
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

2011.11

№113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
♥　♥　♥　

すれちがい
例B　30代女性

「母は学校の成績も習いごともよく出来るとほめてくれた。でもそれは良くできないとダメとい

うことでしょう。私は頑張ったことをほめてほしかっ

た。そして父の悪口を毎日聞かされて育った。

父が倒れた今、結婚して家を出ている兄、

姉は何もしない。私ひとりが病弱な母

と寝たきりの父の介護をしている。そ

れが嫌なわけではないが、不公平だ

と思う。そう言うと、それなら貴女

も結婚して、家を出て行けば良いと

言う。それなら自分たちはどうする

の？　私も病気を抱え、仕事もせず、

結婚もせず、父と母を看てきた。私の

人生は何だったのだろう」

　「家族の問題」には、親との関係で悩む人からの相談が多いです。子供にとって、一般的に親

は絶対的存在。

　親の愛情が条件付き（たとえば成績の良さ）であると、子供はそうでないと見捨てられるので

はと恐れます。また育児を頑張る母親は、子供の成功が自分の成功と思い、子供のためと言いな

がら、子供の心を受けとめず、親の気持ちを押しつけがちです。

　そんな自由にものを言えない緊張感のある家庭で育った子供は、親子の関係から自然に学べる

はずの対等なコミュニケーションの方法を身につけられないまま、大人になるのではないでしょ

うか。

　電話の向こうの声を聴いていて思うのは、親子の話合いは、とかく親の一方的な指示の形にな

りがちですが、子供がどんなに幼くても、親が「聴く」姿勢で子供に接することが、子供の自主

性、自尊心を育て、周りの人と良いコミュニケーションを保ちながら、成長する力になるのでは

ないでしょうか。

親子のコミュニケーション

　「北海道いのちの電話」の総受信件数は 1987 年に 24 時間体制になって以来 25 年、ほとんど

変わらず毎年約 18,000 件です。内容で見ると、人生、病気の問題等で掛けてくる人の割合は変

わりません。しかし「家族の問題」で電話を掛けてくる人は増え続けています。（下図）

よく掛かってくる相談をご紹介しましょう（特定の方のお話ではありません。編集してあります）

例A　男子高校生

「小さい時から、父は仕事が忙しく、会話はほ

とんどなかった。母は一人っ子の僕に細かいこ

とまで指図した。進路を決める時、僕は料理が

大好きなので、料理の専門学校へ行きたいと

言ったが、母は今どき大学に行かないなんてとん

でもない、と言って取り合わない。親がよかれと

思って言っているのだから、言うとおりにしなさい

と言う。誰の人生？苦しくてたまらない。いっそのこ

と、親を憎めたら気が楽になるのに……」

｢北海道いのちの電話」の相談員募集
事務局（平日　9：00～ 17：00）
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/）

関心のある方は
お問い合わせを！
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ある相談員の想い

ずーっと母親の言うことに

逆らわないできた優しい息子。

自分の心の中の怒りに

気づいたのは、すごいなあ～。

ある相談員の想い

長い間、親の気持ちを察し、

頑張ってきた人。

苦しかっただろうなあ。

今からでも自分の気持ちを

大事にする生活を

何とか見つけられたら……。
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引き続きご支援をお願いします。銀行振込、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 7 月 1日～ 2011 年 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 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

一般社団法人　日本中小企業経営支援専門家協会／いのちの電話　ドリーム／岩田地崎建設㈱
カトリック　北 26条教会／カトリック　月寒教会　バザー委員会／喜久一本店／高野山真言宗　広照院
交洋不動産㈱／札幌北幼稚園／アリアドナ．P．シャルフェーフ／マリアの宣教者フランシスコ修道会　北広島修道院
昌志会／北海道情報通信福祉協議会／札幌市白石区役所総務企画課有志一同／信和会一同
創造学園　豊平塾／たかさき法律事務所／北海道いのちの電話後援会　チャリティーゴルフ大会　参加者一同
紡の会／㈱はしもと／医療法人社団　修徳会　林病院／フェイストゥフェイス水口　章・良子／北栄保険サービス㈱

団体会員（会費・寄付金、敬称略、順不同）

北海道大学落語研究会OB・OG会／北海道ジェイ・アール都市開発㈱／北海道神社庁／北海料理　コロポックル
幌村建設㈱／立正佼成会　札幌教会／医療法人　大蔵会　札幌佐藤病院／医療法人　耕仁会　札幌太田病院
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　健心会　桑園病院
医療法人社団　新琴似内科クリニック／医療法人社団　正心会　岡本病院／医療法人社団　西谷皮膚科医院
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／遠藤興産㈱／勝木石油㈱
北海道電力㈱／横山食品㈱／和光技研㈱／㈱共立メンテナンス札幌支店／㈱クリーンコーポレーション
㈱札幌ドーム／㈱セイコーマート／㈱北洋銀行／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　函館教会／（財）損保ジャパン記念財団／（財）北海道YMCA
（財）札幌市職員福利厚生会　有志一同／札幌市立高等学校　教職員組合／札幌市財政局　役職者会
札幌市保健福祉局　役職者会／札幌市やよい会／札幌市労働組合連合会／観音寺／新善光寺／禅福寺
徳生寺／日蓮宗　妙典寺／龍松寺／（社）札幌中法人会／（社）ふる里公苑／治療院　スマイル

個人会員（会費・寄付金、敬称略、順不同）
ア行  荒木一洋　荒木哲彦　安藤育子　池田真喜子　池田明穂　池田昭二　石井嘉　石川幸子　石原昭一　
石見誠嗣　泉雅子　泉真知子　板谷研二　伊藤千秋・孝子　井原貴男　入谷信昭・幸重　岩井雄三
岩佐一生　岩﨑恵美子　岩本勝彦　上田稔　上野輝佳　氏家久二子　氏家淳子　浦田久　遠藤司郎
大内栄子　大須賀豊稚　大須賀夏　太田三男　大友美奈子　岡貞夫　岡島静子　岡林律子　岡本雄一
小川光子　奥井光雄　尾嵜弘子　小野寺裕子　小野肇　 カ行  柿本伸之　角田今日子　葛西章　笠原武・勝子　
片平美智子　勝木享子　勝野恒巳　上遠野克　加藤龍子　金子千恵　金子禎子　狩野廣　狩野紀子
川口宗美・夏代子　川尻榮子　川守田節子　神埜文典　菊地正一　菊池園子　菊地孝子　木太陽子
木藤忍　国島やよい　窪田郁子　熊谷菊枝　黒島芳江　古賀清敬　越野宣之　小島育子　後藤京子
古野間計久　小林幸一　是永道子　 サ行  斎藤雪子　斎藤テエ　斉藤智子　酒井恵津子　酒井尚樹　酒井宏子　
阪口晶美　坂元由美　佐々木敬子　佐々木満里　佐々木美智子　佐々木僚子　佐藤時弘　佐藤壽　澤田慶子　
澤田道子　澤村由紀子　塩田越波　設楽雅代　品川久美子　篠本あき　柴田陽子　柴田牧子　島田宏子　
島田眞弓　清水京子　下田昭三・清子　下平尾文子　新谷純鋪　菅井忠志　杉原律子　杉本桂子　鈴木新一　
鈴木眞一　須田明夫　須田健　瀬戸武　﨤町賢治・恵美子　 タ行  平博　髙桑久子　髙杉純二　髙田浩子　
髙橋寛・スミ子　髙原久美子　高谷昌子　武田征勝　田島安都子　田代理枝子　谷暎子　谷紘子　田野島隆　
多筥佳杖子　塚田陽子　出口信次・寿美枝　出口寿美枝　土肥賢子　土肥正豊　遠山貞子　土岐郁子
利根川吉廣・リリ　富崎季実子　富原薫　 ナ行  内藤信子　長井茂子　長江由美子　中川洋子　永田京子　
中野正道　成田セツ子　難波眞木二　野田敏夫　野々村信子　 ハ行  幡江美智子　畠山征子　服部貞義
林ミサオ　林律子　久末満三　姫野信子　平泉勉　平野育子　平原紀子　藤岡久美子　藤田幸宏　藤林義廣　
藤原恭子　星昇　細川昭一　幌村司　本間フジ　 マ行  牧泰昌　増井啓子　増田悦子　益田道子　松岡昭三　
松岡方子　松川知　松原シオリ　松平英明　松本妙子　松本篤二　三浦直也　見上雄一　水谷敦夫
水野さつき　三井尚　光崎明生　南千晶　峯後重子　宮崎京子　宮本倭文子　村木正隆　森公代
ヤ行  八幡敬一　大和谷正人・房枝　山中貴義　山本伸夫　湯浅志真　横井救　横田昌治郎　横山末雄
吉江昌彦　吉尾弘　吉田すみゑ　吉田桃代　吉田洋子　吉野ちえみ　吉峰洋子　義村政見・小夜子
吉山八郎　吉山みさ子　米田榮子　匿名：5
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　中秋の名月の日、1枚の写真が新聞に載った。夜空にすっくと立つ1本の松の木、上空からその木を照
らす月光。水面に反射した光。その松は、岩手県陸前高田市の景勝地・高田松原で、津波に耐えて、7万本
の中でたった1本だけ生き残った「奇跡の松」だった。何もかも流された古里で、復興のシンボルとして
存在している木。凛々しい。だが背の高い松の木は、1本だととても不安そうに見える。その姿に、身近な
人との繋がりを失ってしまった多くの方々の辛さ、寂しさが重なる。（M・N）

編集後記

後援会から

【チャリティボックスから】

高田屋　麻生店／大和リゾート㈱　ロイ
トン札幌／北海道いのちの電話後援会　
事務局（いきいき福祉）／ホテルやまち　
レストラン　エル／ホテルやまち　レス
トラン　青山／居酒屋　むすびめ／室蘭
工業大学生協／㈱アグレ

7月 2日 （土） 相談員総会

 30日 （土） 運営会議

8月 2日 （火） 広報112号発送

 27日 （土） 運営会議

9月10日 （土） 宿泊研修（～11日）

 24日 （土） 運営会議

10月 1日 （土） 第29回「いのちの電話」相談員

   全国研修大会（於・北九州）視察

 4日 （火） 34期養成講座開講式

 12日 （水） 後援会主催チャリティーコンサート

 22日 （土） 法人理事会・評議員会

 29日 （土） 自殺予防公開講演会主催

 30日 （日） 全体研修

事務局日誌 （2011年7月～10月）

発信地域限定
岩手、宮城、福島、茨城県からのみ

「震災フリーダイヤル」実施中

時 間 13：00～20：00
電話番号 0120－5

こころ いちばんやさしく
56－189

主 催 日本いのちの電話連盟」

公開講演会の報告
　去る 10月 29日（土）、北翔大学北方圏学

術情報センター「PORTO・ポルト」（札幌

市中央区南 1条西 22 丁目）において、「北

海道いのちの電話」主催の公開講演会が開か

れました。講師は若林一美先生（立教女学院

短期大学学長・「小さな風の会」世話人）、演

題は「悲しみを通してみえること」―子供を

亡くした遺族の会の 23 年―でした。なお、

講演に先だち、阿部博光（フルート）佳子（ピ

アノ）御夫妻によるミニコンサートがありま

した。

心よりお悔やみ申し上げます

　去る10 月 16日、「北海道いの
ちの電話」前理事で精神科医の
熊谷豊治様（86 歳）がご逝去さ
れました。
　事務局にある、手作りの大きな
丸テーブルほか数々の設備を御寄
贈下さいました。
　長年に渡り、組織の発展にご尽
力下さいましたことに深く感謝い
たします。

（理事長　南　槙子）

チャリティーコンサート盛会裡に終了
　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）主催のコンサートが今年も、
10月 12日（水）夜、札幌市北区の札幌サンプラザで開かれ、盛会のうちに終了しました。
　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）が、エルガーの「愛の挨拶」を演奏しながら客席を巡っ
て登場して開演、ピアノの石田敏明さん、メゾソプラノ駒ヶ嶺ゆかりさんら、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、
多彩、華麗な演奏で満席の聴衆を楽しませました。
　益金に会場においたボックスへのチャリティーを加え、約 100 万円を近く法人に寄付します。

後援会、来春解散の予定
　北海道いのちの電話後援会（桂信雄会長）は、今回のチャリティーコンサートを機に、発展的に解
散することにし、来春の後援会理事会の承認を求めることになりました。
　後援会は「社会福祉法人北海道いのちの電話」の支援をより幅広くするための方法について、法人
と協議を進めてきました。その結果、今後は法人が自らチャリティーなどの事業を行うこととし、その
体制も整ったためです。
　10 月 12日のチャリティーコンサートのプログラムに、来年 3月の解散予定をお知らせし、これまで
の多くの市民の支援、協力に感謝するあいさつ文を掲載しました。
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