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「自殺予防を願って」

北海道いのちの電話
24時間：011-231-4343
ナビダイヤル：0570-783-556

フリーダイヤル
毎月10日
（午前8時〜翌日8時）

0120-783-556

　　いのちの電話のサポートは
　コロナは多くの分野で、今までとは様変わりの生活を強いています。職場で解雇、雇い止めが急
増、在宅勤務が増えました。学校では休校が続き、オンライン授業になって、子どもたちのコミュ
ニケーションの機会が減り、大学でも学生の孤独、孤立が問題になっています。
　これらを受けて、家庭は収入減や家族の在宅時間が多くなるなどで、ストレスが溜まりやすくな
り、地域社会も包容力を失ってきているように感じます。
　政府や自治体は、コロナ禍の中での新しい生活への適応を求めていますが、その中でボランティア活動
のあり方はどう変わるべきなのか、電話相談という方法も変わっていかなければならないのでしょうか。
　ある相談員は8月、9月の相談電話を受けて「孤立、孤独な人からの電話がそれまでより多いよ
うに感じた」と言います。「特に一人暮らしや家庭内で孤立している人が、つながりを求めて電話し
てくるようですね。いのちの電話の利用は初めて、という人が多かった」
　別の相談員は「6月頃は男性が多く、若い人も増えていると感じましたが、その後、女性がめっ
きり増えてきました」と話します。「今までは、他の人たちとのかかわりがあったのに、社会生活が
すっかり変わってしまったようで『一日誰とも話さず一人で、生きている意味を感じない』と訴え
られたこともあります」
　「これまで以上に、いのちの電話の存在を頼りにしてくれる人が増えると思う、その時にどうサ
ポートできるか」相談員全員が真剣に考えています。

この広報は赤い羽根共同募金の助成金を受けて作成しています

　7月に出した広報139号で、深刻化する世界、日本、北海道の感染の状況と北海道いのちの電
話に寄せられたコロナ関連の相談電話について報告しました。残念なことにその後も感染状況は収
まらず、WHOが10月 9日「世界全体で過去24時間で、報告された新規感染者が、37万 766
人と過去最高を記録した」と発表、電話への深刻な訴えも増加傾向です。
　「一人でも多くの人の声を聴き、励ましたい」と相談員をはじめ、スタッフ全員が願っているので
すが、現実はそれを許さない厳しさの中にあります。「いのちの電話」は開局以来の試練にさらされ
ているといえるでしょう。
　その第一は相談員の実働の状況です。感染者の増加に対応して、道は2月18日に緊急事態を宣
言、道民に外出の自粛を求めました。北海道いのちの電話もこれを受け、相談員の感染リスクを防
ぐため、公共交通機関を利用して通ってくる相談員に休んでもらうことを決め、5月まで自粛を続
けてもらいました。
　5月下旬の緊急事態宣言解除により、6月1日からこの自粛を解きましたが、高齢のため外出を
避けたい人や、家族の心配の声によって、復帰出来ない人が出て、実働相談員はコロナ以前と比べ
て約20％減となっています。
　さらに養成講座を休止せざるを得なくなっていることも、大きな懸念です。いのちの電話の基本
理念で「相談員には研修が義務付けられ、その資質と適正によって慎重に選抜される」と定められ
ていますが、本年度の相談員募集は中止、来年度の募集も中止となる可能性が強く、そうなると
“365日、24時間”の相談活動に空白が生まれかねません。
　こうした状況は全国の「いのちの電話」も同じで、日本いのちの電話連盟はこれまで毎月10日
に行っていた、全国統一のフリーダイヤルによる相談を毎日実施と決め、一件でも多く相談電話に
対応できるよう拡大しました。
　運営資金はいのちミュージックデーの開催資金の支援を得たい、と立ちあげたクラウドファン
ディングが順調で、開催資金のほか通常寄付にも200万円を超す支援が寄せられてホッと息をつ
きました。ただ、企業の状況は大変厳しく、すでに「心苦しいが、これからの協力は難しい」との
申し出が10件以上あり、先行きに不安を残しております。
　北海道も9月中旬以降、感染者が増加傾向で、深刻な相談も増えつつあります。一層努力し、知
恵を絞って受信体制を維持し、不安、悩みの訴えに寄り添い続けたいと思います。
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北海道の新型コロナウイルス感染者数の推移

　　出演者　支援者に背中を押されて　IMD無事終了
　北海道いのちの電話は1979年の開局以来、自殺予防を目的にした、ボランティアによる電話
相談であること、孤独の中で、助けを求めている人たちに友人として寄り添い、対話する活動を
行っていること、など、活動の目的や内容を広く知ってもらうため、PR活動に力を入れてきまし
た。
　開局の年の「チャリティーコンサート」をはじめ「映画会」「ダンスパーティー」「自殺予防とシ
ンポジウム」「公開講座」などです。
　中でも2004年から始まった「市民公開講座」と、2013年に、それまでのチャリティーコン
サートを発展させた「いのちミュージックデー」（IMD）は以後、毎年の恒例行事として、多くの市
民に待ち望まれるようになりました。
　しかし今年は、北海道でも深刻になった新型コロナウイルス感染症の拡大によって、多くのイベ
ントが中止に追い込まれるなか、北海道いのちの電話も出演者、聴衆の安全を守るため、今年の開
催は見送る検討をせざるを得なくなりました。
　6月に予定していた「トリオ＊サッポロ　花と名曲いのち奏でるコンサート2020」、9月開催
の「市民公開講座」とともに、例年9月10日の世界自殺予防デーに合わせて開催してきた「いの
ちミュージックデー」も中止の方向でしたが、第1回以来の出演グループで、北海道いのちの電話
のテーマ曲を手掛けた在札4人組のロックバンド「ナイト de
ライト」（写真上）が、「自分たちだけでもやりたい」と背中を
押してくれ、会場の札幌駅前通地下歩行空間（チカホ）を管理
する札幌駅前通まちづくり株式会社も「感染予防対策をしっか
りやってくれるなら」と言ってくれ、急遽実施に踏みきりまし
た。
　9月 10日午後4時から始まったコンサートには、初回から
出演してきた「世界音楽旅行団・つきのさんぽ」（写真下）もボ
ランティアとして参加、マスク着用、体温測定、
手指消毒、立ち見禁止と厳しいコロナ対策の中で
のコンサートは、市民の暖かい手拍子のうちに、
無事終了しました。
　公益財団法人大友福祉振興財団をはじめ、多く
の方々（別掲）、クラウドファンティングに応じ
てくださった皆さまに、改めて厚くお礼を申しあ
げます。
　当日、参加者と通行人の方々から、募金箱に
41,154 円の支援がありました。更に、コン
サート後に「ナイド de ライト」の事務所から、
フェイスシールド、マウスシールド、マスク、空
気清浄機 2台（内 1台はヒーター付）総額 10
万円を超える支援があり、「相談員の感染防止
対策や電話に集中するため必要なものがあれ
ば、お手伝いしたい」と申し出がありました。

支援団体
札幌ライラックライオンズクラブ
札幌もいわライオンズクラブ
札幌南ロータリークラブ
旧後援会有志
医療法人　愛歯会船本歯科クリニック
北海道精神病院科協会
㈱北海道アルバイト情報社

運営　開局以来の試練 
社会福祉法人　北海道いのちの電話　理事長　南　槇子

2020年 総受信件数 内コロナ
関連件数

自殺
志向率総件数 男性 女性

1月   1,378    565    813        0 10.5％
2月   1,201    509    692      10   9.4％
3月      896    370    526      88 10.9％
4月      900    429    471    226 15.1％
5月      832    395    437    255 13.9％
6月   1,120    458    662    170 14.3％
7月   1,252    598    654    256 17.7％
8月   1,123    478    645    205 15.9％
9月   1,254    527    727    161 18.5％
10月   1,289    756    533    142 18.6％
合計 11,245 5,085 6,160 1,513 12.5％

北海道いのちの電話の総受信件数とコロナ関連受信数
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№140〜 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
ナビダイヤル：0570-783-556

フリーダイヤル
毎月10日
（午前8時〜翌日8時）

0120-783-556

　　いのちの電話のサポートは
　コロナは多くの分野で、今までとは様変わりの生活を強いています。職場で解雇、雇い止めが急
増、在宅勤務が増えました。学校では休校が続き、オンライン授業になって、子どもたちのコミュ
ニケーションの機会が減り、大学でも学生の孤独、孤立が問題になっています。
　これらを受けて、家庭は収入減や家族の在宅時間が多くなるなどで、ストレスが溜まりやすくな
り、地域社会も包容力を失ってきているように感じます。
　政府や自治体は、コロナ禍の中での新しい生活への適応を求めていますが、その中でボランティア活動
のあり方はどう変わるべきなのか、電話相談という方法も変わっていかなければならないのでしょうか。
　ある相談員は8月、9月の相談電話を受けて「孤立、孤独な人からの電話がそれまでより多いよ
うに感じた」と言います。「特に一人暮らしや家庭内で孤立している人が、つながりを求めて電話し
てくるようですね。いのちの電話の利用は初めて、という人が多かった」
　別の相談員は「6月頃は男性が多く、若い人も増えていると感じましたが、その後、女性がめっ
きり増えてきました」と話します。「今までは、他の人たちとのかかわりがあったのに、社会生活が
すっかり変わってしまったようで『一日誰とも話さず一人で、生きている意味を感じない』と訴え
られたこともあります」
　「これまで以上に、いのちの電話の存在を頼りにしてくれる人が増えると思う、その時にどうサ
ポートできるか」相談員全員が真剣に考えています。

この広報は赤い羽根共同募金の助成金を受けて作成しています

　7月に出した広報139号で、深刻化する世界、日本、北海道の感染の状況と北海道いのちの電
話に寄せられたコロナ関連の相談電話について報告しました。残念なことにその後も感染状況は収
まらず、WHOが10月 9日「世界全体で過去24時間で、報告された新規感染者が、37万 766
人と過去最高を記録した」と発表、電話への深刻な訴えも増加傾向です。
　「一人でも多くの人の声を聴き、励ましたい」と相談員をはじめ、スタッフ全員が願っているので
すが、現実はそれを許さない厳しさの中にあります。「いのちの電話」は開局以来の試練にさらされ
ているといえるでしょう。
　その第一は相談員の実働の状況です。感染者の増加に対応して、道は2月18日に緊急事態を宣
言、道民に外出の自粛を求めました。北海道いのちの電話もこれを受け、相談員の感染リスクを防
ぐため、公共交通機関を利用して通ってくる相談員に休んでもらうことを決め、5月まで自粛を続
けてもらいました。
　5月下旬の緊急事態宣言解除により、6月1日からこの自粛を解きましたが、高齢のため外出を
避けたい人や、家族の心配の声によって、復帰出来ない人が出て、実働相談員はコロナ以前と比べ
て約20％減となっています。
　さらに養成講座を休止せざるを得なくなっていることも、大きな懸念です。いのちの電話の基本
理念で「相談員には研修が義務付けられ、その資質と適正によって慎重に選抜される」と定められ
ていますが、本年度の相談員募集は中止、来年度の募集も中止となる可能性が強く、そうなると
“365日、24時間”の相談活動に空白が生まれかねません。
　こうした状況は全国の「いのちの電話」も同じで、日本いのちの電話連盟はこれまで毎月10日
に行っていた、全国統一のフリーダイヤルによる相談を毎日実施と決め、一件でも多く相談電話に
対応できるよう拡大しました。
　運営資金はいのちミュージックデーの開催資金の支援を得たい、と立ちあげたクラウドファン
ディングが順調で、開催資金のほか通常寄付にも200万円を超す支援が寄せられてホッと息をつ
きました。ただ、企業の状況は大変厳しく、すでに「心苦しいが、これからの協力は難しい」との
申し出が10件以上あり、先行きに不安を残しております。
　北海道も9月中旬以降、感染者が増加傾向で、深刻な相談も増えつつあります。一層努力し、知
恵を絞って受信体制を維持し、不安、悩みの訴えに寄り添い続けたいと思います。
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北海道の新型コロナウイルス感染者数の推移

　　出演者　支援者に背中を押されて　IMD無事終了
　北海道いのちの電話は1979年の開局以来、自殺予防を目的にした、ボランティアによる電話
相談であること、孤独の中で、助けを求めている人たちに友人として寄り添い、対話する活動を
行っていること、など、活動の目的や内容を広く知ってもらうため、PR活動に力を入れてきまし
た。
　開局の年の「チャリティーコンサート」をはじめ「映画会」「ダンスパーティー」「自殺予防とシ
ンポジウム」「公開講座」などです。
　中でも2004年から始まった「市民公開講座」と、2013年に、それまでのチャリティーコン
サートを発展させた「いのちミュージックデー」（IMD）は以後、毎年の恒例行事として、多くの市
民に待ち望まれるようになりました。
　しかし今年は、北海道でも深刻になった新型コロナウイルス感染症の拡大によって、多くのイベ
ントが中止に追い込まれるなか、北海道いのちの電話も出演者、聴衆の安全を守るため、今年の開
催は見送る検討をせざるを得なくなりました。
　6月に予定していた「トリオ＊サッポロ　花と名曲いのち奏でるコンサート2020」、9月開催
の「市民公開講座」とともに、例年9月10日の世界自殺予防デーに合わせて開催してきた「いの
ちミュージックデー」も中止の方向でしたが、第1回以来の出演グループで、北海道いのちの電話
のテーマ曲を手掛けた在札4人組のロックバンド「ナイト de
ライト」（写真上）が、「自分たちだけでもやりたい」と背中を
押してくれ、会場の札幌駅前通地下歩行空間（チカホ）を管理
する札幌駅前通まちづくり株式会社も「感染予防対策をしっか
りやってくれるなら」と言ってくれ、急遽実施に踏みきりまし
た。
　9月 10日午後4時から始まったコンサートには、初回から
出演してきた「世界音楽旅行団・つきのさんぽ」（写真下）もボ
ランティアとして参加、マスク着用、体温測定、
手指消毒、立ち見禁止と厳しいコロナ対策の中で
のコンサートは、市民の暖かい手拍子のうちに、
無事終了しました。
　公益財団法人大友福祉振興財団をはじめ、多く
の方々（別掲）、クラウドファンティングに応じ
てくださった皆さまに、改めて厚くお礼を申しあ
げます。
　当日、参加者と通行人の方々から、募金箱に
41,154 円の支援がありました。更に、コン
サート後に「ナイド de ライト」の事務所から、
フェイスシールド、マウスシールド、マスク、空
気清浄機 2台（内 1台はヒーター付）総額 10
万円を超える支援があり、「相談員の感染防止
対策や電話に集中するため必要なものがあれ
ば、お手伝いしたい」と申し出がありました。

支援団体
札幌ライラックライオンズクラブ
札幌もいわライオンズクラブ
札幌南ロータリークラブ
旧後援会有志
医療法人　愛歯会船本歯科クリニック
北海道精神病院科協会
㈱北海道アルバイト情報社

運営　開局以来の試練 
社会福祉法人　北海道いのちの電話　理事長　南　槇子

2020年 総受信件数 内コロナ
関連件数

自殺
志向率総件数 男性 女性

1月   1,378    565    813        0 10.5％
2月   1,201    509    692      10   9.4％
3月      896    370    526      88 10.9％
4月      900    429    471    226 15.1％
5月      832    395    437    255 13.9％
6月   1,120    458    662    170 14.3％
7月   1,252    598    654    256 17.7％
8月   1,123    478    645    205 15.9％
9月   1,254    527    727    161 18.5％
10月   1,289    756    533    142 18.6％
合計 11,245 5,085 6,160 1,513 12.5％

北海道いのちの電話の総受信件数とコロナ関連受信数
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　コロナ禍の中で、私たちの生活様式は今までにない新しいものになりました。これをニュー・ノーマル社
会といい、一旦この社会になると元の社会には戻らないともいわれています。では、ボランティア活動を含
む社会活動は、どの様に新しくなったのでしょうか。不特定多数の人を対象とする活動は、ほとんど中止し
ているか縮小しているという報告も聞かれます。その理由は、濃厚接触を避けて感染を予防するためです。
　この様な活動をしていた団体や人々は、電話やメール、オンラインを使って今まで築き上げてきた人間関係
を保とうと努力しています。しかし、この状況は人間同士の触れ合いを視覚、聴覚のみに限定し、感情や感覚
の交わりを無視しているように見えます。私たちは感覚が主体の生き物です。知識や理性はもちろん大切です

が、感情や感性抜きではとうてい生きて行けないと思うのです。
ニュー・ノーマル社会になっても変わらない人間同士の絆は、じ
かに接して挨拶し、握手をし、ハグし、声を掛け合って互いの存
在を確かめ、感じることからスタートするのです。そう考えると、
一時的な活動中止や縮小はあっても、社会活動は人間の根源とし
てこれからも変わらず生き残っていくように思います。 （Y. M.）

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		https://www.inochi-tel.com/

発行人　南　　槇子
編集人　広報委員会

事務局日誌（2020年 7月〜10月）

9月10日（木）　	いのちミュージックデー
（IMD）

	 	　26日（土）　	理事会	
役員懇談会

編集後記

ご支援ありがとうございます� 期間：2020年7月1日～10月31日
　2020 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。匿名ご希望の方はお知らせ下さい。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

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
北海道信用金庫本店　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　　

団体からのご寄付

札幌市北区役所市民部総務企画課庶務係／札幌市建設局　職員一同／札幌市職員共済組合／札幌市東部仏教会／札幌市市民
文化局地域振興部　区政課／札幌電気工事業協同組合　理事長　小野寺涼一／司法書士ほしおき駅前通事務所／全日本建設
交運一般労働組合札幌学童保育支部／北海道電気工事業工業組合　理事長　小野寺　涼一／民宿旅館　田園／立正佼成会　
札幌教会／公益社団）札幌中法人会／社会福祉法人　札幌市社会福祉協議会　札幌市ボランティア活動センター／社会福祉法
人　札幌慈啓会／日本キリスト教団　函館教会／日本福音ルーテル教会　札幌教会　婦人会／平岸メンタルクリニック　院長　
角　喜久恵／医法）大島記念会　苫小牧緑ヶ丘病院／医法）札幌西の峰病院／医法）島崎外科胃腸科／医法）正心会　岡本病院
／医法）勉仁会　中垣病院／医法社）ふるや内科／医法社）やんべ皮膚科クリニック／一財）さっぽろ健康スポーツ財団　総務課
長　佐々木／一社）札幌市医師会／一社）北海道医師会／交洋不動産㈱／札幌第一興産㈱／泰伸データウエアハウス㈱／北海道
エネルギーホールディングス㈱／幌村建設㈱／㈱さっぽろテレビ塔／㈱昭和総業／㈱セコマ／㈱北洋銀行　経営企画部／㈱丸
真　真木呉服店／（宗）真宗大谷派　大願寺／覚英寺／観音寺／高野山真言宗　広照院／極楽寺／徳生寺／匿名：4

個人からのご寄付

ア行　安房範子　あおぬまたかこ　明田川洪志　朝倉美紀子　麻生典子　荒井賢志　荒木千恵子　荒木貞一　荒屋敷節子　
居上英二　イケダケイコ　池田達夫　石井紀恵子　石井美雪　石井由紀　石岡智恵子　磯野岳臣　伊東仁　伊藤義郎　稲垣
豊穂　稲志真　井上敬一　岩井雄三　上田敏彦　上野輝佳　上野智啓　氏家淳子　遠藤孝子　遠藤知恵子　大泉三千代　大
内幸則　大金修　大坂和彦　大須賀夏　太田千代　大濱良代　岡林律子　奥村真佑　奥村道子　越智哲子　鬼丸美保子　小
沼武・紘美　小野寺満　小野寺裕子　小原幸子　カ行　角田今日子　司教 勝谷太治　かとうひでお　加藤龍子　上遠野克　
金子千恵　金子禎子　狩野廣　かわいさちこ　川上貞子　川口宗美・夏代子　川尻榮子　川成多紀子　川畑恵　川原康子　
川守田京子　口田実　国島やよい　窪則子　黒部和江　合田功　小金澤淑子　小坂正幸　越野宣之　小谷川毅　後藤美子　
小林茂　駒野ひかり　小山司　近喰新一　サ行　斉藤竹子　斎藤雪子　阪口晶美　坂本のり子　佐川節子　櫻田純子　ささ
きのりこ　佐藤正晴　佐藤昭彦　佐藤義信　寒川ナミヱ　澤田道子　塩田越波　重森雅則　品川久美子　下平尾文子　下村
笑子　進藤順子　新納昌子　末次邦雄　菅原祐雄　鈴木新一　鈴木眞一　鈴木泰子　鈴木美恵子　鈴木幸子　関堂勝幸　瀬
戸武　﨤町賢治・恵美子　タ行　大公一郎　髙嶋みゆき　髙杉久美子　髙橋和子　髙橋賢治　髙橋文子　高谷昌子　瀧山紀
子　武田千恵子　竹田由美子　武田夕美子　田坂伸子　田島安都子　田代理枝子　田原迫孝一　玉田弘美　千葉悟　塚田陽
子　辻田恭子　出口寿美枝　遠山貞子　虎谷京子　ナ行　長井茂子　中垣内隆久　中川久美子　中川洋子　中田隆博　永田
京子　中田千賀子　中田春子　中野淑文　中村矩子　那須政子　南條道子　西山奈穂子　ハ行　橋本武　長谷川大介・真紗
子　はたけやまきよみ　畑山忠　服部貞義　濱屋聖子　林信子　林多美子　林恒子　林まゆみ　常陸禮子　平泉美智子　平
原邦幸　平原紀子　廣瀬敏一　藤田慶一　古澤郁子　星昇　星野恭亮　保原めぐみ　堀文緒　マ行　前田輝夫　間島幸雄　
松尾みつ子　松平英明　松本妙子　丸山年代　三浦俊祐　水口良子　水谷敦夫　水野さつき　南千晶　蓑島雅登・礼子　宮
崎京子　宮村もと子　みやもとかずひこ　村井俊朗　村上美英子　森絹枝　森熊治郎・眞琴　モリマサオ　ヤ行　八幡敬一　
山崎英子　山田恭子　山田みちこ　山中貴義　山元昭男　山本正代　吉田孝男　吉田桃代　吉野紀子　吉山八郎　吉山みさ
子　ワ行　鷲頭恭子　和田テイ子　匿名：27

　全国統一のフリーダイヤルは、これまで毎月10日に実施してきましたが、コロ
ナ禍の拡がりに対応して6月20日から2021年 3月末まで、次の時間、電話番
号で、毎日受け付けています。

時間：16時〜21時　電話番号：0120-783-556

　その他、以下の番号でも受けております。
　　・北海道いのちの電話（毎日・24時間）    011-231-4343
　　・いのちの電話ナビダイヤル（毎日・10時〜22時）    0570-783-556
　　・自殺予防いのちの電話（毎月10日・8時〜翌朝8時）    0120-783-556

　北海道いのちの電話を含め全国のいのちの電話センターが、皆さんからの相談を
受けられるよう努力しています。

フリーダイヤル相談、毎日受け付けています

　新型コロナウイルス感染症の影響で相談電話が激増しています。
　相談員になるには、一定の研修を受けて認定される必要がありますが、どなたで
も出来るボランティアです。あなたも活動に参加してください。

　3月上旬に「ボランティア相談員募集説明会」を開く予定です。「いのちの電話」
の活動内容や“聴くこと”について説明します。
　日程など詳細が決まり次第、ホームページでお知らせします。

北海道いのちの電話　ボランティア相談員を募集します

ほっこりショット
　マスク着用、手洗い励行、三密回避。うつさない、
うつらないための、基本行動と理解しているのです
が、ストレスが溜まります。皆さんどんな方法でス
トレスを和らげようとしているのでしょうか。
　家を出て、
自然に浸るこ
とか、と思い、
秋晴れの一
日、市内の公

園と近くの山へ出かけてみました。
　札幌市北区の百合が原公園。広い園内にダリアが
赤、黄、ピンクの美しさを競っています。親子が花を
愛でながら散策していましたが、その表情の柔らか
かったこと。（写真上）
　地下鉄円山公園駅から登山道へアプローチできる円
山では、葉が黄色く色づいてきた原始の森の径を下っ
てくる子どもたちの一団に会いました。疲れも見せ
ず、みんなニコニコ顔。（写真右）山頂で広く開けた
札幌の街並みを見下ろす大人たちも、いい表情。
　私もホッとするショットを見て、ほっこり、にっこり。
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　コロナ禍の中で、私たちの生活様式は今までにない新しいものになりました。これをニュー・ノーマル社
会といい、一旦この社会になると元の社会には戻らないともいわれています。では、ボランティア活動を含
む社会活動は、どの様に新しくなったのでしょうか。不特定多数の人を対象とする活動は、ほとんど中止し
ているか縮小しているという報告も聞かれます。その理由は、濃厚接触を避けて感染を予防するためです。
　この様な活動をしていた団体や人々は、電話やメール、オンラインを使って今まで築き上げてきた人間関係
を保とうと努力しています。しかし、この状況は人間同士の触れ合いを視覚、聴覚のみに限定し、感情や感覚
の交わりを無視しているように見えます。私たちは感覚が主体の生き物です。知識や理性はもちろん大切です

が、感情や感性抜きではとうてい生きて行けないと思うのです。
ニュー・ノーマル社会になっても変わらない人間同士の絆は、じ
かに接して挨拶し、握手をし、ハグし、声を掛け合って互いの存
在を確かめ、感じることからスタートするのです。そう考えると、
一時的な活動中止や縮小はあっても、社会活動は人間の根源とし
てこれからも変わらず生き残っていくように思います。 （Y. M.）

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		https://www.inochi-tel.com/

発行人　南　　槇子
編集人　広報委員会

事務局日誌（2020年 7月〜10月）

9月10日（木）　	いのちミュージックデー
（IMD）

	 	　26日（土）　	理事会	
役員懇談会

編集後記

ご支援ありがとうございます� 期間：2020年7月1日～10月31日
　2020 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。匿名ご希望の方はお知らせ下さい。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

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
北海道信用金庫本店　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　　

団体からのご寄付

札幌市北区役所市民部総務企画課庶務係／札幌市建設局　職員一同／札幌市職員共済組合／札幌市東部仏教会／札幌市市民
文化局地域振興部　区政課／札幌電気工事業協同組合　理事長　小野寺涼一／司法書士ほしおき駅前通事務所／全日本建設
交運一般労働組合札幌学童保育支部／北海道電気工事業工業組合　理事長　小野寺　涼一／民宿旅館　田園／立正佼成会　
札幌教会／公益社団）札幌中法人会／社会福祉法人　札幌市社会福祉協議会　札幌市ボランティア活動センター／社会福祉法
人　札幌慈啓会／日本キリスト教団　函館教会／日本福音ルーテル教会　札幌教会　婦人会／平岸メンタルクリニック　院長　
角　喜久恵／医法）大島記念会　苫小牧緑ヶ丘病院／医法）札幌西の峰病院／医法）島崎外科胃腸科／医法）正心会　岡本病院
／医法）勉仁会　中垣病院／医法社）ふるや内科／医法社）やんべ皮膚科クリニック／一財）さっぽろ健康スポーツ財団　総務課
長　佐々木／一社）札幌市医師会／一社）北海道医師会／交洋不動産㈱／札幌第一興産㈱／泰伸データウエアハウス㈱／北海道
エネルギーホールディングス㈱／幌村建設㈱／㈱さっぽろテレビ塔／㈱昭和総業／㈱セコマ／㈱北洋銀行　経営企画部／㈱丸
真　真木呉服店／（宗）真宗大谷派　大願寺／覚英寺／観音寺／高野山真言宗　広照院／極楽寺／徳生寺／匿名：4

個人からのご寄付

ア行　安房範子　あおぬまたかこ　明田川洪志　朝倉美紀子　麻生典子　荒井賢志　荒木千恵子　荒木貞一　荒屋敷節子　
居上英二　イケダケイコ　池田達夫　石井紀恵子　石井美雪　石井由紀　石岡智恵子　磯野岳臣　伊東仁　伊藤義郎　稲垣
豊穂　稲志真　井上敬一　岩井雄三　上田敏彦　上野輝佳　上野智啓　氏家淳子　遠藤孝子　遠藤知恵子　大泉三千代　大
内幸則　大金修　大坂和彦　大須賀夏　太田千代　大濱良代　岡林律子　奥村真佑　奥村道子　越智哲子　鬼丸美保子　小
沼武・紘美　小野寺満　小野寺裕子　小原幸子　カ行　角田今日子　司教 勝谷太治　かとうひでお　加藤龍子　上遠野克　
金子千恵　金子禎子　狩野廣　かわいさちこ　川上貞子　川口宗美・夏代子　川尻榮子　川成多紀子　川畑恵　川原康子　
川守田京子　口田実　国島やよい　窪則子　黒部和江　合田功　小金澤淑子　小坂正幸　越野宣之　小谷川毅　後藤美子　
小林茂　駒野ひかり　小山司　近喰新一　サ行　斉藤竹子　斎藤雪子　阪口晶美　坂本のり子　佐川節子　櫻田純子　ささ
きのりこ　佐藤正晴　佐藤昭彦　佐藤義信　寒川ナミヱ　澤田道子　塩田越波　重森雅則　品川久美子　下平尾文子　下村
笑子　進藤順子　新納昌子　末次邦雄　菅原祐雄　鈴木新一　鈴木眞一　鈴木泰子　鈴木美恵子　鈴木幸子　関堂勝幸　瀬
戸武　﨤町賢治・恵美子　タ行　大公一郎　髙嶋みゆき　髙杉久美子　髙橋和子　髙橋賢治　髙橋文子　高谷昌子　瀧山紀
子　武田千恵子　竹田由美子　武田夕美子　田坂伸子　田島安都子　田代理枝子　田原迫孝一　玉田弘美　千葉悟　塚田陽
子　辻田恭子　出口寿美枝　遠山貞子　虎谷京子　ナ行　長井茂子　中垣内隆久　中川久美子　中川洋子　中田隆博　永田
京子　中田千賀子　中田春子　中野淑文　中村矩子　那須政子　南條道子　西山奈穂子　ハ行　橋本武　長谷川大介・真紗
子　はたけやまきよみ　畑山忠　服部貞義　濱屋聖子　林信子　林多美子　林恒子　林まゆみ　常陸禮子　平泉美智子　平
原邦幸　平原紀子　廣瀬敏一　藤田慶一　古澤郁子　星昇　星野恭亮　保原めぐみ　堀文緒　マ行　前田輝夫　間島幸雄　
松尾みつ子　松平英明　松本妙子　丸山年代　三浦俊祐　水口良子　水谷敦夫　水野さつき　南千晶　蓑島雅登・礼子　宮
崎京子　宮村もと子　みやもとかずひこ　村井俊朗　村上美英子　森絹枝　森熊治郎・眞琴　モリマサオ　ヤ行　八幡敬一　
山崎英子　山田恭子　山田みちこ　山中貴義　山元昭男　山本正代　吉田孝男　吉田桃代　吉野紀子　吉山八郎　吉山みさ
子　ワ行　鷲頭恭子　和田テイ子　匿名：27

　全国統一のフリーダイヤルは、これまで毎月10日に実施してきましたが、コロ
ナ禍の拡がりに対応して6月20日から2021年 3月末まで、次の時間、電話番
号で、毎日受け付けています。

時間：16時〜21時　電話番号：0120-783-556

　その他、以下の番号でも受けております。
　　・北海道いのちの電話（毎日・24時間）    011-231-4343
　　・いのちの電話ナビダイヤル（毎日・10時〜22時）    0570-783-556
　　・自殺予防いのちの電話（毎月10日・8時〜翌朝8時）    0120-783-556

　北海道いのちの電話を含め全国のいのちの電話センターが、皆さんからの相談を
受けられるよう努力しています。

フリーダイヤル相談、毎日受け付けています

　新型コロナウイルス感染症の影響で相談電話が激増しています。
　相談員になるには、一定の研修を受けて認定される必要がありますが、どなたで
も出来るボランティアです。あなたも活動に参加してください。

　3月上旬に「ボランティア相談員募集説明会」を開く予定です。「いのちの電話」
の活動内容や“聴くこと”について説明します。
　日程など詳細が決まり次第、ホームページでお知らせします。

北海道いのちの電話　ボランティア相談員を募集します

ほっこりショット
　マスク着用、手洗い励行、三密回避。うつさない、
うつらないための、基本行動と理解しているのです
が、ストレスが溜まります。皆さんどんな方法でス
トレスを和らげようとしているのでしょうか。
　家を出て、
自然に浸るこ
とか、と思い、
秋晴れの一
日、市内の公

園と近くの山へ出かけてみました。
　札幌市北区の百合が原公園。広い園内にダリアが
赤、黄、ピンクの美しさを競っています。親子が花を
愛でながら散策していましたが、その表情の柔らか
かったこと。（写真上）
　地下鉄円山公園駅から登山道へアプローチできる円
山では、葉が黄色く色づいてきた原始の森の径を下っ
てくる子どもたちの一団に会いました。疲れも見せ
ず、みんなニコニコ顔。（写真右）山頂で広く開けた
札幌の街並みを見下ろす大人たちも、いい表情。
　私もホッとするショットを見て、ほっこり、にっこり。
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