
自殺予防を願って ひとりで悩まず話してみませんか

北海道いのちの電話
24時間相談  011-231-4343

2013.03

№117

（聴覚・言語に障がいのある方）
ファックス相談
011-219-3144

B．12 年くらい前から、仕事とは別に障がい者の社会参加を支援するNPOに関わってきま

したが、仲間が増えて負担が軽くなった時に、新聞で「いのちの電話」の相談員が不足して

いると知り、直接、いのちに関わる活動を手伝ってみようかな……と。

A．私は大学生の時に入ったんです。カウンセラーとか悩みを聞く様なことをしたいと思って

いた時、講義の中で先生に『いま「いのちの電話」の活動は人が足りなくて困っています。

相談員を募集していますが、年齢制限が下がったので学生の皆さんも応募できます』と聞い

て、仕事にしなくても電話で人の悩みを聞くことができるのならと始めたのがきっかけです。

C．私は以前、不登校の子ばかりの全寮制高校で教師をしていたんです。教師って教えたがる

んですけど、それではだめで、子どもに合わせること、待つこと、聴くことということを、

その時、先輩教師や子ども達からいっぱい教わったことを活かせないかなという思いもあり

ました。その後に募集を見て、応募がすごく少なかったので申し込みました。

C．私にとっては、話の重さとか、難しさとか関係ないんです。かけ手に対して自分の意見を
素直に正直に言っても大丈夫って思える時があって、その話の中でたまに、相手の口調や声

のトーンが変わることありますよね。それは心からかけ手の話に共感した時で、その気持ち
が伝わった時なんだと思う。そんな時は少しだけ良く聴けたと感じるかもしれません。年齢

も関係なく、相談員と相談者じゃなく、本当に対等に話が出来た時は寄り添えたかなと思い
ます。

A．良く聴けたなって思うことはあまりありません。私がどう対応したかはよく覚えていない
のですが、「あなたで良かった」という言葉を聴けたときに、この電話を私が受けてよかった
と思います。

B．最初は、この人何を言いたくて電話をかけてきたのかと思うことがあります。話を聴いて
いるうちに少しずつ信頼関係が生まれて、だんだん話が深まってきます。ちゃんと聴けたの
では……と私が思うのはそんなときです。

A．こっちはかけ手のことをだんだん理解していくんですけど、話していく中でこっちの気持
ちが動いたのを感じて、かけ手の気持ちも動いていくのかなって……。
C．かけ手の心の動きみたいなものに添いながら、自分自身の気持ちも複眼で見ているみたい
なところがありますよね。

新人相談員座談会

　今回の座談会は若い期の方々にお集ま
りいただき 2年間の養成時代を振りかえ
りながら、現在、相談員として感じる
“喜び”“とまどい”そして“心がまえ”
等をお聞きしました。

出席者
　Aさん　20代 女性 相談員歴 1年半
　Bさん　40代 男性 2 年半
　Cさん　50代 女性 3 年半

B．「いのちの電話」の研修では、ひとりの友人として、隣人として聴くようにと言われます。

私は友達が困っていたらまず、アドバイスしたいと思っていました。でも、ここではまず聴

きます。だから、隣人という言葉が一番しっくりくるかな。電話なので距離は離れているけ

ど隣にいる人と話をしている……。そういうのが“隣人”という感覚ですかね。

C．人間同士としてお互い相手を尊重し合って話をしたい……つまりフラットな関係になりた

いと思って電話を取るんです。相談員なんだから何でも聴くのが当たり前だろうというスタ

ンスやこちらの人格を無視されるのは嫌なんです。

B．話を聴く訓練をした人、そういう人が出てくれるという安心感がかける側にはあると思

う。電話で話す上ではフラットな関係だけれど、自分がここにいるのは困っている人たちの

為ということは忘れちゃいけないと、私は思っているんです。

C．電話で聴いている時は本当にできるだけ相手に添って聴こうとするんだけど、うちに帰っ

て夫の話は聴けないって仲間と冗談で話すんですね（笑）。人間いつ何が起こるかわからない

から、“今”という限定つきで、相談員をさせていただいてる。私自身もこれまでの人生でい

ろんな人にいっぱい話を聴いてもらった。聴いてもらうということでどんなに癒されるかを

経験したから、これからもできるだけ続けていきたいです。

相談員が足りない

仲間との出会い
電話でつながる出会い

あなたも相談員になりませんか？
北海道いのちの電話ボランティア募集要項

研修期間　2013年 7月～ 2015年 3月　　研修費用　30,000 円＋宿泊研修実費（約 6000円）

研修概要　1．「いのちの電話」の基本的知識及び姿勢を学ぶ。

　　　　　　　（自殺予防としての役割、組織ボランティア、家族・貧困・虐待について他）

　　　　　2．他者・自己理解を体験的に学ぶ。3．電話相談模擬演習。4．実習。

　　　　　　　※講師は精神科医、臨床心理士、大学関係者など専門職の方々です。

選　　考　一次選考（書類選考）、二次選考（面接　面接日　2013年 6月 8日（土））

申込締切　2013年 4月30日　 詳細は事務局（TEL011-251-6464） 
又はホームページへ
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Bさん

　やっぱり同じ目的を持って1年半ずっと顔

を合わせるっていうのは大きい。

　相手の話を聴くという姿勢が自分の仕事に

プラスになっています。

Cさん
　いろんな研修を受けたんですけ
ど、1番大きかったのは宿泊研修
だったような気がします。中身も
さることながら、同期の人とすご
く近くなったというか仲間意識っ
ていうか、だから何か困った時に
1番相談しやすいのは同期の人で
すね。

いのちの電話 検索

寄り添えたかな？傾聴

相談員？友だち？隣人？姿勢

動機
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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」
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  01-6116682

北海道労働金庫本店　普通012-4692543

郵便振替口座番号　　02770-9-2444　　

ご支援ありがとうございます
　2012 年 11 月 1日～ 2013 年 2 月 28 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 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。

＊ 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　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　　FAX 011-221-9095

団体会員

日本福音ルーテル教会北海道特別教区　女性の会／麻生明星幼稚園／岩内幼稚園／ウエスレアン・ホーリネス教団　札幌新
生教会／大通りつげのクリニック／おとなし眼科医院／（学法）天使学園／（学法）北海道キリスト教学園　ひばりが丘明星幼稚
園／（学法）札幌ルター学園　めばえ幼稚園／（学法）酪農学園／カトリック　円山教会／喜久一本店／（社）北海道勤労者安全
衛生センター／札幌市精神保健福祉センター／札幌市保健福祉局総務部総務課／札幌市市民まちづくり局地域振興部　区政
課／札幌独立キリスト教会／天使の聖母　トラピスチヌ修道院／灯台の聖母　トラピスト修道院／マリアの宣教者フランシスコ
修道会　札幌修道院／殉教者聖ゲオルギオのフランシスコ修道会／聖ベネディクト女子修道院／全労済　北海道本部／相談員
会／札幌第一興産㈱／千歳栄光学園　千歳第 2幼稚園／医療法人　資生会　千歳病院／とわの森三愛高等学校　生徒・教
職員一同／日本聖公会　札幌キリスト教会婦人会／日本聖公会　札幌キリスト教会／一二三北路㈱／平林メンタルクリニック
／カトリックフランシスコ修道会／北栄保険サービス㈱／北星学園女子中学高等学校同窓会／北海道神社庁／幌村建設㈱／南
円山地区民生委員児童委員協議会　会長　山下　敏生／室蘭めばえ幼稚園／立正佼成会　札幌教会／日本ルーテル教団　札
幌ルーテル山の手教会／札幌ルーテル幼稚園 PTA 会／連合北海道／ワコオ工業㈱／稚内ひかり幼稚園／医療法人　五風会　
さっぽろ香雪病院／医療法人　順真会　メイプル病院／医療法人　中江病院／医療法人社団　池田内科／医療法人社団　坂
井胃腸科内科医院／医療法人社団　島崎外科胃腸科／医療法人社団　新琴似内科クリニック／医療法人社団　西谷皮膚科医
院／医療法人社団　ふるや内科／医療法人社団　やんべ皮膚科クリニック／旭イノベックス㈱／㈱カツキ／北海道放送㈱／北
海道郵便逓送㈱／和光技研㈱／㈱イーエス総合研究所／㈱セイコーマート／日本基督教団　千歳栄光教会／日本キリスト教会　
小樽シオン教会／日本キリスト教会　札幌琴似教会／（宗）日本キリスト教会　札幌北一条教会／日本キリスト教会　札幌桑園

教会／日本キリスト教会　札幌豊平教会　女性会／日本キリスト教会　札幌発寒教会／日本キリスト教会　森林公園教会／日
本キリスト教会　札幌豊平教会　サマリヤ会／日本キリスト教団　麻生教会　有志一同／日本キリスト教団　北広島教会／日
本キリスト教団　琴似中央通　婦人部／日本キリスト教団　札幌教会／日本キリスト教団　野幌教会／日本キリスト教団　函
館教会／日本キリスト教団　真駒内教会／札幌北高 11 期ゴルフ会／札幌市東部仏教会／（財）札幌市職員福利厚生会　有志
一同／札幌市役所　総務局　行政部有志一同／札幌市立高等学校　教職員組合／札幌市教育委員会　教友会／札幌市職員
共済組合／真宗興正派　昭念寺／真宗大谷派札幌別院／新善光寺／真龍寺／東照寺／北大寺／日蓮宗　妙典寺／（社）札幌
市医師会／荒木病院／田中病院／治療院　スマイル

個人会員

ア行  青木淳子　青柳雅子　秋本英彦　明田川洪志　東ミツヱ　安達亮介　荒木一洋　荒木哲彦　荒ひろみ　安藤育子　池
田真喜子　池田明穂　池田和彌　池田達夫　池田輝明　石岡智恵子　石川美和子　石橋千里　石原昭一　石見誠嗣　石本
博士　泉雅子　泉真知子　板垣総子　板谷研二　井手悟　伊藤浩二　伊藤千秋・孝子　伊東仁　伊藤フサ子　伊藤雅彦　
岩﨑恵美子　岩本勝彦　上田敏彦　上田稔　氏家久仁子　梅田容子　榮木義晴　遠藤知恵子　遠藤優　大石友美　大久保
美枝子　大蔵精蔵　大澤巖・芙美子　太田千代　大塚正子　大平角雄　岡林律子　奥岡あけみ　奥野知子　尾崎栄子　尾
崎允英　尾崎那嗣　小田嶋政子　小谷和雄・由子　小野寺裕子　小野肇　小野道弘　 カ行  角尾大和　角田今日子　筧石雄　
影山隆之　葛西章　笠原武・勝子　片平美智子　桂信雄　加藤峰　加藤龍子　上遠野克　金子禎子　狩野廣　河合淑子　
川上貞子　川口宗美・夏代子　川筋貴美子　川成靖夫　川原悦子　川原康子　川守田京子　川守田節子　川守田正康　神
埜文典　菊池修司　菊池園子　菊地孝子　菊地千賀子　菊地千鶴子　北川誠一　木藤忍　木村光子　国岡智哉　国島やよ
い　熊谷トキ　熊敏彦　黒川輝世　黒島芳江　黒部和江　小泉アヤ　合田功　河野ユウ子　小佐部房子　越野宣之　小島育
子　後藤美子　駒野ひかり　今野渉　 サ行  斎藤雪子　斉藤栄　斉藤淳　斎藤テエ　斉藤智子　酒井尚樹　酒井玲子　榮英
彦　坂本佳津江　坂元由美　佐々木春代　佐々木洋子　佐々木僚子　流石和子　佐藤正晴　佐藤順子　佐藤保　佐藤時弘　
佐藤壽　佐藤芳枝　澤田道子　塩田越波　品川久美子　柴田陽子　柴田薫心　島田宏子　島津宏興　清水京子　下田昭三・
清子　下平尾文子　庄司幸子　庄内惠　新谷純鋪　菅田洋子　杉原律子　すずききよみ　鈴木新一　鈴木直子　鈴木陽子　
須田明夫　瀬戸武　﨤町賢治・恵美子　 タ行  大公一郎　大聖憲俊　高木きよみ　高口安子　高田浩子　高橋勉　髙橋寛・
スミ子　髙橋文子　高橋美奈子　髙橋禮子　髙原久美子　高平暿弘　高谷昌子　武田征勝　田坂伸子　田島安都子　田代
理枝子　立石彰　蓼沼豊　舘美武弘　田辺藤之助　谷口惠美子　谷口満江　多筥佳杖子　田原迫孝一　玉田幸子　辻田恭
子　恒川昌美　出口寿美枝　土肥賢子　東海林義孝　遠山貞子　富崎季実子　戸谷洋子　 ナ行  内藤恵輔・恵美子　内藤ヒ
サ子　永井和夫　長井茂子　長江由美子　中川洋子　中田隆博　永田京子　中田茂子　中西章子　中林毅　中村昭子　中
村伊佑子　中本久美子　那須泰　鍋島あけみ　奈良栄治　成田セツ子　西川哲也　西田あさ子　西田美代子　野口彰　野々
村信子　 ハ行  橋本武　長谷川耕司　幡江美智子　畠信子　畠山征子　八田信之　服部栄　浜下芙美江　濱田雅英　林恒子　
林ミサオ　林律子　早瀬龍宏　久末満三　姫野信子　平泉勉　平野育子　平野博昭　平原紀子　藤岡久美子　藤田幸宏　
藤林義廣　藤原芳信　古田勝栄　古永真理子　星昇　細川昭一　堀雄一　堀井敏子　本間フジ　 マ行  前田博子　増井啓子　
増田悦子　益田道子　松岡昭三　松岡泰子　松尾みつ子　松原シオリ　松平英明　松藤聖子　松本妙子　松本篤二　間宮和
代　雨宮大朔　三浦俊祐　三浦敏明　三浦直也　水野さつき　道上隆敏　光崎明生　南嘉與子　南千晶　南槇子　南善巳　
峯山キミ子　宮崎京子　宮本吉連　村木正隆　森公代　森熊治郎・眞琴　森下トミ　森林耕二　 ヤ行  保田桂子　安田雅子　
山口久美子　山下路子　山田宏紀　山田玲子　大和谷正人・房枝　山中貴義　山本二枝　湯浅志真　横山穰　吉尾弘　吉
川徹・赤澤由加梨　吉田和俊　吉田京子　吉田すみゑ　吉田陸雄　吉田桃代　吉野ちえみ　吉峰洋子　吉見溶子　義村小夜
子　吉山八郎　吉山みさ子　米田榮子　若狭進　匿名：4

　今号から広報に関わることになりました。若い期の相談員ですから、今号の編集作業を通じてあらためて
自分の価値観に気付かされたし、電話で繋がる方との一期一会を再確認することにもなりました。これから
も仲間たちと電話の向こうの方に寄り添い続けていきたいと思います。（H）
　自殺にまで至るような深い悩みを抱えている人、日々生きることにつらさを感じている人に手を差し伸べ
ようと、現在さまざまな機関が電話相談を実施しています。その数ある電話相談の中で「いのちの電話」は
どのような役割を果たしていくのでしょうか。このたび広報に新しく加わらせていただいた者ですが、とも
に考えていけたらと願っています。（F）

編集後記

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/

本誌は共同募金の配布金により発行

発行人　南　　槇子
編集人　広報委員会

大切な人が自殺に追い込まれることがないように　今 動こう！
　1998 年以降 3万人を超えていた自殺者数が、昨年 2012 年は 15 年ぶりに 3万人を下回り、2万 7766 人

だったと警察庁が発表した。全国の自殺者数の減少は 3年連続で、東京、神奈川など人口の多い大都市圏の減少
が目立つ。しかし自殺率は依然として高い。自殺を防ぐ大きな要因として周囲が気付くことが鍵となる。疲れて
いる・食欲がない・ふさぎこんでいる・口数が少なくなった・「どうなってもいい」と言う・過度の飲酒をする。
あなたの周りにこんな人はいませんか？

北海道の自殺者数の推移

2008年 1726人

2009年 1599人

2010年 1533人

2011年 1437人

2012年 1296人

事務局日誌
（2012年11月1日～2013年2月28日）

11月 10日（土） 理事会・評議員会

 13日（火） チャリティーコンサート

 24日（土） 運営会議

12月 8日（土） 全体研修

  運営会議

 1月 15日（火） 34期生個人面談

 2月 9日（土） 運営会議

 20日（水） 市民公開講演会

1978年 1990年

1997年
拓銀破綻 2002年

企業倒産戦後最大

2007年
世界金融恐慌

2000年 2012年

3.5

3.0

2.5

2.0

万人

全国の15年間の自殺者数

　2月 20 日（水）、札幌こころのセンター（札幌市中央区大通西 19 丁
目WEST 19）で講師に輪島公人氏（日本産業カウンセラー協会・認定
産業カウンセラー）を迎え、「北海道いのちの電話」主催の市民公開講
演会が開かれた。いまや職場での人間関係に悩む人が、7割から 8割に
達するのが現実であり、そのストレスは完全に解消するのは難しいが、
減少や緩和は可能である。自分自身および対人関係を理解するための
心理学理論（交流分析）による性格診断によって自分や他人の性格の
特徴を理解し、具体的な付き合い方を考えていくことが、ストレス軽
減につながると話された。

市民公開講演会
「職場のメンタルヘルスと自殺防止」

●自殺予防いのちの電話●

0120－738－556
 （無料）
毎月10日
 8：00～翌日8：00

募金箱

札幌エルムカントリークラ
ブ、日本キリスト教会札幌
北一条教会、ホテルニュー
オータニ札幌1階レストラン

電話番号　0570－7
な
8
や
3
み
－5

こ
5
こ
6
ろ

　よりつながりやすい電話をめざす新しいサービスが始

まりました。電話をかけると「こちらはいのちの電話で

す、最寄りのセンターへ相談したい方は『1』を、近隣の

センターへご相談したい方は『2』を、空いているセン

ターとご相談したい方は『3』を」とアナウンスがあり、

かけ手は『1』『2』『3』のいずれかを選べます。全国ど

こからでも共通の電話番号でつながります。（遠方につな

がると電話料金が高額になる可能性もあります）

始まりました！ ナビダイヤルサービス
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