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広

いのちの電話の原点「サマリタンズ」
いのちの電話の源流は、1953 年にロンドンでチャ
ド・バラー牧師が始めた「サマリタンズ」( よき隣人 )

相談電話
ナビダイヤル
フリーダイヤル

報

052-931-4343 365日受信
0570-783-556 8時〜 22時
0120- 783- 556

   毎日 16時〜 21時 毎月 10日 8時〜 22時
インターネット相談  いのちの電話ネット相談   検索
http://www.inochinodenwa-ne.jp/

（2020年 10月現在）

特

座談会
名古屋いのちの電話
集
これまでをふりかえって

と呼ばれる自殺予防の相談活動にあります。
自殺防止の活動を始めたとき多くの相談者が殺到し、
待合室で素人のボランティアの接待を受けて話を聞いて

寝たきり社長

佐藤仙務の挑戦
ひさむ

2021 年1月 30 日 土 P.M.2:00 ～3:30（開場
聴講無料
ON LINE 講演会

さとう

日

程

特別会場

ウィルあいち 特別会議室（30 名限定）

さとうひさむ

作

著

催

レンデイング」（友達になること）が、危機にある人に
対して大きな支えになることを発見しました。

氏名をお書きください
メールの返信にて講演のアドレスを送りま

メールにて案内いたします）
。
②特別会場聴講
（無料ですが先着 30 名限定となります）

「働く、ということ - 十九歳で社長になった重度障がい者の物語 -」彩図社・2012 年
「寝たきりだけど社長やっています」彩図社・2014 年
「2 人の障がい者社長が語る絶望への処方箋」左右社・2017 年
「寝たきり社長 佐藤仙務の挑戦」致知出版社・2018 年

FAX で氏名を記入のうえ送信ください。
FAX 052-508-8384
オンライン聴講が困難な方のために、特別
会場のスクリーンにてライブ上映です。
FAX 申込の困難な方は電話にて受付けます。

社会福祉法人 愛知いのちの電話協会
TEL 052-508-8381 FAX 052-508-8384

（会場地図は裏面をご覧ください）
①②ともに申込み期間は
2020年10月12日（月）～2021年1月15日
（金）

info@nagoya-inochi.jp

愛知いのち電話協会

今年開局 35 周年を迎えた名古屋いのちの電話は、コロナ

件名欄に「寝たきり社長講演参加」とご記入、

を使用いただけます、接続方法など詳細は

1991 年 6 月 28 日生

2010 年 愛知県立港養護学校商業科卒
2013 年 株式会社仙拓 代表取締役社長
2015 年 一般社団法人日本ピアカウンセリングアカデミー代表理事
2018 年 椙山女学園大学非常勤講師

編 集 後 記

info@nagoya-inochi.jp

要約筆記を用意いたします。

主

から、素人のボランティアの温かいまなざしや「ビーフ

①ON LINE 聴講希望の方
メールでお申込みください。

す（各ブラウザかマイクロソフトチームス

佐藤仙務氏 Profile
歴

申込みは

僅かの援助しか必要としないことに気づきました。そこ

聴講はすべて申込み制になります。

10 万人に 1 人という難病、脊髄性筋萎縮症の診断を受けるも・・・
寝たきりのなか、重度障がいの幼ななじみと共に起業し経営を軌道に乗せる。
ビジネスイノベーションアワード 2013 では「会長特別賞」を受賞。
大学講師や講演会、執筆活動など精力的に活躍している。

経

P.M.1:30）

もらっているうちに、抱えている悩みの大半は解決し、

禍により約 1 ヶ月の活動の休止、その後活動縮小を余儀なく
されています。しかし、不安な世相の中以前にもまして必要
とされている電話であるとの相談員の皆さんの想いで、6 月
下旬からは深夜帯を除き全時間帯でほぼ受信できています。
座談会では、今後名古屋いのちの電話が歩む道筋を考える
上で示唆に富んだ内容がたくさん含まれていると思います。


（編集委員

2020 年 10 月

社会福祉法人愛知いのちの電話協会

〒 461-8691
事務局

名古屋東郵便局

☎ 052-508-8381

http://www.nagoya-inochi.jp/

私書箱第 257 号

FAX052-508-8384
E-Mail  info@nagoya-inochi.jp

伊藤総俊）

2020 年 10 月 1 日発行
発行人

榊

直樹

編集人 愛知いのちの電話協会広報委員会

35 年のあゆみ

1985 年 7 月 名古屋いのちの電話開局
聖霊病院マリア館 10 時～ 22 時
1986 年 5 月 大津橋みこころセンターへ移転
1990 年 2 月 社会福祉法人として認可
1992 年10 月 第 5 回全国電話相談研究集会開催
1996 年11 月 いのちの電話全国研修会名古屋大会開催
1999 年 4 月 みこころセンターから赤門ビルへ移転
5 月 1 日～ 24 時間体制開始
2010 年 4 月 赤門ビルから高岳へ移転
2012 年～
相談員の研修体制充実
2014 年～
コンサート・市民講座等充実
2015 年 3 月 インターネット相談開始
2020 年
35 周年記念コンサート延期
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電話相談の現場から ⑥

声
相談電話を受けるのが楽しい

相談電話を受けるのは楽しい、と言うと、同じ立場の相談員に

も、えっ？、という顔をされることが多い。
「もう死にたい」と

嗚咽し訴える電話も多いので、えっ？と思われるのも仕方ないか

もしれない。

楽しいといっても「他人の不幸は蜜の味」ではないし、
「思う

ような傾聴ができた満足感ゆえの楽しみ」でもない。

悩みや苦しみを聴いていくにつれて、あ、この人は“今”気づ

いた、
“今”変わった、という瞬間に立ち会える楽しさなのだ。

相談電話でよくある、泣きじゃくり電話をしてこられた方が、

話されるうちに怒り声に変わり、
最後には笑顔で電話を切られる。

と、こうした表面的なカタルシスではなく、
「この人“今”変わっ

た」というのは、話し手がより深い部分で自身の内面を意識する

ことで、未知だった自己を識ったというイメージ。喋ることでた

厚生労働省補助事業

だ明るくなれたとは違い、自らに向け力強く頷きながら一歩踏み

と
生きる、というこ
と
こ
う
い
と
働く、

市民講座

出した、と感じさせるその瞬間である。

人はどれほど苦しみのどん底にあっても、自ら気が付き、自ら

変われる力をもっていることを傾聴者は識る。一人で到達するの

は困難だったかもしれないが、傾聴により、自らで自らの「生き

いのちの電話

ること」を見いだせる力を持っていると教えられる。人が裡に持

つそうした力が在ることを見せられ、その力を信頼し傾聴すれば

もしかすると、
この社会のなかで悩みや苦しみが少なかったり、

よいことを確信する。

On Line

上手に処理できてしまう人ではたどり着けない「裡なる力」の発

露なのかもしれない。

男性相談員）

相談電話を受けていると、こんな珠玉の「
“今”この瞬間」に

代

立ち会うことができるんです。それが私の相談員としての喜びで

あり、楽しみなのです。

（

今日も、人の持つ裡なる力を分けてもらえる、と念じて電話を

取ります。 
50
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大西光夫
中部圏地域創造ファ
ン ド 業 務 執 行 理 事・
本会評議員

事務局長になって感心したのは寄付の額で

す。去年のいのちの電話の決算が約 1700 万円で
す。公的な補助金は、そのうちの 400 万円ぐら
いで、あとは寄付です。35 年の歴史があり、そ
の礎の中で企業の寄付が続いています。また賛助
会員の方々が、3,000 円、5,000 円、10,000 円っ
ていう金額を出してくださいます。
いのちの電話の資金面ですが、14 年前に

自殺対策基本法ができて、国が自殺対策を行うこ
とで世間の意識が変わりました。企業からの寄付
もありますが、企業も効果を期待するので寄付を
頂くのも簡単ではありません。
石田

このコロナ禍にあって、企業からの寄付が

切られていきます。企業と比べ一般の人は金額は
少ないけれど、PR 活動を行い、すそ野を広げる
必要を感じます。例年のイベントは中止になりま
すが、そうした場での啓発活動は大事ですね。
大西

名古屋いのちの電話

市民団体に資金を支援する活動もしていま

す。同じような取り組みをしている団体が多いの
で、差別化して自分たちの活動は何に必要なのか
という説得力を持たないと集まらないと思います。

「名古屋いのちの電話

これまでをふりかえって」と題して、2 人の評議員をお招きし、新旧の事務局長の 4 名で座談会を行いました。

最初にいのちの電話との出会いのお話をいただき、その後これまでをふりかえっていただきました。今年は名古屋いのちの電話 35
周年の年です。理事長と事務局長の交代もありました。節目の年ということもあり、最後に今後いのちの電話に期待することのお話
をいただきました。

◉これまでをふりかえって

のちの電話は傾聴に徹していますね。いのちの電話は何を解
決してあげられるのか、改めて考えることも必要と思います。

加藤

いのちの電話は今年 35 周年を迎えます。

兼田

兼田

最初の 10 年は創世期、みんなすごく一生懸命でした。

のちの電話のもとになったイギリスって全然違うと感じまし
た。イギリスでは地域の自殺防止センターが活動の拠点に

ました。10 期頃には相談員応募者も 100 人を超えました

なっています。イギリス人は死にたくなったらセンターにい

が、2000 年頃から社会にいろいろなボランティア団体が増

けばいいと言います。名古屋でいうと各区に 1 つずつある

え、応募者が減ってきました。
、また相談員の高齢化も進み

イメージです。地域の自殺防止センターだから顔が見えるし、

ました。35 年も経つとどこの組織も難しい面が多々でてき

地域の人が支えてくれている。

ます。組織も人も変わっていかないといけないと実感してい

石田

ます。

門機関をまとめた社会資源帳という冊子があって、必要に応

加藤

じて専門機関を紹介しています。

いのちの電話では具体的な援助が必要な人にむけて専

ボランティア・相談員をキーワードにお話をお願いします。

大西

石田

いる人に包括的に向き合う必要性があると考えます。

大学生を相談員として育ててほしいですね。相談を受

そうした支援する団体同士が連携して、悩みを抱えて

加藤

最後に、今後名古屋いのちの電話に期待す

ることをお願いします。
大西

活動を継承してくれる若い世代、次の世代

をどう作っていくのか、そのアプローチを具体化
していくことが大切です。若者たちも無関心では
ないと思います。
加藤

世界の主要国先進七か国で、日本は 10 代

20 代 30 代の死亡原因は自死がトップですよね。
石田

若い子の自殺が多いですよね。同世代の若

民活動でもあるでしょう。

か。

どこの NPO もスタッフの年齢が上がっていて若い人が少な

兼田

くなってます。

今のようなコールセンターか、地域の自殺予防センター的な

加藤

役割を担おうとするもの。それを選ばないといけないですよ

ですか。

ね。今のやりかたを発展させるならコールセンターに特化し

兼田

相談員養成の募集は 22 歳からなので、大学生は対象

たようなやり方がいいかもしれません。データを蓄積してそ

ではなかったです。相談員にはある程度の人生経験が必要と

の方に合った相談をする。でも、今のいのちの電話は一期一

いう考えもあります。私はそうは思わないですけど……。

会なので、現状のままでは無理ですね。もう一つは、サマリ

加藤

タンズがやっているような地域で自殺防止センターとして

るわけです。

やっていくやり方です。今のところ、全国のいのちの電話は

大西

取り組んでいないです。一部で、それと近いようなことをやっ

の相談に乗り一緒に解決してあげることですよね。でも、い

◉名古屋いのちの電話に期待すること

自殺予防を地域で担うのに 2 つのやり方があります。

必要もありますが、若い人の育成は必要なことだと思います。

話は変わりますが、普通、相談の電話っていうと、そ

以前に相談員の養成や継
続研修のサポートをさせ
ていただきました。その後
30 周年あたりで声をかけて
いただき、再び関わるようにな
りました。

い相談員に話を聴いてもらうことはいいことだと

加藤

石田先生の話に共感します。誰でも初めての時期があ

東海学園大学准教授・
本会評議員

イギリスのような自殺予防センターの必要性でしょう

けるトレーニングをして先輩相談員が必ずついて電話に出る

大学生が養成講座に参加することは今までなかったの

石田妙美

僕はサマリタンズのニュースレターを読み、日本のい

13 年目の 1999 年に相談時間を 24 時間にすることができ

いのちの電話では市民活動という言葉をよく使います。

（3）

てはいますが…。

思います。いのちの電話はそういう社会を作る市
兼田

石田さんがおっしゃったように、いのちの

電話はコミュニケーションを大切にしている市民
活動だと思っています。社会の基礎的な部分を作
るという大事な活動ですが、若い人がなかなか参
加しにくいのは地域に根差してないことが原因か
もしれません。難しいですけど、各区に拠点の分
散化を行い、地域の人の支持を得ることが活動の
活性化につながると思います。
大西

包括的な情報提供センターのような仕組み

をつくれるといいですよね。
加藤

今日は、ほんとに貴重なお話をありがとう

ございました。
◉コロナ禍の中で

兼田智彦
（前事務局長）
学校で教育相談をやっ
ていた関係でいのちの
電話の活動に 35 年前
から関わっています。

兼田

いのちの電話もこれから先は、電話相談を受ける場所

を分散化するか在宅にするか、ということが考えられます。

現在のコロナ禍の中で思われること、改めて私たちの

実際に、分散の話では福島で、冬になったら県内の山のほう

加藤明宏

通常の活動を見直さざるを得ないような状況もあるかと思い

に拠点を設けて、そこで電話をとっている。また、別の団体

（新事務局長）

ます。

では在宅でやれているのでやれないことはない。ただ、仲間

大西

同士の支えあい、何かあったときに一人だとなかなか難しい。

加藤

緊急コロナ禍対策の支援として「中部圏地域創造ファ

ンド」では、自分たちの活動を状況に応じて作り変えるとこ

それを解決するのは、前出の各区ごとの自殺予防センターで

ろに助成します。いのちの電話もコロナ禍において閉鎖しな

あれば、コロナ禍という状況でも公共交通機関ではなく自転

くてもいいような、例えばテレワークのような仕組を考えて

車で通えるし相談員相互の助け合いも可能です。

みてはどうでしょう。

石田

経験のある相談員であれば、セキュリティが確保でき

るところであったら、自宅でもできますね。

事務局長就任前は、
YMCA で 35 年仕事を
し、その間 5 〜 6 年い
のちの電話理事として
関わらせて頂きました。

NAGOYA INOCHI NO DENWA

◉財政・資金のこと

兼田
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会

1995 年 に 阪 神 淡 路 大
震災がありボランティア
活動が非常に着目され、そ
の頃からそうした活動を支援
する活動をしてきました。

加藤
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副理事長

鈴

木

郁

雄

理事長の突然の訃報に耳

理事長就任後は、とくに相談員の方々のボラン

を疑いました。昨年半ば頃から、
時に
「病院に寄っ

ティア精神の尊さへの思いは格別で、少しでも気

てから行くから理事会は予定通り始めておいて下

持ちよく業務をしていただきたいとその環境づく

去る 6 月、小山

勇

さい。
」というメッセージをい

りを常に意識しておられました。

ただくことがありました。し

財政厳しい中にあって、相談員

かしその後出席され、いつも

養成講座の受講料の半額程度へ

の元気な姿で議事を進められ

の引き下げも実行に移されまし

ていました。小山理事長は自

た。また、新聞社のご出身とい

他ともに認めるスポーツマン

うことで当協会の一般市民、社

で、野球、ゴルフなどを 80 歳

会への認知をさらに進めるべく

を過ぎてからも年齢を感じさ

新たに案内パンフレットの作成

せることなく楽しんでおられ、

など広報活動にも力を入れられ

毎年恒例の丸八会有志とドラ

ました。

ゴンズＯＢ選手会との交流試

協会の運営にあたっては、コ

合では、昨秋も先発投手とし

ミュニケーションの重要性を説

て 1 回を完封したほどでした。こんな元気なお姿

かれ評議員と理事の懇談会の定例開催を始めら

に接していただけに、まさかという思いが強く、

れ、当協会の議題や今後の方向性などを共有する

いまだに実感がわきません。しかし時が経過し、

場づくりにも力を入れられました。

ありし日のご活躍に思いをいたし、今は残念な気
持ちで一杯です。
小山理事長は「名古屋いのちの電話」
（現・愛
知いのちの電話協会）が創設された時に監事にな
られて以来長くその任を果たされ、2012 年 2 月
に理事長に就任されました。当協会は今年で 35
周年を迎えましたが、この間、監事、理事長とし
て当協会を支え、そしてリードしていただいたと
言っても過言ではありません。

小山理事長の責任感、使命感に敬意を表すとと
もに、改めて永年の当協会へのご貢献に深く感謝
を申し上げる次第です。本当に有難うございまし
た。
そのご功績、お人柄を偲びつつ、衷心よりご冥
福をお祈りいたします。

NAGOYA INOCHI NO DENWA
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賛助会員コーナー・リレーメッセージ
新理事長ご挨拶

協会の理事長をお引き受けして
理事長

私たち協会の活動に長く尽力され、逝去されま

榊

直

樹

よって）家庭にずっと居られる」
「見守る人が近

した小山勇理事長のあとを継ぎ、このたび、理事

くにいる」
「苦手な対人関係から離れられた」ので、

長に選任されました。2006 年に協会の評議員を

穏やかな気持ちで過ごせたからではないのかと思

拝命し、その後理事、監事の立場で関わってまい

います。

りましたが、創設から 35 年間、じっと耳を傾け

「早く学校へ行きたい。友だちと会いたい」と

る活動を昼夜続けてこられた歩みを絶やすことな

望む人がいる一方で、
ざわめきが消え、
私には「押

く、相馬信夫初代理事長から５代目の重責を担う

し込められた」と塞ぎ込むように見える環境が相

ことが出来るのか、甚だ心もとない思いです。そ

応しい人もいる――。人と人との関係を理解する

れでも、皆様からお力を投じて頂き、
「いのちの

ことは実に難しく、まして、これが本来の姿だと、

電話」としての使命を全うできるよう、精一杯貢

一様に押し付けることなど、あってはならないの

献させて頂きます。

でしょう。

さて今年は、自ら命を絶つ方が年前半に昨年よ

「文明の進歩」という言葉で置き換えられる社

り減少し、現在は増加傾向です。コロナ禍との関

会の変化は、あまりにも目まぐるし過ぎる時代で

係は即断できません。ただ私は「おうちに居る環

す。企業で見れば、３カ月単位で業績が評価され、

境で救われた」という話も耳にしました。私たち

10 年前後で業種の改廃を迫られます。働く人、そ

の活動に示唆を与えているのではないかと、拙い

のご家族がストレスなく渡っていけるでしょうか。

所感を述べさせて頂きます。

付いて行かれなければ落伍者の扱いを受ける。
「少

私はこぢんまりとした大学と高校を擁する学校
法人の舵取り役を務めています。コロナ禍の中で
遠隔授業を強いられ、学生や生徒からはつまらな

し落ち着きたい」
「だれかとゆっくりと話せないか
な」と思う気持ちは、多くの人にあるはずです。
３年前、
相談員の研修会で講師が強調された「よ

い、早く友だちと会いたい、ストレスが溜まる、

き聴き手となりなさい」という姿勢、そして「存

という声を多く耳にします。

在承認の大切さ」を改めて思い出します。社会の

ところが、大学生の悩みを聞く職員からの報告

どこかに話を聞いてくれる方がいる、その方は多

は「平常授業だった昨年度にはさっぱり単位の取

くを語らずとも、自分を認めてくれている。私た

れなかった学生が、遠隔授業のお陰で今期は単位

ち協会は、加速し続ける文明に目を奪われない、

が全部取れた、と伝えてきた」ことでした。同様

静かではあるが、一人ひとりが凛とした心を持っ

の話は、公立の中学校長からも聞きました。
「不

た方々の集まりだと思います。皆様のご尽力をお

登校ぎみの生徒が、
結構生き生きとしてます」と。

願いするしだいです。

あくまで私的な推測ですが、
「
（ステイホームに

名古屋いのちの電話

No.105 2020 October

（3）

事務局長就任・退任 ご挨拶

「人と人とのつながり」
事務局長

加

て今日に至っています。様々な職場を通して「人
藤

明

宏

と人とのつながり」の大切さを学びました。今コ
ロナ禍の中、
「三密を避ける」
「不要不急の外出を
控える」
「ソーシャルディスタンス」など、人と

田さんの後任として事務

人のつながりをある意味、分断するかのようなス

局長に就任いたしました。

ローガンが渦巻いています。しかしこんな時だか

相談員としての経験はあ

らこそ、
「人の話に耳を傾ける」
「思いやりを大切

りませんが、
35 年続く「名

にする」という「いのちの電話」本来の使命を思

古屋いのちの電話」の尊

い起こさなければと思います。

い働きを縁の下で支える事務局としての仕事を、

京都大学の山中伸弥さんは、
「ソーシャルディ

榊直樹新理事長とともに感謝の気持ちで進めたい

スタンス」を「思いやり距離」と訳したらと言わ

と思います。

れています。身体は離れていても、相手を思う気

生 ま れ・ 育 ち と も 名 古 屋 で、35 年 勤 務 し た

持ちは変わらず、思いやりを持って互いに守り合

YMCA 時代は 12 年ほど大阪在住でした。名古屋

うことが大切です。
電話相談ならできることです。

YMCA 在職中に、
「愛知いのちの電話協会」の理

いのちの電話は何よりボランティアの相談員が

事として関わり、YMCA が運営する南山幼稚園

大切ですが、財政的基盤も不可欠です。事務局長

の保護者や大学生のボランティアリーダーを事務

の役割は、相談員が安心して電話を取れる体制を

局にお連れし、活動の一端を垣間見る機会もあり

創ることと考えています。多くの賛助法人・会員・

ました。その時に感じたことは、相談員が相手の

ご寄付いただく皆様の変わらぬご支援を心よりお

話に真摯に耳を傾けておられることに驚き、また

願い申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。今

尊敬の念を持ちました。YMCA 退職後は、大学

後ともよろしくお願いいたします。

や高校、認定こども園など、人と関わる仕事をし

事務局長退任のごあいさつ
兼

田

智

を続けてきました。
彦

35 年前に 2 期の電話相談員養成講座に応募し、
長らく仕事をつづけながらいのちの電話に関わっ
てきました。8 年前の 7 月からは事務局長の立場

亡くなられた小山理事長の在任とほぼ同じ在任
期間で、小山理事長のアイデアで「いのちの電話
ご案内」を作成したり、30 周年記念の感謝会を
開いたりしたことが思い出されます。
自分は加藤新事務局長という優秀な後継者に恵

をいただきましたが、本業の退職前でしたので、

まれ安心して退職することができました。今後は

やっぱり働きながらのボランティア事務局長でし

いのちの電話のボランティアとして初心にかえ

た。その後退職しましたが、本業の障がい児教育

り、日本いのちの電話連盟でのナビダイヤル推進

の中で障がい児の卒業後の居場所づくりから作業

など、
できる範囲でお手伝いをしたいと思います。

所の運営をしていましたので、障がい者作業所の
施設長が本業となり、いのちの電話と両方の仕事

長い間本当にありがとうございました。

NAGOYA INOCHI NO DENWA
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社会福祉法人愛知いのちの電話協会 2019 年度事業報告

経常活動支出

経常活動収入

１. 相談事業
⑤広報委員会：10 回 ⑥総務委員会：10 回
（1） 電話相談
⑦友の会
：２回
① 電話相談の状況 2019 年
（3）賛助会員・寄付の募集：年間
総受信件数：13,577 件（13,920 件：2018 年）
法人会員訪問・会員拡大など
電話相談員 登録 151 人 実働相談員 107 人
（4）センターの維持管理
② 研修
（5）その他
ア . 継続研修：延べ 80 回実施
①日本自殺予防学会 9 月 6 日～ 8 日 南山大学
イ . スーパービジョン 106 回実施
自殺予防シンポジウム 9 月８日（日） 南山大学
ウ .宿泊研修：蒲郡荘：7 月６日～７日
②いのちの電話全国研修会：10 月 24 日（木）～
参加相談員：20 人
26 日（土）岡山
エ .1 日研修：KKR ホテル名古屋：10 月 5 日
③東海ブロック研修会 11 月 30 日（土） 静岡市
参加相談員：40 人
④名古屋市斎場イベント 1 月 26 日（日） 名古
オ .全体研修：４月 6 日（土） 全体研修：名
屋市港斎場
古屋都市センター 65 人参加
⑤近畿東海ブロック会議 １月 28 日（火） 和歌
９ 月８日（日） 自殺予防シンポジウム：南
山市
山大学 300 人参加
2 月下旬より新型コロナウイルス感染拡大に伴い、継
カ .11 月 23 日（土） 自死遺族支援：名古屋都
続研修など中止、電話相談も一人体制で続行
市センター 60 人参加
2 月 29 日（土）市民講座中止、28 期説明会資料配
③ 電話相談員養成 26 期 26 名認定
布のみに縮小
27 期電話相談員養成講座 18 名実習中
2 8 期養成講座説明会：名古屋 2 回・一宮・刈谷・
♦ 2019 年度財務報告 ( 資金収支計算書 経常活動 ) ♦
豊田・半田各 1 回
項目
2019 度
項目
2019 年度
（2）イ
 ンターネット相談
補助金
3,662,400
人件費支出
3,791,902
① 2019 度相談件数：愛知：61 件
会費
5,300,000
事務費支出 11,462,381
② インターネット相談員：17 名
寄付金
6,356,196
事業費支出
1,536,462
③ 研修会 2 回実施
登録更新料
158,000
④ 養成講座参加 1 名
講座受講料
741,000
2. 広報啓発事業
受取利息
942,341
（1）広
 報誌の発行：年 3 回 2000 部（1 回）
合計
16,790,745
 ームページの充実
（2）ホ
収支差額
369,192
（3）ツ
 イッターの運営
合計
17,159,937
合計
17,159,937
 会福祉法人愛知いのちの電話協会ご案内配布
（4）社
♦ 2019 年度受信状況♦

心がつらいと
（5）
「もしもし、いのちの電話です
受信件数 内自殺傾向数 自殺傾向率
き開く本」の配布
通常電話
12,914
2,127
16.5%
（6）テ
 ィッシュ＋カード配布約 10000 個
フリーダイヤル
636
113
17.8%
（7）い
 のちの電話チャリティバザー：大須観音
11 月 16 日（土）
震災ダイヤル
27
2
7.4%
 付付き自動販売機の設置準備：伊藤園と提携
（8）寄
総数
13,577
2,242
16.5%
３ イベント参加
無言電話
1,221
 古屋市若者自殺対策イベント 7 月 31 日：
（1）名
インターネット相談
89
38
42.7%
スマイルデーなごや
♦ 2019 年度内容別受信状況♦
（2）自
 殺予防デー 9 月 10 日：名古屋駅前：主催
愛知県
情報 1.1％
 オンイエローレシートキャンペーン：イオン
（3）イ
その他
5.1％
名西店：毎月 11 日 年間約 10 万円
４ 講師派遣事業（傾聴・いのちの授業・自殺予防など）
人生 20.4％
（1）名古屋市生涯学習センター講座：年間 20 回
思想人権
精神
（2）そ
 の他依頼された講座など：民生児童委員研修・
1.1％
25％
傾聴講座など：10 回
職業 6.3％
５ 法人本部
（1）理事会の開催 5 月・10 月・3 月：1 月理事監
経済 2.1％
事評議員合同懇談会
身体
家族 11.8％
5.7％
（2）評
 議員会の開催 ６月・3 月：1 月理事監事評
男女
夫婦
議員合同懇談会
対人
5.5％
5.6％
9.8％
（3）運
 営協議会・各委員会・友の会の開催
①運営協議会：10 回 ②相談委員会：10 回
教育 0.5％
③養成委員会：10 回 ④財務委員会：１回
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賛助会員コーナー・リレーメッセージ

「共に生きる」
金城学院宗教総主事・金城学院大学学長
愛知いのちの電話協会 評議員

新型コロナウイルス感染拡

小

室

尚

子

先生の問いかけに対する皆の表情やリアクション
が見えないし、友達と相談することもできない。

で、私達は多くのことを学ば

早く普通の授業に戻って欲しいというのが第一声

せられています。

でした。

TV の番組で、このコロナによって何が変わっ
たか、と小学生（高学年）に訊いている番組があ

人間は、人と共に生きる存在です。たがいに向
き合って語り合える相手が必要なのです。

りました。もっとも多かった子どもたちの答は、

「いのちの電話協会」の働きは、電話を受ける

友達が隣りにいるのに、話しができないことや手

方々も、その働きを支える方々も、人間が、それ

を触れることもできなくてほんとうにつまらない

無しでは生きられない究極的な求めにかかわる働

という答でした。先日、街で偶然出会った本学の

きであることを心に留めていたいと思います。

学生も、オンライン授業ではちっとも楽しくない。

◎「担当お疲れ様、交代しま

◎小山 勇 理事長「いのちの電話」相談員に、暖

す。」「お疲れ様、あと宜しく

かなまなざしを注いでくださっていたこと、感慨

お願いします。」と相談員さん

深い思い出として印象に深く刻まれています。

はそのバトンを 365 日 24 時間

暖かなまなざしを受け、見守られていることを

途切れることなく繋いできました。いつも誰かが

感じることで、安心する気持ちは、まさしく「い

いる場所でした。しかし今春 1 か月間閉所。利用

のちの電話」そのものでした。

者の方はどこかで気持ちを話せていたのでしょう

このことは、これからも思い出として語り継い

か。待機の相談員の皆さんはどのような思いでい

でいきたいと思っております。30 年余の永きに

たのでしょうか。

わたっての関わりを頂き、感謝の気持ちとともに

ここは多くの人にとって大切な場所です。これ
からも利用者さんに寄り添う相談員の皆さんの活
動を応援していきます。

ご冥福をお祈りいたします。


（相談員）

（事務局スタッフ）

（１）法人賛助会員（年間 1 口）A ２０万円

・ B

（２）個人賛助会員（年間 1 口）A 10,000 円 ・ B

１０万円

・ C

5,000 円 ・ C

５万円
3,000 円

（３）一般寄付を随時受け付けております。
（４）夏季及び歳末・クリスマスの特別寄付を随時受け付けております。
口座名

： 社会福祉法人愛知いのちの電話協会

銀行口座番号 ： 三菱ＵＦＪ銀行大津町支店（普）４７７０２９
郵便振替口座 ： ００８１０－８－５３７５８
寄付金は、社会福祉法人として税法上優遇措置が受けられます。
いつも温かいご支援を誠に有難うございます。本当に感謝を申し上げます。
毎年、ご寄付を続けていただける賛助会員を募集しています。ご協力をよろしくお願いいたします。
定期的に一般寄付を随時受け付けておりますので、振込用紙を同封させていただきます。

NAGOYA INOCHI NO DENWA
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2019 年 12 月 1 日から 2020 年 8 月 31 日までに下記の方々から暖かいご支援をいただきました。
一同、深く感謝いたしますと共にご報告を申し上げます。（順不同・敬称略）
なお、上記期間内に何度もご支援くださったかたもお名前は 1 回にさせていただきます。
社会福祉法人愛知いのちの電話協会 財務委員会

ご援助
ありがとう
ございます
法人会員・寄付

愛知株式会社
イリヤ化学株式会社
株式会社オティックス
株式会社杉浦製作所
株式会社豊田自動織機
株式会社ベストライフ
川北電気工業株式会社
清水建設株式会社名古屋支店
大成建設株式会社
タキヒヨー株式会社
豊田合成株式会社
名古屋トヨペット株式会社

賛助会員

Ａ

賛助会員

B

賛助会員

C

飯尾啓子
織田純代
田畑洋子
宮之原弘
青山 玄
金森タイ
塩野高子
水谷 真

愛知トヨタ自動車株式会社
岡谷鋼機株式会社
株式会社沢野商会
株式会社竹中工務店
株式会社ニッショー
株式会社みどり造園
黒金化成株式会社
新明工業株式会社
大同メタル工業株式会社
中部国際空港株式会社
トヨタ自動車株式会社
野村證券株式会社

岩田久夫
樫尾 一
永田由美
望月千年成

榎本 和
神尾 隆
梨本將代
山本秀樹

大塚早苗
小林弘子
浜屋義幸
吉田愛子

大野智彦
塩田 保
前田豊子
渡辺邦俊

岡島博司
澁谷信市
松浦孝幸
渡辺 徹

岡田庸男
下村徹嗣
水谷洋一
匿名 2 名

淺井俊雄
河野登喜子
島しづ子
宮内英夫

伊藤まり子
神田輝夫
杉山志乃
柳澤幸輝

今枝靖夫
菊谷晋吾
鈴木 照
吉岡満智子

岩田邦子
小谷充子
高本香代子

笠井康助
小松 徹
秦 智宏

粕谷靖彦
後藤 進
本田聡子

加藤明宏
貞利光昭
松岡朱美

井上直美
亀谷みどり
澤田二三夫
福田忠徳
山田敦代

岩田牧夫
神戸一子
鈴木淑子
北條とく子

江口志のぶ
小石川恵子
鈴木美登里
本多恵実

大久保義美
小久保裕美
須田静代
丸山佑史

太田立男
近藤和子
竹内宏子
水谷敦子

小笠原覚
近藤直枝
寺田弘子
水野 真
匿名 1 名

寄付協力団体

イーオーナゴヤライズ
ＮＰＯ法人イエローエンジェル
公益社団法人名古屋中村法人会
宗教法人薬師寺
聖心同窓会東海支部
YMCA 南山幼稚園
日本基督教団金城教会社会福祉委員会
日本基督教団東海教会
アオヤマミキ
井坂津矢子
太田立男
鹿島雅世
神谷 史
下谷定司
高橋美夫
野々村樹美代
藤田千勢
松本勝正
山田久美子

アマノ本部株式会社
株式会社オチアイネクサス
株式会社ジェイテクト
株式会社東海理化
株式会社フジトランスコーポレーション
株式会社ラングローバル
敷島製パン株式会社
大成株式会社
瀧上工業株式会社
東名サニタリー株式会社
トヨタホーム株式会社
三菱商事株式会社中部支社
匿名 1 社

伊藤美佐子
柿本大真
豊田彬子
村上考司

粟田昌子
井代佳明
小川義雄・マリ子
済田真美
佐藤尚江
野村眞徳
平井瑞子
森田洋子
山崎京子

寄付・個人

アサダ株式会社
株式会社大林組
株式会社三清社
株式会社槌屋
株式会社日東建設
株式会社山田組
小島プレス工業株式会社
西川コミュニケーションズ株式会社
大和証券株式会社
東朋テクノロジー株式会社
トヨタ車体株式会社
東日本建設業保証株式会社

秋田あや子
井澤陽子
大塚早苗
加藤明宏
小枝清子
白崎満喜子
豊田絢子
野村純一
藤野宏之
水野愛子
山中輝弓

クリスマス募金・歳末募金

朝倉夏雄・建子
伊藤智美
オオヤマタカシ
加藤厚子
後藤 進
末本まき
西村清美
野呂友子
北條献示
水野 真
吉岡恵子

愛知西地区教会婦人会連合
カトリック半田教会
城北山専念寺
日本キリスト教団半田教会
日本基督教団春日井教会婦人会
日本基督教団豊山教会

クリスマス募金・歳末募金
家田足穂・裕子
高橋孝子
谷口 明
水野愛子
宮内英夫

一般財団法人愛知健康増進財団
カトリック平針教会
在日大韓基督教名古屋教会女性会
真宗大谷派崇覚寺
税理士法人服部会計事務所
日本キリスト教団愛知教会女性の会
日本基督教団名古屋中央教会
日本福音ルーテル復活教会女性会

伊藤美佐子
大山ひろみ
加藤 武
後藤英文
杉藤はる子
西村牧子
服部真典
ホズミトシヒコ
宮木靖子
渡邊和郎

天野典子
石原容子
岡崎 強
金岡明美
子安崇男
泰良真理子
西山えつこ
早川定子
堀田直子
村瀬政子
渡辺 徹

一宮聖光教会
カトリック日比野教会
社会福祉法人名古屋ｷﾘｽﾄ教社会館
日本キリスト教団名東教会婦人会
日本基督教団広路教会
日本基督教団南山教会

伊藤まり子
永田由美

植田 望
中野悦美

医療法人共和会共和病院
学校法人金城学院
宗教法人寂光院
社会福祉法人中部善意銀行
名古屋聖マタイ教会
日本キリスト教団名古屋北教会ﾅﾙﾄﾞの会
日本基督教団南山教会婦人部
光ヶ丘女子高等学校

岡崎
西村

アリオカチホコヨネム
飯塚重五郎
岩川富子
杁山達雄
臼田治子
小栗厚紀
小栗夏江
笠井康助
兼田智彦
神野啓子
下村徹嗣
佐々木広子
サノカツトシ 島田節江
高島史弘
高橋紀代子
高橋アヤ子
丹羽咲江
野澤奈美江
野田義行
平尾 泉
平野義明
深谷久美子
堀江和史
本多恵実
牧野愛子
望月千年成
埜村雄治
安井充子
渡辺直人
匿名 7 名

幼き聖マリア修道会
学校法人金城学院
瀬戸聖書バプテスト教会
日本基督教団岡崎教会
日本基督教団中京教会

剛
清

小板橋秀行
平尾 泉

カトリック小牧教会
金城学院中学校
ドミニコ会聖ヨゼフ修道院
日本キリスト教団熱田教会めぐみ会
日本基督教団豊田教会

下村徹嗣
細川 拓
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〒 461-0001
事務局

愛知県名古屋市東区泉 3 丁目 11-29 クシダビル 2 階

☎ 052-508-8381

http://www.nagoya-inochi.jp/

FAX052-508-8384
E-Mail info@nagoya-inochi.jp

泰良真理子
松本勝正
匿名 1 名
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