
ひとりで悩まず話してみませんか

自殺予防を願って

北海道いのちの電話
24時間  011-231-4343

2011.8

№112フリーダイヤル毎月10日
0120-738-556
ファックス相談（聴覚障がい者の方）
011-219-3144
♥　♥　♥　

　　　　　 近年、男性の自殺が増えたのは

　　　　　　　　　　　　 私たちを取り巻く社会全体の問題です

　日本は自殺者の数が12年連

続3万人を超え、その7割を

男性が占めます。さらに去年、

遺骨の引き取り手のなかった

「無縁者」が年間3万2千人を

超えたとも報じられました

（NHK）。経済の悪化が、他人

を思いやる余裕を奪いました。

さらに今回の震災の影響を受け

た道内の企業（観光業ほか）の

倒産やリストラにより、仕事を

失う人たちが増えています。

2008年のリーマンショック

や東日本大震災などのような特

別な出来事が無い、ごく平凡な日常生活の中でも、男性は問題を一人で抱えこむ傾向が

あります。まして今のように不安定な状況下、そんな男性が自殺に追い込まれていく可

能性が大きくなることを、みんなが心配しています。
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　 男性が悩んでいる時 、その辛い、苦しい気持ちを話せないのは、「男はむやみに

人に弱みを見せるべきではない」という無言の圧力があるからではないでしょうか。

でも周囲の人は話してもらわなければ分からないのです。助けられないのです。思い

切って誰かに話してみませんか。貴方の気持ちを受け止めてくれる人が、一緒に考

えてくれる人が、きっとどこかにいるはずです。

　 相談された人は 、まず話をゆっくり聞きましょう。そして安易に「大丈夫だよ」

「元気出せよ」などと言わず、相談者の思いを十分に話してもらい「私はあなたの気

持ちをこう受け止めました」と言葉少なに伝えてください。もし違っていたとして

も、「いや、いやそうではなく言いたいのは……」と相談者は更に気持ちを話してく

れるかもしれません。

　 私たち「北海道いのちの電話」の相談員は 、誰にも話せないみなさんの心の声を聞

かせていただいています。掛けてくださる方が多くてなかなかつながらないかもしれま

せんが、あきらめずに電話（011-

231-4343・聴覚障がい者の方は

FAX 011-219-3144）していただ

きたいのです。そして、少しでも心を

軽くしていただければと願っています。

｢北海道いのちの電話」の
相談員募集

関心のある方はお問い合わせを！

事務局（平日 9時～17時）
電話011-251-6464　FAX　011-221-9095

申込用紙はホームページからもダウンロードできます。
（URL http://www.inochi-tel.com/）

過労死寸前（20代）
人員削減で今までの倍の仕事量。体
は過労死寸前。休養不足と職場の人
間関係でうつになり、通院。どんど
んひどくなっている。

多額の借金（50代）
事業に失敗。多額の借金が残った。妻と
は離婚。これからどうすればいいのか、
分からない。周りの人の迷惑をさけるた
め生命保険での清算を考えている。

リストラ（40代）
バブル期に社会人になった
が、リストラされた。再就
職先見つからない。持ち家
売ってもローンの残金に足
りない。妻は子供を連れ、
実家に帰り、離婚届けを
送ってきた。自分の人生は
何だったのか、と思う。

不安な年金暮らし（60代～）
退職後、大病をしたので、貯えが無
くなった。妻は認知症では？　子供
もいないし、わずかな年金で、これ
からが不安でしかたがない……。

派遣（30代）
仕事と住まいを転々としてき
た。今月で雇い止め。次の仕事
も見つからず、住む所もなくな
る。貯金もわずか。正社員で結
婚し、子供もいる人もいるの
に。結婚なんて別世界の話だ。
私はどこで間違ったのか。

ひきこもり（10代）
就職したが、上司のいじ
めに耐えられなくなり、
辞めた。その後実家でひ
きこもり、夜中コンビニ
に行くだけ。友人も彼女
もいない。家族に迷惑を
かけている。生きている
価値がない。

「いのちの電話」に寄せられた男性からの訴え「いのちの電話」に寄せられた男性からの訴え
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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
　2011 年 3 月 1日～ 2011 年 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 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
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（後援会専用　011-612-3965）
FAX　011-221-9095

社会福祉法人　北海道いのちの電話
理事長　　南　　槇　子
北海道いのちの電話後援会
会　長　　桂　　信　雄

同窓会　あすなろ／㈱石山組／いのちの電話 1．2期生有志／医療法人こぶし　植苗病院／大月クリニック／大通りつげのクリニック
（社）北海道勤労者安全衛生センター／高野山真言宗　広照院／NPO法人　国際曲劇団／（財）法人さっぽろ健康スポーツ財団
札幌市手稲区役所　役職者会／札幌商工会議所／社会福祉法人　札幌南福祉会／札幌ロータリークラブ／三水会／島津電設㈱
マリアの宣教者フランシスコ修道会　北広島修道院／マリアの宣教者フランシスコ修道会　札幌修道院
市立札幌病院　職員労働組合／聖ベネディクト女子修道院／全水道　札幌水道労働組合／全日本自治団体労働組合北海道本部
全日本建設交運一般労働組合札幌学童保育支部／中井聖建設㈱／㈱北海道二十一世紀総合研究所／林病院
学校法人　北星学園／北海道教区教務所／北海道神社庁／北海道精神科病院協会／北海道鉄道OB会
幌村建設㈱／丸果札幌青果㈱／札幌ルーテル幼稚園PTA会／連合北海道／（医）広誠会　北ノ沢病院
医療法人　耕仁会　札幌太田病院／医療法人　札幌西の峰病院／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　北仁会　旭山病院／医療法人　北海道循環器病院／医療法人社団　ウェルネス望洋台医院
医療法人社団　小野眼科医院／医療法人社団　健心会　桑園病院／医療法人社団　こぶし　札幌こぶしクリニック
医療法人社団　産婦人科　吉尾医院／医療法人社団　信洋会　石山病院／医療法人社団　正心会　岡本病院
医療法人社団　花岡神経クリニック／医療法人社団　慈藻会　平松記念病院／医療法人社団　平山内科胃腸科医院
医療法人社団　ふるや内科小児科医院／医療法人社団　彌和会　三浦メンタルクリニック／医療法人社団　やんべ皮膚科クリニック
医療法人社団　倭会　ミネルバ病院／北光幼稚園／旭イノベックス㈱／石屋製菓㈱／遠藤興産㈱／勝木石油㈱／佐藤水産㈱
ジェイ・アール北海道バス㈱／㈱須田製版／大善維持建設㈱／地崎商事㈱／寺岡ファシリティーズ㈱／天然ガス自動車北海道㈱
道路工業㈱／ビューティーサロン結紀／北土建設㈱／北海道観光事業㈱／北海道郵便逓送㈱／北海道旅客鉄道㈱（JR北海道）
横山食品㈱／横山製粉㈱／和光技研㈱／㈱開発工営社／㈱興陽技建／㈱札幌エネルギー供給公社／㈱敷島屋／㈱昭和総業
㈱セイコーマート／㈱焚上協会／㈱田中組／㈱ドウデン／㈱平岸グランドビル／㈱藤井工務店／㈱藤井ビル
㈱ホーム企画センター／㈱まるいち／㈱ミチウエ／聖心会　札幌修道院／日本キリスト教会　札幌発寒教会
日本キリスト教団　麻生教会　有志一同／日本キリスト教団　江別教会　野ゆり会／日本キリスト教団　函館教会

団体会員（会費・寄付金、敬称略、順不同）

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／札幌市都市局　役職者会／札幌市交通局　役職者会／札幌市白石区役所　役職者会
札幌市厚別区役所　役職者会／札幌市北区役所北友会／札幌市教育委員会　教友会／札幌市清田区　役職者会／札幌市やよい会
札幌市豊平区役所　部長会／札幌市東区役所　役職者会／札幌市職員共済組合／札幌市仏教連合会／覚英寺／観音寺
真宗興正派　昭念寺／真宗大谷派　東本願寺　札幌別院／新善光寺／日蓮宗　瑞玄寺／禅福寺／東照寺／徳生寺
西本願寺　札幌別院／北栄寺／北大寺／日蓮宗　妙典寺／宗教法人　慧林寺／宗教法人　真宗大谷派　大願寺
宗教法人　中央寺／（社）札幌市医師会／（社）北海道医師会／（社）北海道開発技術センター／荒木病院／田中病院
治療院　スマイル／医療法人　勉仁会　中垣病院／平岸メンタルクリニック

個人会員（会費・寄付金、敬称略、順不同）
ア行  青柳雅子　阿部芳江　雨宮寿子　荒木貞一　荒ひろみ　有川良　有馬宣子　飯塚ちどり　居上英二　池田真喜子　
池田輝明　石井美雪　石井嘉　泉明彦・米子・敬子　泉雅子　泉真知子　和泉睦子　伊藤忠男　伊藤千秋・孝子　伊藤まち子　
伊藤義郎　稲垣豊穂　井上敬一　井上圭子　井上結香子　今枝友子　岩﨑恵美子　岩舘泰子　岩本勝彦　上田稔　植松誠　
魚住昌也　氏家久二子　氏原英良　氏原冨二子　瓜田一郎　遠藤洋子　大石友美　大泉三千代　大澤巖・芙美子　大須賀豊稚　
大竹実　尾形照夫　岡田寿　岡田浥子　岡林律子　岡山まゆみ　尾嵜弘子　小田嶋政子　小野寺裕子　小野肇　小野道弘　
カ行  角田今日子　筧石雄　葛西章　葛西美保子　笠田薫　勝木享子　桂信雄　金森美子　金子栄子　金子孝子　金子千恵　
金子禎子　狩野廣　河井博　河合淑子　川上貞子　川越章善　川崎スミヱ　川尻榮子　川筋貴美子　川原康子　川村昭範　
川守田節子　神埜文典　菊地孝子　菊地千賀子　木島知子　北谷洋文　北山多恵子　木太陽子　国島やよい　國本京子　
熊谷菊枝　熊敏彦　黒川輝世　黒島芳江　小池章之　古賀清敬　越野宣之　小島育子　後藤一保　後藤道　小林正徳　
駒野ひかり　小山司　是永道子　 サ行  斎藤雪子　斎藤テエ　西東敏雄　斉藤智子　齊藤光晴　阪口晶美　坂西芳枝　坂元由美　
佐々木克彦　佐々木春代　佐々木満里　佐々木美智子　佐々木光明　佐々木僚子　笹生正恵　佐藤正晴　佐藤順子　
佐藤愼一郎　佐藤保　佐藤時弘　佐藤朋紘　佐藤宣男　佐藤芳枝　寒川ナミヱ　沢田慶子　澤田道子　澤村由紀子　澤谷琴美　
塩田越波　鴫原康子　品川久美子　柴田牧子　島田和子　島田真弓　清水京子　下田昭三・清子　庄司幸子　末次邦雄　
菅井忠志　菅田洋子　杉原律子　杉本拓　鈴木新一　鈴木直子　鈴木幸子　鈴木陽子　須田明夫　瀬戸武　﨤町賢治・
恵美子　 タ行  大公一郎　髙崎暢　髙杉久美子　髙杉純二　高田克彦　髙田浩子　高橋勉　髙原久美子　髙森節子　高谷昌子　
蓼沼豊　田中博之　谷暎子　谷口惠美子　多筥佳杖子　田村和也・輝世子　千葉勇　千葉悟　槻舘良美　恒川昌美　出口信次・
寿美枝　土肥賢子　土肥正豊　遠山貞子　土田静江　利根川吉廣・リリ　泊キミ子　富永嘉昭　戸谷洋子　 ナ行  内藤信子　
永井和夫　長井茂子　永井信　長江由美子　中川久美子　中川洋子　中田和子　永田京子　中田千賀子　中西章子　中野正道　
中野淑文　中林毅　中原准一　中平桂子　中村伊佑子　鍋島あけみ　浪田美智枝　奈良栄治　成田セツ子　南條道子　
難波眞木二　西田雅子　野々村信子　信太義弘　 ハ行  橋本昭夫　幡江美智子　畠山悠子　波多野和子　羽田靖子　濱田啓子　
濱田雅英　林志有久　林律子　早瀬龍宏　原本昌代　久末満三　姫野信子　平原紀子　広瀬節子　福島直樹　福田三行　
藤孔仁子　藤田進　藤林義廣　船越政明　古本忠　細田俊紀　幌村司　本間雄　本間フジ　 マ行  前田輝夫　前田典子　
牧野勝幸　牧泰昌　増井啓子　益田道子　松岡昭三　
松岡方子　松尾みつ子　松下千恵子　松田俊一　
松原シオリ　松平英明　松本妙子　間宮和代　三浦秀紀　
三上勇津　水谷敦夫　水野さつき　三井尚　光崎明生　
南槇子　南善巳　峯後重子　三宅正幸　宮崎京子　
宮本倭文子　森公代　森清　森山令子　 ヤ行  八木國夫　
八幡敬一　山内惠子　山川節　山北文代　山口玲子　
山田岩夫　山田光子　大和谷正人・房枝　山中克哉　
山中貴義　山本茂雄　湯浅志真　横田昌治郎　横山幸子　
横山末雄　吉田京子　吉田すみゑ　吉田正明　吉田陸雄　
吉田桃代　吉田洋子　吉野淳一　吉見紫乃　吉峰洋子　
吉見溶子　米田榮子　 ワ行  和田一仁　和田妙子
渡辺信英　匿名：3

社会福祉法人 北海道いのちの電話（開局1979年1月）
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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

　NHKの朝の連続ドラマ「おひさま」で「心に太陽を持て」（山本有三訳）という詩が朗読されました。「苦
しんでいる人、なやんでいる人には、こうはげましてやろう。勇気を失うな、くちびるに歌を持て、心に太
陽を持て」と結ばれます。作者である岡田恵和さんの震災後の日本人へのエールでもあると思いました。自
分は強くはないと認めたり、誰かに「助けて！」と訴えたりするのは、しんどいことではあります。でもそ
の勇気を失わないでください。（Y・I）

編集後記

10月 12日にチャリティーコンサートを開催します
　「北海道いのちの電話」チャリティーコンサート実行委員会（桂信雄委員長）主催のチャリティーコンサートが今年
も 10 月 12日（水）午後 6時 30 分（6時開場）より、札幌市北区北 24 条西 5丁目の札幌サンプラザコンサートホール
で開かれます。入場料は 2000 円です。
　出演は昨年のコンサートでも協力していただき好評だった「大平まゆみと仲間たち」。札幌交響楽団コンサートマス
ター大平さん（バイオリン）、石田敏明さん（ピアノ）、駒ヶ嶺ゆかりさん（メゾソプラノ）ら、これまでのチャリティー
コンサートでお馴染みの演奏家に、札響などで活躍する若手実力派による弦楽アンサンブルが加わり、メンバーも演奏
曲目も多彩になりました。ご期待のうえ、ぜひご来場ください。

ゴルフコンペでチャリティー募金をお願いします
　後援会は「職場や団体の同好会で開くゴルフ会で『北海道いのちの電話』へのチャリティー募金を」と呼びかけて
います。昨シーズンは 10 件約 40 万円の寄付をいただきましたが、今シーズンも札幌市職員OBによる“山水会”から
「6月のコンペで集めました」と 1万 4500 円が、また「札幌市やよい会」からも 3万 1000 円が寄せられています。

後援会から「北海道いのちの電話」2010年（1月～12月）・年間統計
（　）内は前年

 総受信件数 18,220件 （18,336） 自殺志向総受信件数 1,159件 （831）
 男性 8,618件 （9,044） 男性 512件 （283）
 女性 9,602件 （9,292） 女性 647件 （548）
 無言の件数 2,523件 （2,315） 一日平均受信件数 50 件 （50）
    1件平均相談時間 30 分 （30）

【チャリティボックスから】

ひかり寿司（マル果センター内）／（財）札
幌市防災協会／北海道料理　宮之森／室
蘭工業大学生協／理髪店　モモタロウ／
㈱アクト調剤　メトロ調剤薬局／㈱ボッ
クス／㈲フォーサイト

2010年度会計報告 （2010年4月1日～2011年3月31日）
社会福祉法人　北海道いのちの電話 単位　円

収　　入 支　　出
寄 付 金 13,799,399 事業管理費 1,099,459
補 助 金 4,661,717 訓練養成費 4,411,149
分 配 金 1,100,000 調査研究費 983,605
助 成 金 300,000 広 報 費 796,759
受講料収入 506,050 事業支援費 97,860
雑 収 入 85,434 センター管理費 3,563,341

センター人件費 7,118,531
負 担 金 408,000
予 備 費 108,418
減価償却費 125,002
当期収支差額 1,740,476

合 計 20,452,600 合 計 20,452,600

3月28日 （月） 法人理事会・評議員会

 29日 （火） 相談員募集説明会

4月 4日 （月） 各部連絡会

 25日 （月） 運営会議

5月21日 （土） 法人理事会・評議委員会

 24日 （火） 33期生修了式

 31日 （火） 後援会理事会

6月18日（土） 相談員募集説明会

 25日 （土） 事業推進委員会　発足会

事務局日誌 （2011年3月～6月）

社会福祉法人「北海道いのちの電話」役員の改選

長い間ありがとうございました。これからよろしくお願いします。

退　任（2011年5月） 新　任（2011年 6月）
理 事 佐藤　正晴 牧　　泰昌

評議員

熱田　洋子 池田　光幸
池田　和彌 佐藤　正晴
加藤　　峰 嶋津　　博
笹生　正恵 諏訪　　亨
中村　誠吾 野田　敏夫

ご寄付ありがとうございました。
昭和 20年に設立し66年の歴史を持つ道立衛生
学院が、今春組織替えとなりました。それに伴い、
地域看護学科は閉鎖となり、同科の同窓会「あす
なろ」も解散となりました。残された資金 513,475
円全額をご寄付いただきました。大切に使わせて
いただきます。
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