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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/

市民講座「生き心地の良い町」
講

師

おか

岡

まゆみ

檀

1 月 20 日、名古屋市中区の KKR ホテル名古屋

は理由がある』
（講談社）で取り上げている徳島

で、愛知いのちの電話協会（小山勇理事長）
・
「い

県の旧海部町（現海陽町）での調査から見えてき

のちの電話市民講座」（厚生労働省補助事業）を

たものを、エピソードやアンケート調査の結果な

開きました。今回は慶応義塾大学 SFC 研究所上

どを交えながら優しい口調で分かりやすくお話し

席所員の岡檀（おかまゆみ）さんを講師にお招き

くださいました。

し「生き心地の良い町」をテーマに、講演を聞き

町の特徴として①緩やかにつながっている人間

ました。いのちの電話の相談員、一般の方々合わ

関係②多様性を重視③長い目で見た多角的に総合

せて 150 人を超える参加をいただきました。

的な人の評価④自分にも何かはできるという有能

講演に先立ち、愛知いのちの電話協会の小山理

感⑤ちゃんと助けを求める―の 5 つを挙げられ、

事長は「今日のように大勢の皆さんが自殺に関心

「自殺予防の話にとどまらない、人が集まるとこ

をもっていただいている。私どもも、もっと皆さ

ろに起きる問題をどう対処していくか、というヒ

まの関心、期待に応えるように努力しなくてはい

ントが詰まっている町」とお話をいただたきまし

けないと励ましていただいている」と来場者に感

た。

謝を示しました。
「電話相談がどれだけ自殺防止
に役立っているか、具体的な数字はつかめるもの

合わせて 9 割の方が「大変満足だった」
「満足だっ

ではないが、皆さま方

た」と回答をいただきました（アンケート結果は後述）。

に関心を持って頂くよ

岡先生はじめ、
ご参加いただいた多くの皆さま、

う広宣活動を行うこと

ありがとうございました。以下に、講演の要旨を

も私どもの使命だと思

まとめさせていただきました。

う」と市民講座の意義
を強調しました。

あいさつする小山理事長

講演を聞いた参加者アンケートでも回答の内、

【はじめに】

講演で岡先生は、著

いわゆる自殺予防の話をさせていただくのでは

書『生き心地の良い町

ないかもしれません。なぜなら、町の人たちがそ

この自殺率の低さに

もそも自殺予防を考えたことがない、という事実
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があります。自殺の多い日本ですけど、一律に多
いわけではありません。多い地域もあれば、少な
い地域もあり、私は、ではなぜ自殺が少ない地域
では自殺が起きにくいのかという理由を知りたく
なりました。。
【赤い羽根共同募金が集まらない】
名前が合併して変わりましたが、旧海部町。人
口は 3000 人くらいで推移してきました。赤い羽
根共同募金が集まらないことで有名です。
「みん

たときに、ご主人が言ったことが「関心があるん

ながするから自分もする」という考えがあまり重

や、監視しとるんやない」と。

んじられていません。何が嫌いって、均質になる

関心を持つ、関心を持って人に接するというの

ということが嫌いです。みんな同じようになると

はその人を受け入れようとするところがありま

いうことが非常に嫌いだし、そうなるまい、なる

す。監視は、
何かやられては困ることはしないか、

まいとしているところがあります。

をウォッチングしている。純粋な興味を持って噂

【人との付き合い、絆とは】
アンケートで、海部町は人との付き合い方が意
外と淡泊だと分かってきます。どんな風かという

しているんだから気にするなと。すごく重要な気
づきだと思います。
【入会、脱退自由の相互扶助組織】

と「立ち話程度ですね」と言っている人が多い。

「いろんな人がいた方がいい」って言うんです

私たちはむしろ逆じゃないかと思っていたところ

ね。今流行りの多様性です。この町は非常にそれ

があります。ずっと言われてきた自殺予防に「絆

を大事にしています。

が大事です」と。強ければ強いほどいいのか。絆

「朋輩組（ほうばいぐみ）
」っていう地域のこと

の質みたいなもの、どういう絆ならいいのか、そ

を地域の住民全員で参加してやっていくという組

うことを考えていかなくちゃいけない、と思って

織なんですけど、何がユニークかというと入会と

います。

か退会のルールがない。昨日来ましたという人で

【
「関心があるんや、監視しとるんやない」
】

も入れるし、一旦入ってもやめることも許可され
ています。なにしろその人の自由、そうしたからと

町はものすごく密集していて、近所の人が、誰

いってそのコミュニティでたちまちしんどい思い

がどこで何をしているかは、もう本当に筒抜けで

をすることがない、っていう前提があるわけです。

す。お互いのことを分かりあっちゃっている、そ
れだけ聞くと、うっとうしいイメージを持ってし
まう町です。

【
「いろんな人がいてもいい」ではなく、
「いなく
ちゃいけない」
】

お嫁さんがきて、一挙手一投足が観察されては

多様性を重視しています。以前、特別支援学級

井戸端会議でレポートされます。お嫁さんがご主

を作ろうじゃないかという話が出たときに海部町

人に「なにするんも見張られてるようや」と言っ

だけが反対しました。理由を聞いてまわったんで
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すけど、
「社会はいろんな個性で出来ている。学

挽回のチャンスはあると思えるのかによって、つ

校の教室の中にもいろんな子どもがいたほうがい

らい気持ちは全然違います。自殺に傾いていく人

いではないか」と。つまり、
「いろんな人がいて

がどういう環境にいるのか、当然大きな違いを生

もいい」という容認にとどまらない、
「いた方が

むだろうと思っています。

いい」
「いなくちゃいけない」というすごく踏み
込んだ態度での多様性重視があると思います。
【
「おまいにもできることがある」という有能感】

【
「病は市に出せ」
、やせがまんを戒める】
病（やまい）は、もちろん病気ですね。のみな
らず人生においていろいろと遭遇するトラブルと

「あなただってやれば出来る」とは、決して言

か悩みとか、
借金とかひっくるめて病。市（いち）

わないんです。
「あなたにも何か出来ることがあ

は、市場（いちば）
、すごくオープンなスペース。

る」って言う。実はこれ、大きく違いますね。が

そういう場にあなたのトラブルとか悩みとかそう

んばれ、歯を食いしばってがまんしろ、とは言わ

いうものをなるべく早く出しちゃいなさい、広げ

ないんだけれど、何もできないわけじゃないんだ

なさいと。町の人は、やせ我慢ほど損なことはな

よ、と。必ずそれなりに何かできることはちょっ

いと言います。

とずつあるんだよと、いろんな場面で言っていき
ます。

リスクマネジメントですよね。問題が重症化し
て周囲が初めて気づくという、自殺の問題でいう

何かしら周囲の人とか、世の中ってものに影響

と多重債務の問題で亡くなる人が後を絶たないわ

を与えながら生きているという漠然とした感覚。

けですが、いかに早く吐き出させるか、に尽きる

何もできないわけじゃないかもしれない。どうに

わけです。

かしてやり過ごしたり、脇道を行ったりという感

海部町は、うつ受診率が地域で最も高いです。

覚を持っているかどうかは自殺問題一つを取り上

精神科病院の先生は、軽症で来る人が多いと。と

げても、ほかのいろいろなトラブルに対処するこ

にかく早め早めに悩みを開示しなさい、と言われ

とを考えても、ものすごく重要だと思います。

て身についている。
「でけんことはでけん、と早

【
「一度目はこらえたれ」
、挽回のチャンスはある】
地域である住民が不祥事をしでかしたとか、大
迷惑をかけたときに掛ける言葉が、
「一度目はこ

よう言いなさい」と。精神科病院に対する偏見が
非常に小さいんです。
【ゆるやかなつながり】

らえたる」
「一度目はこらえたれや」です。たっ

付き合いはもちろん濃いんです。うわさだって

た一度の失敗であなたの残りの人生にレッテルを

あっという間に広がる。けれども、心理的に精神

貼らない、だから挽回のチャンスはあるという意

的に相手を追いつめたり縛ったりがない、それが

味です。

緩い。かといって関係を切っているわけじゃな

自殺の多い A 町ではたった一度の不祥事が「孫

い。自分も相手も追いつめない状態を保ちながら

子の代まで言われる」といいます。人は誰でも失

集団で生きる、個を生かすってことを同時並行し

敗したり、いろんなことをやっちゃうわけですけ

てやっている、なかなかの離れ技を絶妙なバラン

ど、取り返しのつかない、という思いになるのか、

スで保ちながらやっています。
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【筒抜けオッケーのプライバシーとは】
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【所詮の意味】

海部町は一挙手一投足が把握されている筒抜け

所詮、人は欲深い、誘惑に負ける、間違いを犯

の状態にあります。それは嫌がっているのかとい

すということが海部町のデフォルト、標準設定で

うとあんまり嫌がっていない。このくらいはオッ

す。こういうところを目指すべき、という高い理

ケーです。

想を掲げるっていうことを全くしない。後悔した

じゃ何がオッケーじゃないのか。同調すること

り、反省したり、乗り越えたりしながらいかない

を強要されたりとか、自分がいいと思っているこ

と、コミュニティは持続できないと思っていらっ

とをむやみに反対されたり、考え方を否定された

しゃいます。

りする時に、
「プライバシーの侵害」と言って怒
るわけです。
プライバシーって何だろう、って私は海部町に

【きれいごとではない、
リアリティの「性」と「業」】
絶対きれいごとを言わないんです。人間観察が

通っていてすごく考えさせられました。本当に知

うまいとイコールですけど、
人の性（さが）とか、

られたくないことはほんのちょっとのはずだって

業（ごう）っていうものを分かっています。人は

ことを気づかされました。どうしても知られたく

欲深く、誘惑に負ける、間違いを犯すものだって

ないこと、秘めておきたいこと、大事にしておき

ところからスタートして町づくりをしています。

たいことは誰しもあると思うんですけど、何もか
も知られたくない、ということにすると今度は社
会問題を予防するにはすごく困った状態になって
しまいます。
【契約を課さない、目先のきく損得勘定】

【想定外が起こる世の中】
想定外が起きるのが世の中だ、というのをもの
すごく大事に考えています。想定外のことがその
子に起きるかもしれない、となった時に何を武器
にできるのか。思考の柔軟性、心の弾力性です。

海部町がほかと違うのは契約というものを課さ

汎用性が高くて何が起きても、とりあえず使える

ない。
「人道的によほど許されないという犯罪以

わけです。どんなものがなくなっても、これだけ

外は構わない」と。よほどのことがあっても、何

は授けようという感じで子どもを育てている、と

をやっても見捨てられないという、
絶大な安心感。

いう気がします。

これがストレス、リスクから解放されていくと思
います。
一貫して言うのは「損得勘定」だと。自分の得

【まとめ】
日本で最も自殺が少ない町の話をしてきました

になると思うからこそやるんだと。すぐには自分

が、
コミュニティであれ、
企業であれ、
学校であれ、

の利益として跳ね返ってくるわけじゃないけど、

それからソーシャルネットワーク、人が集まって

一回社会の循環というものにぐるっと回して乗せ

起きるいろんな問題をどう対処していくかという

てみたときに、戻ってきたときにいいことがある。

ヒントが詰まっている町の話だと思います。皆さ

あるいはより大きな損というものから免れる。

んなりに、こっちに使ってみようとか、この中に

損得で考えて動くのが一番いい、持続可能性が
高い。助けてあげたいっていう気持ちとか、美し
い慈悲の心だけではなかなか立ち行かなくなるこ
とが大いにあるんだと。

これにつなげて考えてみようとか、そういうきっ
かけになったらうれしいと思います。 （編集部）
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若者の「電話離れ」
話題になっている若者の
「電話離れ」
。
一言に
「電
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広報委員

高 木 繭 子

かけるということはまずしない。彼女達にとって、

話離れ」と言っても、それには様々な側面がある

いきなりの電話というのは「不躾な」行為のよう

様に感じる。先ずはネット、電話は最終手段とい

だ。
（そういう電話をかけると「電話野郎」と呼

う彼らの選択の順位から言えば、電話を利用する

ばれてしまう。
）さらに、彼女達が通話するのは、

頻度は確かに低いし、私達“昭和世代”の電話の

とても限定的な相手とだけであるということ。友

使い方とは異なる。

人や一部の家族とは通話するが、例えば美容院の

そこで、実際に今の 10 代女子達の様子を見て

予約や、バイト先とのやり取り等は、よほどの緊

みると、彼女達は、友達とほぼ毎日無料通信アプ

急性が無い限りはほぼネットである。この様に、

リでの通話を楽しんでいる。時には、何人かで長

必要な用件を伝えたり、オフィシャルなやり取り

時間通話することもある。この「グループ通話」

を電話でするということには、抵抗があるようだ。

の場合、途中で誰かが食事や入浴のため、一旦会

「電話ちょっと緊張する」
「知らない人には電話し

話から「離脱」することもあり、用事を済ませる

たくない」
「知り合いじゃないと無理」など、要

と再び会話に参加するという、いわゆる出入り

するに彼女達にとっての電話とは、もはや「生活

自由なシステムなのである。私達が 10 代の頃に

に必要なツール」ではなく「レクリエーションの

は、長電話をして親に叱られるという経験が、多

ためのツール」なのだ。

少なりともあっただろう。けれども今の時代、電

そんな彼女達にいのちの電話について聞いてみ

話は一人一台なので、家電（イエデン = 家庭用

た。
「いのちの電話知らない」
「かけるの勇気いる」

固定電話）を使用することはなく、親の検問をス

「知らない人に電話するの怖い」
「死にたい時に変

ルーして、いつでも直接本人に繋がることが出来

なこと言われたらメンタル折れる」といった声の

る。しかも、料金は無料。これは、本当に羨まし

中、
「友達の友達が死にたいって言ってた時、い

い。今も昔も女の子がおしゃべり大好きなのは変

のちの電話に電話したけど、ずっとお話し中で繋

わっていない。よって、彼女達だってちゃんと長

がらなかった」というものもあった。実は彼女達

電話をしているわけである。

は、想像以上に「死にたい」相談を受けているの

では、昭和世代と何が違うのか ? 彼女達が電話

だ。自分が死にたい気持ちの時、ダイレクトにい

をする際、必ずと言っていい程「○時から電話

のちの電話を利用することは難しくても、友人の

しようね」と LINE で先に約束する。突然電話を

気持ちに応えたくていのちの電話を利用しようと

スマイルデーなごや
若者向けのイベントに毎年参加しています

いのちの電話大須観音チャリティバザー
境内でバザーや啓発活動
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れるかもしれない。

考えることはあるのかもしれない。
この様な若者達の思いを通して考えてみると、

「知人には知られ

ただ「電話離れ」という言葉だけで片付けてしま

たくない」ことだ

うのはいかがなものだろう。私達いのちの電話が

から知らない人に

若者に繋がるために出来ることは、まだまだある

助けを求めるとい

のではないだろうか。先に述べた様に、若者でも

う流れは、SNS で

自分の安心できる人には電話をかけるのだ。いの

も電話でも全く同

ちの電話が彼らに「安心できる電話」だと認識さ

じである。あとも

れ れ ば、 き っ と 彼 ら

う少し、私たち側

は電話をくれるだろ

から若者に向かって手を伸ばしたら、届く所に彼

う。 さ ら に、 彼 ら が

らは存在すると、筆者は感じている。

友達の希死念慮を抱

彼らが日々発信する「口コミ」の力は、下手に

え た 時 に も、 い の ち

お金をかけた宣伝広告よりも強い。もしも若者の

の電話の相談員はそ

中の何人かがいのちの電話に高評価を付けてくれ

の 思 い を 受 容 し、 傾

たとしたら、
「知らない人だけど緊張しなくてい

聴することが出来る。

い」イコール「安心してかけて大丈夫」ないのち

「友達の自死を防ぎ
たい」と悩んだ時に、
もしもいのちの電話
事務局花を咲かせています

魂の傾聴者有難う
北海道の書家 若山象風さんから
いただきました。

の存在を知っていれ

の電話として認識してもらうことも夢ではないの
では ?
やはり、先ずは繋がりやすい電話になるための
努力は必要不可欠ではある。

ば、電話をかけてく
賛助会員コーナー

リレーメッセージ
活動は、心ならずも疲れてしまった人の健康と

「いのちの電話の活動」に寄せて

自信を取り戻し、再挑戦のキッカケを提供する
ことに意義があると思う。この価値ある活動に

ミソノサービス株式会社
代表取締役

副社長

各務修造

対してご尊敬申し上げるとともに、賛助会員と
して今後とも寄与させていただきたい。
一方で、自省してみれば惰性で日々過ごして
しまっている自分もあり、恥ずかしいところ。

私たち人間は限られた時間のなかで、生き抜

今一度、気合をいれて「死ぬ気でやれよ、死な

くための戦いを日々行っている。そして「生き

ないから」と自身を奮い立たせなければいけな

る」ということは私たちの本能である。自らの

い。そんな覚悟でなければ超えられない壁は確

「死」を選択することは自然摂理に反すること

かに存在する。チャレンジできる健康と幸運に

であるが、奮闘空しく刀折れ矢尽きて疲れ果て

感謝しつつ、弊社経営理念である「世界最高の

ることもあろう。

働きがい」の実現に向けて、一層邁進していき

「いのちの電話」に関わられている皆様のご

たい。

名古屋いのちの電話
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ご援助ありがとうございます
2017 年 8 月 1 日より 11 月 30 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 回にさせていただいております。


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

飯尾啓子

岩田久夫

臼田治子

岡島博司

長岡利貞

前田豊子

宮之原弘

渡辺徹

浅井俊雄

植田望

黒田忠嘉

遠山千寿子

中野悦美

森岡鍮

朝倉建子

井上直美

遠藤伸子

太田泰子

河田いさを

小松徹

近藤和子

塩野貞美

鈴木淑子

寺田弘子

中出智恵子

福田忠徳

丸山佑史

山本幸江

寄付・個人
浅井恵子

浅野恵美子

井坂津矢子

石園和枝

石原容子

伊藤総俊

伊藤美佐子

大澤一矢

大山ひろみ

岡田和子

加藤厚子

加藤峯子

亀谷みどり

木本精之介

小板橋秀行

酒井裕子

佐野美奈

島しづ子

末松幸代

末本まき

田上文蔵

竹内宏子

田中丸義治・富紀子

豊田絢子

西村清

西山えつこ

野田義行

野村純一

畑野めぐみ

早川定子

藤野宏之

舟越洋子

水谷たかし

柳澤幸輝

山田初代

賛助会員

兼田智彦

川上厚成

小嶋真一郎

下村徹嗣
匿名 1 名

B

青山玄

賛助会員

C

法人会員・寄付

近藤直枝

ハヤシケイイチ
匿名 2 名

アイシン精機株式会社

天野エンザエム株式会社

株式会社泉製作所

株式会社エフエーエス

株式会社大竹製作所

株式会社三晃社

株式会社高木製作所

株式会社デンソー

株式会社東郷製作所

株式会社坂角総本舗

株式会社ラングローバル

武田機工株式会社

東和不動産株式会社

トヨタ自動車株式会社

豊田通商株式会社

トヨタ紡織株式会社

ホーユ株式会社

ミソノサービス株式会社

矢作建設工業株式会社

ユニー株式会社

寄付協力団体
日本基督教団春日井教会婦人会

日本聖公会名古屋聖マタイ教会

PSM 協力会

真宗大谷派崇覚寺

曹洞宗大昌山宝泉寺

養念寺

賛助会員・寄付の支援をお願いします
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。
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 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 ： 三菱東京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。

城北山専念寺

名古屋いのちの電話
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②「いのちの電話」の趣旨に賛同し、活動に参加でき

事務局だより

る方

◇ 26 期養成講座募集中

③無償ボランティアとして活動できる方

孤独や困難を抱え精神的危機に追い込まれ、一人で

④ご自身の健康管理に配慮できる方

悩み苦しむ人に電話を通じて寄り添い支援する「いの

募集人数 40 名程度

ちの電話相談員」を募集しています。

受講料前期

15,000 円

1 泊研修費

10,000 円

相談員は 1 年間の養成講座を受講し認定を受けたボ
ランティアです。
電話相談は 24 時間 365 日休みなく行っており、電

前期：2018 年 5 月～ 9 月
1 泊研修

15,000 円

①受講申込書（ホームページからもダウンロードできます）
②作文
「電話相談ボランティア応募の動機」1600字程度

話相談員が足りません。
研修期間

応募書類

後期

受講の可否は 4 月中にお知らせします
申込締切 2018 年 4 月 30 日㈪受講申込書と作文を郵

18：30 ～ 20：30

9 月 29 日（土）〜 7 日（日）

後期：2018 年 10 月～ 2019 年 1 月 18：30 ～ 20：30
実習研修

研修会場：みこころセンター（名古屋市中区丸の内 3-6-43）
応募資格

① 22 歳以上 65 歳以下の男女 学歴・職業は問いません
※ 70 歳で定年ですが、その後 5 年間活動を続けるこ
とができます

送して下さい

説明会：2018 年 4 月 5 日㈭ 18：30 ～ 20：00
みこころセンター

（養成講座の説明・ミニ傾聴講座）

問合せ・申し込み：

社会福祉法人愛知いのちの電話協会事務局
電話 052-508-8381

月～金 10：00 ～ 18：30

E-mail：info@nagoya-inochi.jp

〇事務局日誌 2017 年 11 月～ 2018 年 2 月
11 月 4 日㈯
大須観音チャリティイベント 10 時～ 14 時
11 月 6 日㈪
事務局会議・相談委員会
11 月 11 日㈯	一日研修 ＫＫＲホテル名古屋 自死遺
族支援学習会
11 月 20 日㈪ 広報 97 号発送作業
11 月 22 日㈬ 愛知県自殺対策会議・養成委員会
11 月 24 日㈮ ベルの会
11 月 25 日㈯ 東海ブロック研修会
11 月 26 日㈰ 福島寄り添い電話研修会：京都
11 月 27 日㈪ 運営協議会 18：30 ～
11 月 30 日㈭ 養成講座
12 月 4 日㈪
事務局スタッフ会議・相談委員会
12 月 7 日㈭
自殺ハイリスク者研修会・養成講座
12 月 9 日㈯
自死遺族支援学習会
12 月 14 日㈭ 養成講座
12 月 15 日㈮ 総務委員会
12 月 18 日㈪ 広報委員会
12 月 20 日㈬ 連盟電話相談事業委員会
12 月 21 日㈭ 養成講座修了式

12 月 22 日㈮
12 月 25 日㈪

ベルの会
名古屋市自殺対策計画策定会議・		
運営協議会
12 月 28 日㈭～ 1 月 4 日㈭ 事務局休業
1 月 9 日㈫
事務局会議・相談委員会・養成委員会
1 月 10 日㈬
広報委員会
1 月 11 日㈭
総務委員会
1 月 13 日㈯
自死遺族支援学習会・中京テレビ取材
1 月 20 日㈯
市民講座・理事、監事、評議員懇談会
1 月 21 日㈰
インターネット相談研修
1 月 22 日㈪
運営協議会
1 月 23 日㈫
連盟近畿東海ブロック会議：京都
1 月 26 日㈮
ベルの会
1 月 30 日㈫
養成説明会：みこころセンター
2 月 1 日㈭
養成委員会
2 月 8 日㈭
養成説明会一宮駅 i ビル
2 月 13 日㈫	養成説明会春日井勝川駅前
2 月 15 日㈭
養成説明会豊田プレステージホテル
2 月 19 日㈪
東海ブロック養成講座検討会
2018 年 3 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/

E-Mail info@nagoya-inochi.jp

相談電話 ☎ 052-931-4343（24 時間年中無休）
※ この会報は、共同募金配分金で作成しました
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