法）
五風会 さっぽろ香雪病院／医法）

「市民公開講座」
（厚労省補助事業）を催しています。昨年までは専門家の講演が
ティー・コンサートに主演、ヴァイオリン演奏を聴かせてくださった札幌交響楽

北海道連合会／北海道神社庁

／医法社）
やんべ皮膚科クリニック／社医法）
北海道循環器病院／一社）
札幌市医師会／一社）
北海道医師会／大岩メタルワー

牧 泰昌 氏

トークショーを開催します。いのちと音楽の関わりなど、演奏を通して大平さんの願いや思いをど
のように人々に伝えようとしているのか、などの興味深いお

クス㈱／交洋不動産㈱／札幌第一興産㈱／北栄保険サービス㈱／北海道タツヲ電気㈱／幌村建設㈱／ワコオ工業㈱／㈱
イーエス総合研究所／㈱イーエスデータサービス／㈱クリーンコーポレーション／㈱セコマ／㈱フロンティア技研／㈱北洋銀
行

経営企画部／丸大

員会／日本キリスト教会

大金畜産㈱／聖心会

札幌修道院／カトリック 北 26 条教会／カトリック 月寒教会

バザー委

札幌発寒教会／日本キリスト教団 函館教会／公益社団）
札幌中法人会／弘周寺／徳生寺／豊原

寺／日蓮宗 妙典寺／社福）
さっぽろ慈啓会／㈲フジワ

話とともに、素晴らしいヴァイオリン演奏が期待されます。
聞き手は当法人理事であり、ラジオパーソナリティーの牧
泰昌さん。軽妙なタッチで話題を引出しくださるでしょう。
演奏者の心豊かで平安な思いが、そのタレントによって演奏

熱演に呼応、参加者も熱くなった

を聴く人々に共有され、全てに寛容な精神を育み、自殺予防
につながる、という大きな希望を私たちは持ちたいと思いま
す。
講 演 会 は 2017 年 2 月 11 日（ 祝・ 土 ）13：00 開 演
（開場 12：30）で札幌市中央区大通西 19 丁目「WEST19」
5 階講堂で行います。入場料は無料。
（但し満席の場合に入場
を制限することがございますので、ご承知おきください）

サイン会も列ができる盛況でした

個人からのご寄付
ア行

明田川洪志

石井嘉

泉雅子

医）
明日佳

泉真知子

但野千鶴子

磯野岳臣

東博行

伊藤孝子

安達亮介

井上敬一

荒木貞一

岩城加代子

生島典明

池田達夫

上田稔

上野輝佳

池田達子

植松誠

石井美雪

氏家久仁子

氏家淳子 大澤芙美子 大須賀夏 太田一男 大濱良代 尾形照夫 岡田浥子 岡林律子 奥村昇 小野寺裕子 小野
肇 小原幸子
子千恵
川畑恵

カ行

金子禎子
川原康子

角田今日子 葛西美保子 笠原武・勝子 勝木享子 勝野恒巳 桂信雄 加藤龍子 上遠野克 金

狩野廣

菊池園子

加納万寿美
菊地孝子

河井博

木太陽子

河合淑子
木藤忍

川上貞子

国島やよい

小島育子 後藤一保 後藤美智子 小林茂 駒野ひかり 近藤邦雄

サ行

川口宗美・夏代子
國本京子

川瀬容子

黒島芳江

合田功

川成多紀子

越野宣之

斉藤淳 斉藤智子 斎藤雪子 酒井玲子 阪

口晶美 佐川節子 佐々木克彦・敏江 笹崎雅江 佐藤昭彦 佐藤順子 佐藤時弘 寒川ナミヱ 澤口勉 澤田道子 塩
田越波 品川久美子 篠本あき 柴田薫心

柴田牧子 下平尾文子 下村笑子 進藤芳彦 末次邦雄 菅田洋子

桂子 鈴木新一 鈴木眞一 須田健 﨤町賢治・恵美子

田坂伸子

田代理枝子

立石彰

出口寿美枝 遠山貞子 富村愛子

田辺等
ナ行

谷口惠美子

タ行

杉本

髙田浩子 髙橋賢治 髙橋優子 髙原久美子 高谷昌子

田原尚子

玉田弘美

千葉悟

塚田陽子

辻田恭子

常松哲

永井和夫 長井茂子 長江由美子 長尾新 中垣内隆久 中川洋子 永田京子

中林毅 中原准一 中村伊佑子 鍋島あけみ 鍋島五郎 鍋谷紀子 野村玲子

ハ行

長谷川耕司 幡江美智子 林多美

子 林律子 平泉美智子 平原邦幸 平原紀子 福浦忠雄 福島直樹 福田和子 藤孔仁子 藤田慶一 星昇 細川昭

事務局日誌

編集後記

（2016 年 7 月 1日～ 10 月 31日）

一 本間フジ

大平 まゆみ 氏

広報誌を発行するにあたり、広報委員会は編集のため
４～５回開催されます。記事の検討、写真の検討、文章
校正、文字校正、レイアウト校正などがあります。中で
も固有名詞の使用については神経を使います。氏名、行
政が使用していることば、スポンサーが使用しているこ
とば、本会が使用していることばなどで、漢字か、ひら
がなか、カタカナか、送りがなはどうなのか、中黒点の
有無などで、意味は同じでも全く異なるものを指すこと
にもなりますので要注意です。読者に、より分かり易く、
より興味が湧く広報誌を目指しています。
Ｙ・Ｍ

7 月 5 日（火） 39 期生開講式
9 日（土） 相談員総会
23 日（土） 全体研修
30 日（土） 運営会議
9 月10 日（土） 世界自殺予防デー
（フリーダイヤル）
24 日（土） 運営会議
10 月29 日（土） 運営会議
理事・評議員会

き 南千晶

ご支援ありがとうございます

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/

2016 年 7 月 1 日～ 10 月 31 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。
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〒 060-8693
発行人
編集人

南
槇子
広報委員会

前田輝夫 馬杉栄一 増田悦子 松崎吉昭 松本妙子 間宮和代 三浦秀紀 水城義幸 水野さつ

宮崎京子

宮本吉連

村井俊朗

ヤ行

山中克哉

山本伸夫

湯浅志真
ワ行

横田昌治郎

吉江昌彦

吉川望

渡辺和子 渡辺直志 匿名：5

期間：2016年7月1日～10月31日

＊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）。

北海道いのちの電話（開局 1979 年 1 月）

マ行

吉田桃代 吉田洋子 吉野淳一 吉見紫乃 吉峰洋子 吉山八郎 吉山みさ子

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。
社会福祉法人

小野寺涼一／司法書士ほしおき駅前通事務所／日本労働組合総連合会

／北海道大学落語研究会 OB・OG 会／大通りつげのクリニック／治療院 スマイル

北海道いのちの電話は、札幌市民に自殺予防をアッピールする活動として毎年

聴き手の共感を呼んだコンサートの一コマ

理事長

社会福祉法人 北海道いのちの電話

理事長 南 槇子

札幌市中央郵便局私書箱 107 北海道いのちの電話事務局
事務局電話 011-251-6464
5

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。

京王プラザホテル
カフェ デュエット
東京ドームホテル札幌
大和リゾート㈱ ロイトン札幌
町立長沼病院内 売店
㈱アクト調剤 メトロ調剤薬局

口座名「北海道いのちの電話」

FAX 011-221-9095
6

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

北海道労働金庫本店

普通 012-4692543

郵便振替口座番号

02770-9-2444

01-6116682

