
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

2012.3

№114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
♥　♥　♥　

「日本いのちの電話連盟」主催
「震災フリーダイヤル」を知っていますか？
　第1次震災ダイヤルは、昨年3月28日から4月9日まで、発信地域を4県（岩手、

宮城、福島、茨城）からと限定し、全国30センター参加で実施。受信件数は

1,515件でした。通話料はＮＴＴコミュニケーションズの協力を得ました。

　第2次震災ダイヤルの発信地域は同じく4県で、昨年9月11日から全国40の

センターが参加し、毎日13時～ 20時（毎月10日を除く）。通話料は「日本い

のちの電話連盟」が当面負担することでスタートしました。日本で「いのちの電話」

を立ち上げたドイツ人女性ル

ツ・ヘットカンプさんが今回の

震災に関してドイツ国内で募っ

た寄付金と自らの寄付金、日本

国内から共同募金に寄せられ

た寄付金の1部、さらに国内か

ら「日本いのちの電話連盟」に

寄せられた義援金などが財源

となっています。

　なお毎月10日の自殺予防フ

リーダイヤルの通話料は政府

の自殺防止対策の一つとして、

厚生労働省の予算から支出さ

れています。

からだの震えが止まらない。安心が欲しい。葬式ばっかり。海には近寄らない。子供の前で泣けない。毎日

もがいている。一人でポツン、何か話して。先が見えないのが辛い。苦しみ、悲しみゴチャゴチャ。家族それぞ

れの方向が変わってしまった。日に日に辛くなる。戦争よりひどい。夢か現実かわからない。内部被曝したので

はと不安。くよくよ自分を責めてしまう。この先どこに住んで、どうやって生きていけばいいのか。自分が壊れ

ていく。楽しいことは考えられない。フラッシュバックする。寂しい。眠れない。気が狂いそうです。寝ている

時も服着ています。

忘れられたくない。やる気が起きない。ストレスたまる。弱音吐きにくい。仕事がない。食べていけない。寒

い。仮設の壁が薄い。新聞、TVきれいごと多い。電力会社が許せない。家に帰りたい。自分の気持ちが表現

できない。普通のことしたい。応援されていない感じ。同じ状況の人と話しても辛くなるばかり。私たちはおい

てきぼり。仮設住宅の生活、嫌なことばかり。頑張っている人の気持ち分かってほしい。震災によりこころの病

がひどくなった。生活の基盤が揺らいで疲れた。場所によって援助の対応が違う。平和で安全な人を見ると腹が

立つ。やけくそになっちゃう。八方ふさがり。電話できる友だちいない。通夜にも葬式にも出たくない。車流さ

れ、自転車しかない。どこにも行けない。

生きていて申し訳ない。津波に呑み込まれなかったことが悔しい。これから良いことなんてあるのかな～。

生きるって悲しいですね。自分だけ生きていて良いのかなあ～。死んだ人の夢ばかり見る。死ねないから生きて

きた。親が亡くなり、家も流された、死にたい。自分はいらない人間。自殺したら楽になれるのかな～。早く死

んだ主人の所に行きたい。この世に置き去りにされた。生きていくしかない。

やる気が起きない。花畑ががれきの山になった。家族を津波にもっていかれ一人。何もかも全部失くした。自

分の一部失った。引っ越してきて、お皿 1枚なくて泣いた。時の流れに身をまかせるしかない。父母を助けられ

なかった悔いは消えない。一人では立ち直れない。他の夫婦見ると羨ましい。ただたださみしい。自分の成分が

じわじわと失われていく。震災前のこと思い出している。

聴いてくれてありがとう。

辛い時は「いのちの電話」にかける。

少しほんわかした気持ちになった。

人にグチこぼすの久しぶり。

みんなで乗り越えていこう。

ボランティアの人に感謝している。

電話で話せて助かる。気持ちが楽になった。

未曾有の災害に遭われた方が、細い電話線の向こう

から訴えられる悩み、苦しさ、どうしようもない孤

独感は、1年が過ぎた今も悲痛です。事態がなお深

刻になると言われる中、被災した方々の心を汲み、

周囲の人々や地域社会が絆をより深める一歩になる

ことを願ってこの特集を組みました。
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「震災ダイヤル」と常設「いのちの電話」の比較（問題別）
2011年9月～12月

被災された方々の想い

　震災から月日が経つにつれ、日常生活がある程度戻ると、生活の立て直しに前

向きに取り組むようになる人と、そこから取り残されていく人に分かれていくと思

われます。立ち直りから置いていかれたように感じている人にとってこれからは、

ますます辛くなる可能性が大きいです。

　阪神大震災を経験した「神戸いのちの電話」関係者は、「震災や事故の直後は一時

的に自殺が減ることが多い。阪神大震災の時は、時間の経過とともに、仮設住宅

での高齢者の〝孤独死"や、先行きを悲観して自殺するケースが相次ぎ、その数は

4年間で233人に上った」と話しています。

　身近な人には自分の気持ちをうまく表現できない人も、見知らぬ他人になら話

せるかもしれません。私たちはそういう人たちが、周りに安心して話せる人を見

つけ、自分の気持ちを打ち明けられるようになるまで、「震災ダイヤル」を少しでも

長い期間続けていきたいと考えています。皆さまのご理解とご協力をお願い申し

上げます。

こころの回復の個人差

「震災フリーダイヤル」電話番号 ０１２０－５
こころいちばんやさしく

５６－１８９
時間 13：00～20：00（10日を除く）
発信地域限定（岩手、宮城、福島、茨城県からのみ）
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時間 13：00～20：00（10日を除く）
発信地域限定（岩手、宮城、福島、茨城県からのみ）

1 2 3



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 11 月 1日～ 2012 年 2 月 29 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

団体会員
㈱アースト 代表 須田俊彦／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）藤学園 藤幼稚園／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／NPO法人 国際
曲劇団／札幌市精神保健福祉センター／（財）さっぽろ健康スポーツ財団／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／学校法人北海道ルーテル学園札幌ルーテル幼稚園／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／真宗大谷派 聖光寺／スチュワーデス
マナーズ＆マインド／聖ベネディクト女子修道院／札幌第一興産㈱／札幌中小建設業協会 会長 安田謙一／特定医療法人 とこは
る 東栄病院／とわの森三愛高等学校 生徒・教職員一同／中井聖建設㈱／㈱北海道二十一世紀総合研究所／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／（財）ノーマライゼーション住宅財団／一二三北路㈱／平林メンタルクリニック／社
会福祉法人扶桑苑 児童養護施設柏葉荘／カトリックフランシスコ修道会／芳円寺／北栄保険サービス㈱／北星学園女子中学高等学
校同窓会／北海道電気技術サービス株式会社／幌村建設㈱／㈱丸真 真木呉服店／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／よし野 細川ゑい子／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／ワコオ
工業㈱／稚内ひかり幼稚園／医療法人 大蔵会 札幌佐藤病院／医療法人 広誠会 北ノ沢病院／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 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 坂井胃腸科内科医院／医療法人社団 世良心療
内科クリニック／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 朋友会 石金病院／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／旭イノベックス㈱／勝木石油㈱／大善維持建設㈱／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／㈱クリーンコーポレーション／㈱セイコーマート／カトリッ
ク 北広島教会／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 北広島山手教会／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
／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 札幌白石教会／日本キリスト教
会 森林公園教会／日本キリスト教団 麻生教会 有志一同／日本キリスト教団 北広島教会／日本キリスト教団 琴似中央通教会 婦人
会／日本キリスト教団 札幌教会／日本キリスト教団 月寒教会／日本キリスト教団 野幌教会／日本キリスト教団 函館教会 有志／日
本キリスト教団 真駒内教会／札幌北高 11期ゴルフ会／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／札幌市職員共済組合／淨国寺／真宗興正派 昭念寺／信證寺／真龍寺／智徳寺／北大寺／薬王
寺／竜松寺／宗教法人 中央寺／㈳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  青柳雅子　秋本英彦　明田川洪志　浅川三男　浅田英祺　東ミツヱ　雨宮寿子　荒木一洋　荒ひろみ　有川良　安藤育子　
安里章・みや子　居上英二　池田真喜子　池田明穂　池田和弥　池田達夫　池田輝明　石井紀恵子　石井嘉　石川加代子　石川
美和子　石田明義　石橋千里　石本博士　泉雅子　泉真知子　板垣総子　板谷研二　伊藤浩二　伊藤千秋・孝子　伊東仁　井上
敬一　井上結香子　岩﨑恵美子　岩本勝彦　上田みちよ　上田稔　内海洋子　内山洋一　梅田容子　瓜田一郎　榮木義晴　遠藤
知恵子　遠藤優　大金弘武　大久保美枝子　大蔵精蔵　大澤巖・芙美子　大須賀豊稚　大須賀夏　太田三男　大塚正子　大友美
奈子　大橋三恵子　大平角雄　大村茂夫　尾形照夫　岡林律子　岡本弘　岡本雄一　奥野知子　尾崎允英　尾崎那嗣　 カ行  角
尾大和　角田今日子　筧石雄　葛西章　笠原武・勝子　勝木享子　加藤俊治　加藤峰　加藤龍子　金井輝夫・要　金子千恵　金
子禎子　狩野廣　川上貞子　川口宗美・夏代子　川崎スミヱ　川尻榮子　川筋貴美子　川成靖夫　川原康子　川村昭範　川守田
節子　川守田正康・京子　神埜文典　菊池修司　菊地孝子　菊地千鶴子　北谷洋文　北山多恵子　木藤忍　木戸久子　木村光子　
国島やよい　國本京子　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　古賀清敬　小佐部
房子　越野宣之　小島育子　古野間計久　小林義康　駒野ひかり　駒村勝善　小山直　小山司　是永道子　サ行  斎藤雪子　斉藤
淳　斎藤テエ　西東敏雄　斉藤智子　酒井恵津子　坂井肇　榮英彦　阪口晶美　坂田由恵　坂本佳津江　坂本勝彦　坂元由美　
佐々木教子　佐々木三郎　佐々木務　佐々木春代　佐々木喜四　佐々木満里　佐々木美智子　佐々木洋子　佐々木僚子　流石和子　
佐藤正晴　佐藤順子　佐藤愼一郎　佐藤保　佐藤時弘　佐藤信子　佐藤壽　佐藤芳枝　寒川ナミヱ　澤田道子　澤村由紀子　塩
田越波　設楽雅代　品川久美子　柴田陽子　柴田薫心　柴田とよ子　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　神秀治　新谷純鋪　菅井忠志　菅田洋子　杉原律子　杉本桂子　鈴木新一　鈴木直子　鈴木幸子　鈴木陽子　須
田明夫　須田健　関堂勝幸　瀬戸武　 町賢治・恵美子　 タ行  大聖憲俊　平博　髙木きよみ　高口安子　髙杉純二　髙田浩子　
髙橋清美　髙橋賢治　髙原久美子　高平暿弘　高谷昌子　滝田忠雄　武田征勝　田島安都子　多田英子　立石彰　蓼沼豊　舘美
武弘　田中朱實　田辺藤之助　田辺等　谷暎子　谷口惠美子　谷口満江　多筥佳 子　田原迫孝一　玉田幸子　塚田秀憲　塚田
陽子　津坂俊朗　辻敦子　堤邑江　恒川昌美　出口信次・寿美枝　出村明美　土肥賢子　土肥正豊　遠山貞子　利根川吉廣・リリ　
泊キミ子　富村愛子　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　永井信　長江由美子　長尾新　中
川洋子　長島節子　中田和子　永田京子　中田茂子　中原准一　中平桂子　中村伊佑子　那須泰　鍋島あけみ　成田セツ子　南
條道子　西田あさ子　西田美代子　野々村信子　ハ行  橋本武　長谷川耕司　幡江美智子　畠信子　服部裕子　服部栄　林志奈子　
林志有久　林恒子　林ミサオ　林律子　早瀬龍宏　姫野信子　平泉勉　平野育子　平原紀子　広瀬誠　福島康則　福田和子　藤
林義廣　藤原芳信　船越政明　古田勝栄　古永真理子　堀雄一　堀井吉晴　本間雄　本間フジ　マ行  前田典子　前田博子　牧野
勝幸　牧野貞子　増井啓子　増田悦子　益田道子　松岡昭三　松岡方子　松田俊一　松田安弘　松原シオリ　松平英明　松藤聖
子　松本妙子　松本脩三　松本篤二　三浦悦子　三浦俊祐　三浦敏明　三浦直也　三浦道子　三浦光孝　三上由紀　水野さつき　
光崎明生　南嘉與子　南千晶　南槇子　南屋敷ケイ子　峯山キミ子　宮崎京子　宮本倭文子　宮本吉連　向井隆　森公代　森下ト
ミ　森林耕二　守谷眞一　 ヤ行  八木國夫　保田桂子　安田雅子　八幡敬一　山内惠子　山下路子　山下よ志江　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　横田昌治郎　吉川徹・赤澤由加梨　吉澤慶信　吉田和俊　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　吉峰洋子　吉見溶子　吉山八郎　米田榮子　若狭進　鷲頭
恭子　和田妙子　匿名：6

集計期間　2011 年 11 月 1日～ 2012 年 2月 29 日

募 金 箱
札幌市議会自民党・市民会議控室／うめ野／金井建設工業㈱　
代表取締役　三浦光孝／北 1条会／桐／北海道いのちの電話後
援会／札幌エルムカントリークラブ／株式会社　札幌カントリー倶
楽部　代表取締役　渡辺裕一／すみれホテル 1階フロント／す
みれホテル地階　四季彩／札幌第一興産㈱／㈱焚上協会／茨戸
カントリークラブ／㈶札幌市防災協会／保険調剤有限会社　西岡
メディカル薬局札幌本店／北海道いのちの電話／雅屋　ベイグル
／理髪店　モモタロウ／山夏／古櫓帆来ほまれ物産㈱

事務局日誌
（2011年11月～2012年2月）

 11月19日（土） 養成一泊研修
 ～ 20日（日） 
 26日（土） 運営会議
 1月23日（月） 全体研修
 28日（土） 運営会議
 2月18日（土） 全体研修
 25日（土） 運営会議

　「今、電話で話せる？」とメールの後、電話をくれる友だちがいます。こちらを気づかってのことでしょう。
確かにメールは便利です。でもメールで「私は大丈夫！」と届いても、電話を掛けると風邪声だったりします。
電話の情報量、質とに大きな違いを感じます。そんな時、電話の特性を活かした「いのちの電話」の広がり
を願わずにはいられません。
　今号のテーマである「震災ダイヤル」でも、顔も名前も住所も電話番号も、何も知らない二人が、これか
らも知ることはないであろう二人が、辛い、苦しい気持ちを「聴いて！」「お聴きします」とつながります。
どこの誰かは分からないけど、手や足を貸してくれるわけではないけれど、電話の向こうに全国約7,400
人の生身の人が、あなたの声を聴くために待機していることを忘れないで。（S.N）

編集後記

受信件数 2 万件を超える

　「北海道いのちの電話」は、開設（1979 年）8 年目の

1987 年に 24 時間体制になりました。年間相談電話総受信

件数は以来 25 年間ほぼ変わらず 18,000 件前後で推移して

きました。しかし相談員の数が約 8 パーセント増えた 2011

年の受信件数は、初めて 20,000 件を超えました。フリーダ

イヤル（2001 年）、震災ダイヤル（2011 年）という新しい

活動も増えました。これからも、できるだけ多くの相談に応えらるように

相談員の数を増やすなど、より一層の努力をしていきたいと考えています。

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

公開講演会の報告
　3月 3日（土）、札幌こころのセンター（札幌市中央区
北 1条西 19 丁目WEST19）で「北海道いのちの電話」
主催の公開講演会（参加者約 150 名）が開かれました。
講師は慈佑会方波見医院医師・方波見康雄先生（内科学・
老人医学・生命倫理が専門）、演題は「孤立する私　さ
びしい私　生きるって　どんなことなの？」。医師として
多くの経験をされてきた先生は、人は一人では生きてい
けない、支え合うことが大切であると強調しました。

後援会から

後援会、34年間の活動に幕
　北海道いのちの電話後援会（桂信雄会長）は 3月 6日理事会を開き、3月 31日をもって解散するこ
とを決議、1979 年以来 33 年間の活動に幕を下ろしました。増える自殺を少しでも防止しようと 1978
年に発足した「北海道いのちの電話」は、活動資金の殆どを寄付に頼っていますが、当初から厳しい
財政運営を強いられました。
　後援会は、その活動の支えになりたいという人達が集まって 1979 年 11 月創立、以後市民に「いの
ちの電話」の活動への理解と協力を求めるため会員を増やすとともに、運営資金を得るためのチャリ
ティーボックスの設置と回収、チャリティーゴルフ、チャリティーコンサートの開催などの活動を続け、
毎年「社会福祉法人北海道いのちの電話」へ寄付金を贈ってきました。2008 年に、法人が自前で収益
事業を行えるよう定款を改正、昨年具体的に事業を担う組織として“事業推進委員会”を設けるなど、
体制が整ったことから解散を決めたものです。
　設立当初から会費を払って後援会員になってくださった方々、チャリティーボックスを置いて募金活
動を助けてくださったお店や企業の皆様、ゴルフやコンサートに参加された多くの市民、コンサートに
貴重な時間を割いて出演してくださったアーティストと、裏方として運営を支えたスタッフの方に、改
めて「ありがとうございました」とお礼を申し上げるとともに、引き続き「いのちの電話」にご理解、
ご協力をお願いします。

コンサートの収益150万円を寄付
　後援会が法人と実行委員会を組んで昨年 10 月 12 日に実施した「北海道いのちの電話チャリティー
コンサート～大平まゆみと仲間たち」の決算が終わり、益金 150 万円が法人に贈られました。コンサー
トは今回で連続 5回の協力出演となる札幌交響楽団コンサートマスター大平まゆみさんが、同楽団の
若手演奏家や音楽仲間を誘って構成してくれました。
　チケットは早々に完売、プログラム広告にもこれまで最多の 37 企業、団体の協力を得ました。寄付
金は 1月 17日の実行委員会の席で、桂信雄後援会長から南槇子理事長へ手渡されました。
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