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少年院訪問

器をとり、利用者の様々な

８ 月 猛 暑 の 中、 豊 田 市 浄 水 に
ある愛知少年院を訪問しました。
フェンスに囲まれてはいますが、
静寂の中に建物は建っていまし
た。一言で言えば、学校そのも
の。少年院を感じさせるのは、

声を聴くたびに、なぜ今、多
くの人が「生きづらさ」を感じ
ているのか、何故相談員はそん

窓に格子が入っていることぐら
いです。訪問させていただいた
ときは、ちょうど体育で水泳が行

な人々の声を聴くのかを考えさせ
られます。
大昔ホモ・サピエンスが、
「助け合う」
ことを得て「人間」になったと聞いた

院長の柴田克明氏から施設の概要説明をいただき、のち
院内を見学させていただきました。訪問させていただいて
強く感じたのは、人間に対する信頼とでもいうべきもの。
柴田院長さんの院生への温かい眼差しでした。

ことがあります。つまり「助け合う」こ
とこそ人間の根源です。人間は進化とと
もに社会システムや科学技術を発展させ
ました。それにともない、今は、人間本来
の「助け合い」が希薄になって「生きづらい」
時代と言えるのではないでしょうか。

Q1 どのような人がここで生活しているのですか。
A1	小さい頃から親にきちんと養育されず、虐待を受けて
いたり家庭が貧しかったり、マイナス要因を抱えてい
る子が多いです。そういう子たちは、早くから学校生
活をドロップアウトしたり、自分自身の将来に対して

人的基盤も脆弱な人たちが多いです。だからこそ、彼
らが社会に適応していくというのは、犯罪から非行か
ら足を洗ってやっていこうと思っても、そう簡単では
ないです。社会の一員としてやっていける、つまり更
生するための力を身につけられるようにしています。
支援教育の対象の子どもたちもいます。施設を出てか
らの生活の援助が必要なので、社会福祉士さんが配備

あまり希望的展望を持てなかったりする人が多いで
す。そういった人たちの中には、犯罪とか非行とかに
走ってしまう人がいます。病気という形に出たりひき

されています。周りの人とのパイプを作ってあげるこ
とにも力を入れています。
Q3 穏やかにお話しされるのですね。

こもりの形に出たりする人もいます。自殺もそうで
す。
ただ、実際には彼らは、世間一般の人から言うと、弱

A3	のべつ幕なく命令口調で言っていると，彼らも聞きま
せん。緩急使い分けて、プロ野球のピッチャーじゃな
いけど。少年院でも、初めて入る人の施設だともっと

者には見えない。オートバイに乗って暴走族やったり
暴力団のような格好をして暴力を振るったり、一見し
て弱者には見えないのですけど。
Q2 どのように彼らに接していますか。

厳しいです。それでも、ハイハイと聞く。ここは２回
目３回目、年齢的にも 20 歳台の人が多いです。高飛
車に出ると反発を招きます。相手の心にちゃんと自分
が入っていかないと、彼らの気持ちを変化させること

A2	突っ張りの鎧兜を脱がせてしまったら、自己イメージ
が低いのです。彼らを支える経済的な基盤、家庭など

ができないです。先生の言うことだから聞こうかなー
こういう事が大事ではないでしょうか。

名古屋いのちの電話では年間約 14,000 件
もの「生きづらさ」を抱えた人々の声を受信
しています。いのちの電話相談員が、そうし
た苦しげな声を聴くのは、相談員もまた今の
社会で生活するなかで「生きづらさ」を肌で
感じているからです。
相談電話には、自殺予防のため利用者の悩
みを聴き、苦悩を和らげる役割もありますが、
そうした一面の奥には、人間であることの根
源、つまり「助け合い」への果てなき希求が
あるのです。
いのちの電話での「助け合い」は、生きづ
らいという声を聴くという一方向のものでは
なく、声をあげる話し手と声を聴く受け手の
双方向で「助け・合う」という共同作業なの
です。利用者と相談員という関係を超越して
「生きやすい」社会をつくる役割を担います。
今回は、いのちの電話以外でも「生きづ
らさ」の犠牲となった少年院の青年たちと
共に人間性の回復と「生きやすい」社会
を目指す愛知少年院の院長さんへのイン

警察に保護されるのですが、後にいろんな人の証言により
助けられた事が判明します。
学校の先生、通ってた病院関係者、近所の駄菓子屋のお
ばちゃん、そして私を匿ってくれた知人のお姉さん！ほん
の数人ですが、話してたからこそ無事に養護施設に入る事
が出来ました。義父は警察に「娘が嘘をついてる！娘を返
せ！」と言っていたようですが…。証言をしてくれた方々

の出会いによって、信頼出来る大人がいる事を知りました。
閉じていた心が少しずつ開いていくのを感じたのです。高
校卒業と同時に、就職をした私。何故連絡をくれないのか
と泣きながら怒ってきた里親。私には心配してくれる人が
いる！帰る場所がある！嬉しくて泣きじゃくったのを鮮明
に思い出します。
社会人になった私は当時交際していた人から驚く事を言

れでも母は度々、怪我を負い、益々私は追い詰められるこ
とに。時には私も暴力を振るわれ、言葉で脅されて心身共

に今でも心から感謝してます。
義父の魔の手から逃れ、ご飯も食べられて安心して寝れ

われました。「寝ている時、身体を固く丸めてガードして
いるよ、少しでも触れるとビクッと反応する」と。後に心

に辛い日々でした。
どんなに辛い事があっても、その場では我慢して、夜、
布団を被って泣く癖がついてましたね。そんな日々が 1 年、

る。施設に入った事が嬉しくて。私はまだ生きていける！
だけどここからが本当の意味で苦悩します。安心して暮ら
せる居場所が出来たのに、いろんな事がうまくいかなくて、

理学の専門学校に通い、自分の心と正面から向き合った時
にも、気づいてなかった虐待経験のトラウマによる反射が
ある事を知りました。

生きづらくて仕方ありませんでした。
虐待を受けていた小学生当時、家は辛い事が多いので学
校では普通の家庭の幸せな子供に見えるように振る舞って
いました。先生やクラスメイトに沢山嘘をついて自分を

そんな私の大きな転機は、24 歳時に出会った友達です。
彼女も、私とは違う家庭の問題で大変な思いをしてました。
お互いに、心の底から打ち明けれる存在が出来て、嬉しい
とか感謝とかそんな言葉では足りません。日常生活に関わ

ず、苦しんでる姿を見ていたか
ら「うん、一緒に死んでもいい
よ」と返した。

守っていたのです。他人に対して、自分の事を知られたく
ないから、表面上の付き合いしか出来なくなっていたので
す。無意識に距離を置き、何故人とうまく付き合えないの

りがなかった人に、全てを話せた事でどんどん自分がオー
プンになるのを感じてました。人間関係の構築が少しは上
達したように思います。まだまだ発展途上ですけどね。話

ところがその後、私の中か
ら怒りがフツフツと湧いてきた
のです。「お母さんを守る為に私

か悩んでいました。自分の気持ちを正直に話せない！そん
な自分に気づいてなかった。特に大人に対しては敵対心を
持っていて、自分を傷つけた大人、自分を守ってくれなかっ

を聴いてくれる存在って、それだけで貴重なんです。共感
してくれなくてもいいんです。でも共感してくれると嬉し
いけど。話せるって事が重要なんです！以前の私の様な人

た大人、傍観者の大人を信じられない、大人だけじゃない
誰も…。
そんな時、施設経由で、ある里親家族と出会います。こ

の力に少しでもなれたらと思い相談員を続けてます。今
は、生きづらさをあまり感じなくなりました！

また 1 年と過ぎていき小 5 の冬、母に「お
母さんと一緒に死んでくれないか？」
さを抱
ら
と言われて…。絶えず暴力を振る
え
づ
き
われ、娘の私を助ける事も出来

て

ぬ間際まで追い込まれながら、多くの

生

タビューと、義父から虐待をうけ、死

私は小学 1 年から 6 年まで、母の再婚相手である義父
から性的虐待を受けていました。「母には絶対に言うな！」
と脅され黙っていたけど、私の様子に気が付いた母が義父
を問い詰めて…。その時から母への暴力が始まり、救急車
で運ばれる程。今でいう DV 被害者ですね。当時の警察は、
夫婦喧嘩は程々にと注意するだけ。義父の言う事を聞かな
ければ、母がもっと酷い目に合う。私が我慢すれば…。そ

人と出会い、また自らは相談員とし
て「助け合う」ことで生きづらさか
ら解放されつつある池田さんに手
記をお願いしました。


（編集委員

伊左治

真）
CAPNA 相談員

池田美智代

は犠牲になってるのに！なんで！
お母さんに殺される！」そう思った
私は小 6 の夏休みに家出を決行。結局、
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われていました。遠くから院生の声
が響いていました。愛知少年院は、少
年院の中でも再犯の人が多い施設だそうです。

所 長 柴田克明氏

インタビュー
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チャイルドラインあいち
18 歳までの子どもが
かける子ども専用電
話です。相談電話で
はありません。

出演：Be in Voices ◆ みどり野ハンドベルクワイア

大人が解決して

13 時 30 分 開場
14 時 00 分 開演
日本キリスト教団

名古屋中央教会

あげるのではなく、
子どもの気持ちを

カンパ1口1,000円

入場無料 お願いいたします

じっくり聴き、子ども
自らの力で小さな一歩を踏み出せるよう見守
り寄り添う電話です。全国 40 都道府県 70 団
体がネットワークを組み、毎日 16 時～ 21 時

11 月 17 日（土）10 時〜 14 時
大須観音境内（雨天決行）
お買い物
コーナー

日本
コーナー

お食事
コーナー

までフリーダイヤルで子ども達からの電話に
対応しています。

キッズ
コーナー

ストレスを感じたり、落ち込んだりした時
に上手にチャイルドラインを利用している子

いろいろあります。是非おこしください

達がいます。でも 19 の誕生日を迎えるとか
けられなくなります。

編 集 後 記
100 号を記念して，広報誌の愛称とキャラクターを一新し
ました。
より親しみの持てる誌面にできたらと願っています。

「これからどこにかけたらいいの？」
〈いのちの電話があるよ〉

「KOKORO レター」の愛称に恥じぬよう、命の大切さを伝
える記事を送り続けたいと思います。

大人になった子ども達の受け皿になってく
ださい。どうぞよろしくお願いします。
2018 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

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

私書箱第 257 号

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

※ この会報は、共同募金配分金で作成しました

2018 年 11 月 1 日発行
発行人

小山

勇

編集人

愛知いのちの電話協会広報委員会

電話相談の現場から ②

声

肯 定 的 応 答

電話相談では、相談員は利用者に寄り添い、聞いたことを

確認しながら話を進める。それができたと感じたとき、利用

者 は 自 分 の 話 し た こ と を 振 り 返 ら れ、
「 そ う じ ゃ な か っ た、

こういうことだったんだ」と気づかれる。声の調子まで明る

く変わることがある。しかし、
相談員の受け止め方が浅いと、

利用者は失望し、早々に「今日はこの辺で。ありがとうござ

いました」と、やっと繋がった電話でも切りたくなるようで

ある。そのようなとき相談員は、気持ちを切り替えて次の電

話に集中しようとするのだが、利用者に申し訳ないという思

いがこみ上げてくる。

電話相談は利用者と相談員の相互作用である。人と人との

関係には相性がある。しかも相談員は万能ではない。でも、

利用者が電話をかける前より元気そうになられ，笑顔を想像

できて終わりたいと思う。

分程の電話であった。私は肝心なことを聞き返すタ

10

初めに書いた事例は、過去の自殺未遂体験と家族問題を語

られた

イミングをつかめなかった。利用者の話すことに共感・受容

できず、
自己一致しないままで肯定的な応答ができなかった。

心残りの事例の一つである。聞いたことを肯定的に確認して

利用者に返しながら対話していくと、利用者の中に気づきが

生まれ、前向きになっていかれることを常々感じている。こ

のようなやり取りがよりできるようになりたいと思う。

日本人の多くは、暮らしの中で肯定的に関わることは少な

いようだ。できたことを認めたり褒めたりするより、できな

かったことを叱責することが多いと感じる。些細なことでも

なくなり電話相談のベルが鳴ることも減ると思うのだが。

女性相談員）

分を超えて終わった。前のときより

代

翌日また、初めの事例の利用者から電話がかかってきた。

苦しい半生を語られ、

少し寄り添えたかもしれない。
（
70

80

「よくやったね」と言い合えたら、人間関係のストレスが少

（4）
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93 号
アイシン精機株式会社

94 号
岡谷鋼機株式会社

リ

92 号
杉山工業株式会社

レ

ー

メ

ー
ッセ

90 号
中部善意銀行

なげ
ジ をつ

89 号
トヨタ自動車株式会社

て下 さった 賛助

会員

の法

88 号
株式会社デンソー

人様

100 号を支えていただきありがとうございます。
1985 年 7 月に設立した「名古屋いのちの電話」その後法人名は

「社会福祉法人愛知いのちの電話協会」となり 33 年が過ぎました。
おかげさまで機関紙も 100 号を迎えることができました。これも
ひとえにご支援いただいたの皆様のおかげです。ありがとうござ
いました。

95 号
豊田通商株式会社

これからも電話相談、インターネットの活動に努力を続けていき
ますので応援よろしくお願いいたします。

96 号
ユニー株式会社
97 号
株式会社大竹製作所

98 号
ミソノサービス
株式会社

100 号
株式会社
豊田自動織機

99 号
公益財団法人
名古屋ＹＭＣＡ

賛助会員コーナー・リレーメッセージ

「いのちの電話」活動に寄せて
株式会社 豊田自動織機 総務部 部長

私ども㈱豊田自動織機は、1988 年より賛助会
員として応援させていただいております。

山田達也

を問わず悩みを抱える方が増加しています。
その中で、弊社では社員相互のコミュニケー

昨年は、相談員皆様の昼夜を通した電話相談件

ションを深め、お互いに相談できる風土づくりに

数が、県内で年間１万４千件にのぼり、さらに増

取り組んでおります。相互に思いやり、問題を未

加傾向と聞いております。相談件数が増え、負担

然に防止できる環境づくりに努め、社是にもある

も増える中、その地道な活動が多くの命を救って

「温情友愛」の精神で、地域社会にも寄与できる

いただいており、日々、電話対応されている相談
員の皆様に改めて敬意を表します。
今、社会を取り巻く環境は、人材の多様化が進
み、人間関係や職場環境の変化により、老若男女

よう進めていきたいと思います。
貴会の活動に心から感謝申し上げますととも
に、社員へもこの活動を伝えていきたいと思いま
す。
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91 号
株式会社サンゲツ

名古屋いのちの電話

（2）

No.100 2018 November

９月８日、いのちの電話自死遺族支援講演会を開催しました。
「ていねいな自死遺族支援が自死予防活

動を支える」というタイトルで、奈良女子大学名誉教授の清水新二氏を講師にお招きし「自死遺族支援
と自死予防」、「自死遺族支援活動を行う意義」について、社会学の視点からお話しいただきました。

清水氏は、千葉いのちの電話での研修をはじめ、全国の自死遺族支援団体などで、数多くの講演をさ

れています。

2018 年

いのちの電話自死遺族支援講演会

「ていねいな自死遺族支援が自死予防活動を支える」
今回の講演会には、いのちの電話相談員だけで

死者への敬意「生き

はなく、一般市民の皆様からもご参加いただきま

た証への敬意」につ

した。

いてでした。
「自殺」

講演は、「悲しみを自責感なく悲しめない」自

という言葉を「自死」

死遺族の悲嘆の難しさについてから始まり、自死

という言葉に単に置

が社会の偏見により「封印された死」とされてし

き換えるのではな

まっている現状と、これにより「語りたいが語れ

く、見方や理解の仕

ない」現実を独りで抱えたまま、周囲から孤立し

方を切り替えること

自らの心の中の孤絶の間に閉じこもってしまう自

によって、人が自ら

死遺族の姿が紹介されました。

いのちを断つこと

また、自死遺族支援の必要性が、日本の自殺防
止対策基本法の第 1 章の第１条に謳われているこ

清水新二先生

が「無駄死に」や

「いのちを粗末にした」こととは違って見えてく

とから、自死遺族支援活動の「ポストヴェンショ

るという新たな可能性。
「自死」
という言葉の持つ、

ン＝第３の自死対策」の側面についても触れ、自

この新たな可能性が、死者への敬意「生きた証へ

死の予防を目的とした自死遺族支援活動では決し

の敬意」につながり、さらにもう一つの寄り添い

てなく、「ていねいな自死遺族支援活動が、結果

になるという清水氏のお話は、多くの参加者の心

的に予防効果を持つ事もある」という理解の大切

に留まりました。

さについて解説されました。同時に、自死遺族を

今回、沢山の皆様が関心を寄せてくださったこ

取り巻く社会的なまなざしの厳しさを理解するこ

の自死遺族支援講演会を一つのステップとし、私

とも、いのちの電話の活動である「今生きること

たち、いのちの電話だからできる自死遺族支援の

が辛い人を支える活動」には重要であることにつ

在り方を探究し、名古屋いのちの電話の新たな可

いても言及されました。

能性に向けて、活動を深めていきたいと考えてい

今回参加された皆様にご協力いただきましたア
ンケートの中で、
感想が最も多く寄せられたのは、

活動報告

ます。


（相談委員

8月 1日

名古屋市スマイルデー、栄にて広報活動、アンケートティッシュ入り配り

9 月 29 日

相談員の養成講座

9 月 10 日
10 月 6 日

愛知県自殺予防の啓発、JR 名古屋駅前にてウエットティッシュ配り
1 日研修

現相談員該当者の 1 日研修

高木繭子）

名古屋いのちの電話
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2018 年 8 月 26 日の日曜日に、NPO 法人
CAPNA と愛知いのちの電話の共催による
セミナーが開催されました。主催関係者以
外にも、学校関係者、その他多数の方が参
加されている様子で、多くの方が関心、心
主催者の CAPNA 萬屋理事長のご挨拶か
らはじまり、初めに「愛知いのちの電話兼
田事務局長」より「ゲートキーパー講習」
がありました。
（ゲートキーパー：悩んで
いる人の話を聴き専門家につなぐ人）

CAPNA・いのちの電話共催

子どもの権利擁護セミナー

「２学期を迎える大切なあなたへ」研修会に参加して
会場全体を教室に見立てた、参加型研修会で、

森山花鈴さんにより、約２時間にわたるシンポジ

あてられるのではないかと、少しドキドキしな

ウムが行われました。個別に、活動内容のご説明、

がら、真剣に授業？に臨みました。ゲートキー

ご紹介を頂いた後、若年層の相談者への関わりに

パーに関しては、私は３年程前にカウンセリン

関連した質問が、コーディネーターの方から投げ

グ研修の場で触れ、ゲートキーパーの一人であ

られ、有意義な情報共有の場になりました。タイ

るとの意識を持ち、３年前より取り組んで参り

トルの通り、夏休みがあける、２学期の始業直前

ましたが、今回の研修では、自分の周りにゲー

のこの時期に、特に注意を払う必要性があること

トキーパーを広げていくことの必要性、重要性

も強く感じることができました。

を強く認識させていただける時間でした。私た

相談員として「私ができることは何なのか」に

ちいのちの電話に関わる仲間は、全員ゲートキー

関し、再度考えさせられる研修でした。愛知いの

パーであること強く思いました。

ちの電話の相談員としては、かけ手の気持ち、状

休憩を挟んだのち、「２学期を迎える大切なあ

況を理解し、寄り添うことがまず大切なことです

なたへ」と題して、CAPNA 理事であり、愛知

が、それに限らず、人生を歩む人間として、周囲

いのちで電話講師の山本秀樹さん、愛知いのち

の人と積極的に関わっていくこと、いかなければ

の電話の木全誠二さん、名古屋市立大学教授 粂

ならないことを強く思いました。
（相談員ＮＳ）

和彦さん、コーディネターとして南山大学講師
10 月 27 日

11 月 17 日
12 月

1日

相談員全体研修会

チャリティバザー

お知らせ
大須観音境内にて

いのちのともしびチャリティコンサート

10：00 〜 14：00

名古屋中央教会 13：00 開場

事務局  今年は台風が多く、電話相談を受るのも大変でした。相談員の努力で何とか続ける事ができました。

NAGOYA INOCHI NO DENWA

配されていることであることを感じました。
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2018 年 4 月 1 日から 2018 年 7 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。

ご援助
ありがとう
ございます

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

賛助会員

理事長

小山

勇／財務委員会

Ａ

稲垣清行
下村徹嗣

賛助会員

榎本和
田畑洋子

大野智彦
豊田彬子

岡島博司
渡邊徹

岡谷篤一

柿本大真

樫尾一

酒井裕子

天野典子
高本香代子
村瀬政子

今枝靖夫
竹村絹子
森岡鍮

岩田邦子
多和田いみ子
柳澤幸輝

植田望
常富佳子

金森タイ
坂東信吾

金子紀子
牧岡恒夫

神田輝夫
松岡朱美

飯塚重五郎
寺田弘子

井代佳明
中出智恵子

井上直美
中谷塩子

江口志のぶ
丸山佑史

川原惠
山崎京子

小出智加子
山田敦代

佐藤尚江
山本幸江

浅野恵美子
江口志のぶ
小松徹
鈴木豊
舟越洋子
山中輝弓

浅野喜代子
大澤一矢
子安崇男
高橋紀代子
堀田直子
渡邊和郎

安部千恵子
大須賀聡江
佐々木広子
高島史弘
真柄周吾

粟田昌子
岡田和子
佐野美奈
田中丸義治
松本勝正

井澤陽子
小川国泰
塩野貞美
西山えつこ
水谷巍

伊藤智美
小栗厚紀
志村澄江
野々村樹美代
ミズノカズヨ

伊藤美佐子
加藤武
下村徹嗣
坂東信吾
森川浩志
匿名 8 名

B

淺井俊雄
神戸一子
宮内英夫

賛助会員

C

浅野喜代子
鈴村美登里

寄付・個人
秋田あや子
岩佐敏志
兼田智彦
鈴木栄子
藤田千勢
森田武彦

法人会員・寄付
アマノ本部株式会社
株式会社青山製作所
株式会社サンゲツ
株式会社東海通信資材サービス
株式会社フジトランスコーポレーション
大成株式会社
豊田合成株式会社

イリヤ化学株式会社
株式会社大竹製作所
株式会社三清社
株式会社みどり造園
黒金化成株式会社
中部電力株式会社
西川コミニュケーションズ株式会社

オフィスコア株式会社
株式会社沢野商会
株式会社ジェイテクト
株式会社ラングローバル
敷島製パン株式会社
トヨタ紡織株式会社
万能工業株式会社

寄付協力団体
川名山聖霊修道院
日本ｷﾘｽﾄ教団名古屋北教会
日本福音ﾙｰﾃﾙ復活教会女性会

公益社団法人名古屋中村法人会
特定医療法人共和会

宗教法人薬師寺
真宗大谷派崇覚寺

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。
年ごとに寄付を続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。
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。

（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。

2018 年 11 月

社会福祉法人愛知いのちの電話協会

〒 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

※ この会報は、共同募金配分金で作成しました
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勇

