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社会福祉法人愛知いのちの電話協会

名古屋いのちの電話
http://www.nagoya-inochi.jp/

日時

9/19

月（祝） 10：00 〜 17：00

会場

オアシス 21 銀河の広場

「悩みを抱えたときは周りに援助を求めていい
んだ」を子どもや若者に伝える名古屋市主催のイ
ベント「スマイルデーなごや 2016」が 9 月 19 日、
栄・オアシス 21 で開かれました。今年も愛知い
のちの電話協会はイベントに参加し、ブースの出
展とステージでの団体活動の PR を行いました。
当日は協会スタッフと金城学院大学の学生の
方々がボランティアとして活動を手伝ってくれま
した。

会場を訪れた人に各相談機関が出展したブース
を巡ってもらうためのクイズラリーがありまし

子どもや若者をメインの対象としたイベントと

た。愛知いのちの電話協会では「2015 年の日本

いうことで、特設ステージでは地元アイドルユ

の自殺者数はおよそ何人でしょう」という問題を

ニットによるミニコンサートやマンガコンテスト

出しました。

が行われましたが、祝日ということもあり幅広い
年齢層の人が会場を訪れてくれました。

「1 日 15 人」
「1 日 65 人」
「1 日 150 人」の 3 択
からの答えに悩む方々には、スタッフがヒントを
お伝えし、日本の自殺者数の
現状について理解を深めても
らいました。
ブ ー ス 内 に は「GENKI の
樹」のコーナーも設けて、
「元
気をもらった一言」も書いて
もらったところ、たくさんの
一言が集まりました（写真）。
アンケートにも協力いただ
き、1 日のイベントとしては
かなりの数 166 人からの回答
をいただけました。
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他の相談機関の関係者の方も当協会のブースを
訪れていただき、
交流することができました。
「24
時間 365 日やっているんですか。すごいですね」
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られました。年齢が高くなるにつれて、「いい
え」の回答が目立ちます。
質問 2.「誰に相談しますか」
・・・
「その他」として「夫」や「妻」
、60 代、70 代

と驚かれることもありました。
会場にはアイドル目当ての人も多くいらっ
しゃって、各ブースの相談機関の活動についてど
れだけ知っていただけたか分かりませんが、こう
した取り組みは誰かの心に残って、いつか何かの

では「子ども」という回答もありました。「親」
「兄弟」
「友だち」も含め、まずは身近な人に
相談されるようです。
質問 3.「相 談してみようと思った相談機関はあ
りましたか」
・・・

役に立つ、そんな気がしてなりません。

アンケートをしました
質問 1.「相談する人はいますか」
・・・
全体の 1 割にあたる 16 人が「いいえ」と答え

圧倒的に「いいえ」の回答が多く、残念な結
果でした。10 代や 70 代で「いいえ」が多い
のが気になります。相談機関を知ってもらう
方法も、異なる年齢層に異なったアプローチ
が必要なのかもしれません。
質問 4.「ど のような相談ツールなら利用します
か」
・・・
10 代で「その他」と回答していただいた男女
1 人ずつは、ともに「LINE」との回答でした。
インターネットでもメールでもない彼らのコ
ミュニケーションの日常が垣間見える答えで
はないでしょうか。

賛助会員コーナー

人に寄り添う
岡谷鋼機株式会社
取締役社長

岡谷篤一

リレーメッセージ

構成する市民として、人にやさしく人に寄り
添うことも求められています。
「名古屋いの
ちの電話」では、過去 30 年間で約 45 万件も

私ども岡谷鋼機は 1669 年に名古屋市中区

の相談に対応されたと伺っております。相談

本町通りで創業した、鉄鋼等産業資材を扱う

者の年齢層も広がり相談件数も増えている中

商社です。堅実・誠実、挑戦、自立・独立、

で、相談員の方の対応が辛い気持ちを抱えて

社会貢献を旨とする企業文化を持ち、時代と

いる方にとってどれほど元気づけられたこと

ともに変化し続けて参りました。愛知いのち

かを思うと、協会の活動に感銘致します。私

の電話協会様へは 1988 年から賛助会員とし

共も微力ながら応援を続けさせて頂きますの

て応援させて頂いております。

で、これからも多くの方の心に寄り添った相

グローバル化が進む中、企業には時代の流
れに向き合う柔軟な対応だけでなく、社会を

談員としての活動を進めて頂ければと思いま
す。
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傾聴ノスゝメ
精神科医

関

口

純

一

相談は、何かを話し、それに応じて助言等何か

ですね」とほめても、長く日本に住んでいるのだ

言ってもらう、といったイメージがある。
「いの

から当然だと憮然とする人がいる。当人が当然と

ちの電話」の利用者も聴いてもらうより、おしゃ

思っていることをほめられると、
「失礼な」とい

べり、助言、励ましなどを期待する人が少なから

うことになる。最近イクメンが囃されるが、世間

ずいる。それらに応ずるのが、「いのちの電話」

では育児は女性なら当然とされているので、その

の役割や機能としてふさわしいのか。また、傾聴

不平等性に不快感を覚える人がいるはずだ。

の放棄につながるが、それでよいのか。

分かりやすい例を述べたが、世の中には色々な

そもそも専門家というのは、ただただ相手の要

考えや感じ方を持つ人がいる。常識では問題ない

求に応えるわけではない。専門的な見地から応え

何気ない一言が、思いもよらぬ受け止めをされる

られないもの、応えるべきでないものには応えな

可能性がいつもある。
「いのちの電話」は相談者

い。「いのちの電話」の相談員は医学や法律の素

の情報が極めて乏しいので、この危険性は知人と

人ではあっても傾聴を以て自殺防止を試みる傾聴

の会話よりはるかに高い。傾聴から踏み出す怖さ

の専門家であるので、この原則が適用できると私

を十分意識する必要がある。

は思っている。したがって、傾聴以外の要望には

私が自殺の虞のある人に対する場合、積極的に

応じないのが原則だろう。もちろん、
「傾聴が原

情報を集め、具体的な防止策を提供しなければい

則なのでお答えできません」などと切り口上で言

けない。自殺防止の電話相談を行う場合、そうい

うのは専門家としてはまずい。どう答えないか、

う「習性」の者が担当するより、専門知識のない

どう上手に拒否するかは傾聴の専門家としての力

者が傾聴に徹した方が効果的であると言われてい

量が問われるところで、スーパービジョンはじめ

る。
「いのちの電話」の基本原則はよく考えられ

日ごろの研鑽はそのためにある。

ている。傾聴という原理的には誰でもできる方法

原則や理念からはこの通りだが、実際相談者の

を採用して広く市民の参加を可能にし、しかも、

求めにうまく応じられるか。その道の専門家とし

傾聴に徹することで専門的な知識や経験を不要と

ての応答が無理なのは当然だが、ちょっとしたお

している。

しゃべりはどうだろうか。
阪神や東日本の震災で、

傾聴は干からびた原則論ではなく、実は電話相

「頑張れ」という言葉は避けた方がよいというこ

談の体制を維持し、かつ、相談者や相談員が互い

とはかなり一般化した。ある状況下では激励が相

に傷ついたり傷つけたりしないよう双方を守る、

手を一層追い詰めてしまう。精神科医がうつ病の

極めて現実的な戦略でもある。専門家とは当意即

患者への励ましは禁物と言うのと同じである。
「ほ

妙に応答するのではなく、応えないのも重要な役

める」のはどうだろう。精神科医の私は「先生は

割と心得て頂くと、ブースで楽になるし、相談技

精神科のことをよくご存じですね」
と言われたら、

術も上がるはずである。

多分、気を悪くする。外国人に「日本語がお上手

いのちの電話バザー
「秋の縁日」開催
みなさまお誘い合わせの上、
ぜひお出かけください。

と き：2016 年 11 月 19 日（土）10：00 〜 14：00
雨でも開催します
ところ：大須観音境内
販売予定：生活用品（未使用）
手作りの品
パフォーマンスもあります !!
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インターネット相談
「いのちの電話」はネット相談を、
「困難や危機にあって、誰一人相談できる人もなく、自
殺などさまざまな精神的危機に追い込まれる人たちが再び生きる喜びを見出すことを願いつ
つ、良き隣人として活動する」という電話相談での基本理念で行っています。つまりネット
相談も「受容、共感、傾聴」の基本姿勢でおこなわれています。
愛知いのちの電話は研修を経て 2015 年よりインターネット相談に参加し活動しています。
ネット相談はリアルタイムの対話による傷つきを恐れずに、具体的な提案やアドバイスや情
報を得られます。受容・共感的態度での人とのつながりを体験することで、コミュニケーシ
ョンが広がり生きる望みを持てるようになるのではないだろうかと願いながら活動していま
す。
全国統計―日本いのちの電話連盟より
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相談件数は年々増え続けております。内自殺傾向は今年 9 月現在では 47.4％、2015 年は
46.2%と約半数近い割合を推移しており、自殺傾向を有する相談はとても多い状況です(図 1)
利用者の年代は 20 代・30 代・40 代と若い世代の方が多く、全体の 80％になります。
（図 2）
相談内容は「人生」が最も多く、孤独感･生きづらさ･生きる意味を見いだせないで将来に不
安を感じている相談等が多く寄せられます。｢保健医療｣では精神の病による不安が多く、｢家
族｣・｢対人｣と続きます。
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第 34 回いのちの電話相談員全国研修会『なら大会』
9 月 15 日から三日間行われました。例年より
時期が早いのは、天理大学が主会場で、夏休みの
間の利用とのことでした。
天理駅に降りたとき、若草色のお揃いのＴシャ
ツをまとった方たちが、何人も案内に立っていま
した。会場までは、奈良交通のバスが無料で運ん
でくれました。

基

調べ講

演

受付をすませて講堂に入り、始まりを待ちまし
た。天理大学講堂の大きさと参加人数の多さに圧
倒され、ボーっとしているうちに開会式が始まり、
福島への黙とうという流れでした。
開会式に続く基調講演は、京都大学こころの未
来センター教授河合俊雄氏。
『日本人のこころの

からスーパービジョンが大切なんです」と再度言

未来像』という大テーマが案内されて、手元のレ

われました。聴く事とスーパービジョンはセット

ジメには「アウトリーチとしての心理療法と現代

だということを、改めて強く思いました。

のこころ」となっていました。

「電話をしてくる人は旧人類が多いのではない

心理療法といのちの電話の共通点から話が始ま

か。どうしたらよいかを考えられるのは自分があ

り、具体的な違いや時代によっての変化や変遷と、

る人」など講師の話す中に、また質疑応答での講

話が続きました。専門的なことを分かりやすい言

師の答えの中にも大きなヒントがありました。

葉で話そうという講師の気持ちが伝わってきまし
た。
アウトリーチというのは、電話相談では聞き慣

相談員を続けてきた小さな自信、このまま続け
ていく確認、やってきてよかったという合点が感
じられた講演でした。

れない言葉でした。本来、療法とは受けたい人が
自から自主的に治療者の所に訪れること。アウト
リーチとは、逆に治療者が現場に赴く、という意
味だということがだんだん分かってきました。学

途中、講師のご愛敬もあり、短い 120 分でした。


（E.N）

分

科

会

校でのスクールカウンセラーなどは、サービスと

   大会 2 日めのプログラムは、こころの体験講座

して学校現場に居て、支払いは行政が行う。治療

（現地訪問学習）でした。私が参加したコースは、

者を派遣という最近の方式は、改めて考えさせら

「唯識に学ぶ」というテーマで、春日大社と興福

れました。

寺を巡りました。

いのちの電話もある意味アウトリーチだという

    春日大社は、ちょうど 20 年に一度の式年造替

講師の話が、私の中で納得できました。とはいえ、

の年で、内部公開もされていて祝賀ムードいっぱ

日々の相談活動につながることを、この講演から

いでした。私たちは、外からの拝観で、30 分ほ

得ることができました。具体的に持ち帰りたいと

ど散策しました。

いう気持ちになっていました。
講演の終わりが迫ってきたころに、講師が「だ

その後興福寺国宝館では、興福寺僧侶南俊慶さ
んの丁寧なガイドで、興福寺の全体像、焼失と再
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建を繰り返した歴史を伺いました。その火事の最

おられた先輩相談員の言葉が思い出されます。そ

中でも、仏像を必死に守ろうとした方々の様子に

こに向き合うのに役立つようなスピリチュアルな

ついても触れられました。各仏像一つひとつにつ

栄養をおかげさまで全身で体感し、補給できまし

いても様々な解説を加えてくださり、数多くの国

た。至福のときでした。

宝、重要文化財とともに深い境地に私たちを導い
てくださいました。

目に見えなくとも、この成果は、今後の相談業
務に現れてくると確信しています。

昼食後は、興福寺貫主多川俊映さんの唯識講話



（A.W）

を興福寺会館で伺いました。90 分におよぶお話
で、唯識仏教、心の構造、心のはたらき、唯識と
現代という項目を掲げ、説明してくださいました。
その後、関西福祉科学大学教授川上範夫さんの進
行で、参加者から多川さんへの質疑応答の時間が
１時間。すばらしいときでした。
「電話室は神聖な場所よ」とかつて私に語って

コラム

いのちの尊さ
広報委員

７月末、相模原市の障害者施設で 19 人が殺害

伊

藤

総

俊

た。今は、社会人として忙しく働いている。

される事件が起こった。26 歳の容疑者は「障害

長々と息子の事を書いたのは、いのちの尊さに

者なんていなくなればいい。」と語ったという。

ついて考えるきっかけになればと願ったからだ。

犯人への怒り、憎しみとともに、この事件は私た

言うまでもなく、いのちはそれ自体が尊いものだ

ちに重い問いを投げかけているように思える。

と思っている。私がいのちの電話に関わったのも

この事件の報道に、遠い記憶が呼び起こされた。

ここにある。

私には 30 代の息子がいる。心疾患と知的障害を

容疑者の言葉は、いのちの尊さを社会に役立

併せ持っている。離乳食を受け付けず、チューブ

つかどうかで判断しているように思えてならな

栄養の時期が長かった。歩き始めも遅かった。で

い。
「優生保護法」が廃止されたのは、つい 20 年

こぼこ道が苦手で、手をつないで歩く事も珍しく

前の事である。障害者差別は公的な場からは消え

ない。「仲がいいですね。
」と見当違いな声を掛け

ていっても、社会の中に、人々の心の中に根強く

られる事もあった。学校時代は、徒競走でニコニ

残っている。近年、
「出生前診断」が広がっている。

コと最後尾を走って来る。競うという感覚が乏し

母親の血液だけで検査ができるそうだ。異常が認

いようだ。彼の唯一の武器は、笑顔であいさつで

められた人のほとんどが中絶を選択しているとい

きることだ。このお陰で就職できたと思っている。

う。

不器用で指示理解も不充分だが、幸い彼に合った
仕事を用意していただけた。

このことだけは伝えたい。当たり前の事だが、
人間一人ひとり違うのだ。外見も言葉も性格も考

このような彼との生活で、いつも脳裏にあるの

え方も・・もちろん障害があろうとなかろうと・・

は親亡き後のこと。兄弟に託そうというのではな

どんな違いも認め合い尊重しあって生きていくし

いが、下の子が欲しかった。遺伝相談を受け、リ

かないのだ。何かを排除するのではなく共生でき

スクを抱えての出産であった。６年後妹が生まれ

る社会を作っていくしかないのだ。
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ご援助ありがとうございます
2016 年 4 月 1 日一部から 2016 年 7 月 31 日までに下記の方々から心温まる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

理事長

小山

勇／財務委員会

賛助会員 Ａ
加藤みゆき 川上厚成

田畑洋子

渡辺徹

下村徹嗣

浜屋義幸

小林弘子

柿本大真

伊藤美佐子

田中健次郎

木本精之助

望月千年成

田中さち子

岡田英彦

臼田治子

岡田康男

水谷宣美

大野智彦

野村純一

賛助会員
今枝靖夫

B

寺西佐稚代

宮内英夫

平尾泉

加藤幸雄

神田輝夫

岩田邦子

多和田いみ子

加藤順子

吉岡満智子

牧岡恒夫

村瀬政子

河野登喜子

森岡鍮

浅井俊雄

小笠原覚

岩本龍弘

植田望

坂東信吾

諏訪昭子

笠井康助

島しづ子

豊島徳三

青山玄

賛助会員
野村眞徳

C

浅野喜代子

山下タカ子

志村澄江

泰良真理子

山崎京子

杉田あかり

小野薫

野村妙子

寺田弘子

中谷塩子

平野直子

鈴木淑子

樋口次雄

岩佐敏志

高本香代子

福田忠徳

井代佳明

菊池幸子

柳生球子

河村清子

中出智恵子

山本公子

山本幸江

山下智恵子

川原恵

寄付・個人
安部千恵子

土屋美恵子

浅野喜代子

杉藤はる子

佐々木広子

堀田直子

森宣子

小林佳代

林昌子

石原容子

渡辺徹

松本勝正

中川幸子

鈴木栄子

下村徹嗣

細川拓・美代子

西山えつこ

村田京子

兼田智彦

田中丸義治

真柄周吾

シミズサトシ 高橋みのり・はらまさ

山中輝弓

牧岡恒夫

秋田あや子

大澤一矢

塩野貞美

木村みや子

田口恵子

牛嶋敦子

阪田敏子

伊藤智美

水谷たかし

加藤武

野田義行

舟越洋子

小川邦泰

大久保義美

法人会員・寄付
イリヤ化学株式会社

株式会社交輪社

敷島製パン株式会社

アマノ本部株式会社

黒金化成株式会社

株式会社のぞみオープンハウス

タキヒヨー株式会社

医療法人共和会共和病院

宗教法人薬師寺

株式会社青山制作所

株式会社ジェイテクト

株式会社サンゲツ

中部電力株式会社

豊田合成株式会社

東名サニタリー株式会社

杉山工業株式会社

寄付協力団体
聖心同窓会東海支部

日本福音ルーテル復活教会女性会

日本キリスト教団名古屋北教会ナルドの会

日本キリスト教団愛知教会女性の会

社会福祉法人名古屋キリスト教社会館

川名山聖霊修道院

日本キリスト教団愛知西地区協会婦人会連合

賛助会員を募集しています
ご協力をお願いします
振込用紙を同封させていただきます。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。
（１）法人賛助会員（年間 １口）
 	 A ２０万円 ・  B １０万円 ・  C ５万円
（２）個人賛助会員（年間 1 口）
	 A 10,000 円 ・  B 5,000 円 ・  C 3,000 円
（３）一般寄付：随時受け付けております。
（４）夏季及びクリスマス・歳末の特別寄付：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 ： 三菱東京ＵＦＪ銀行大津町支店 ( 普 ) ４７７０２９
郵便振替口座 ：

００８１０－８－５３７５８

名古屋いのちの電話

（8）
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事務局だより

市民講座のご案内

研修生の養成講座もようやく終盤、認定間近と

日時：2017 年 1 月 28 日（土）13 時 30 分～

なりました。新しい相談員が増え、これまで以上

講師：NPO 法人ライフリンク代表

に対応の充実が期待されます。

会場：栄ガスビル

清水康之氏

５Ｆ

テーマ：若者の自殺を考える
申し込みは、愛知いのちの電話協会事務局へ

養成委員会より
電話相談員ボランティアの募集！！

相談 委 員 会より

多くの方のご応募をお待ちしています。

経験年数別 1 日研修
雨上がりのすがすがしい秋の１日、青空に名古屋
城が映える眺めの中で、1 日研修が行われました。
久しぶりに同期で顔を合わせての研修、高橋蔵人
先生の「利用者を受容すること」の講座を通して、

１

研修期間

2017 年 4 月～ 2018 年 9 月

２

研修会場

みこころセンター

（名古屋市中区丸の内 3-6-43）
３

応募資格
① 22 歳以上 65 歳以下の男女

困難に感じるケースについて深く学ぶことができま

②「いのちの電話」の趣旨に賛同し、活動に参加

した。

できる方

また、グループワークを通してケースを出し合い、
対応について考えたり、グループシェアによって言

③無償ボランティアとして活動できる方

葉を選び深く共感することについて考えたりするこ

④ご自身の健康管理に配慮できる方
４

とができました。

受講料

参加者からは、意義ある 1 日だったとの感想が聞

前期 18,000 円

かれ、明日からの相談活動への意欲につながったも

後期 18,000 円

1 泊研修費 10,000 円
５

のと思います。

応募書類
①受講申込書（ＨＰからダウンロードできます）

〈アンケートより〉

②作文「電話相談ボランティア応募の動機」

＊一期一会を忘れずに聴かせていただこうと思います。
＊電話やメールを受けて、自分を見直すきっかけに
なることが本当に多いので、自分を見つめ直し、
人間力を高めていきたい。
＊受容するということを今一度よく考えて、利用者

1600 字程度
６

たのか考えながら受けたいと思います。

2017 年 3 月 15 日（土）

受講申込書と作文を郵送して下さい
７

郵送先

〒 461-8691

名古屋市東郵便局

さんと向き合っていこうと思いました。どうして
ここにかけてきたのか？どんな気持ちでかけてき

申込締切

社会福祉法人
８

問合せ

私書箱 257 号

愛知いのちの電話協会

事務局 Tel（052）508-8381

＊心の重さを担うのは人と人の間にある、人のあっ
たかさに触れることができる相談活動をしたい。

Fax（052）508-8384
E-mail  info@nagoya-inochi.j
2016 年 11 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

私書箱第 257 号

FAX052-508-8384

http://www.nagoya-inochi.jp/
相談電話 ☎ 052-931-4343

E-mail  info@nagoya-inochi.jp
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愛知いのちの電話協会
広報委員会

