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はりまいのちの電話
相談電話

０７９-２２２-４３４３
毎日

14:00〜翌日１:00

自殺予防いのちの電話

０１２０-７３８-５５６
毎月10日

８:00〜翌日８:00

相談は無料です。内容の秘密は守ります。名前をおっしゃる必要はありません。

cool head but warm heart
金高医院院長精神科医
はりまいのちの電話養成講座講師

金髙

眞人

それぞれの人生には目標があると考え、養成講座ではよく富士山登頂に例えています。登りたいけ
れど麓で指を銜えたままのセンチメンタリストでいるのも一つ。遅い足取りでもいつのまにか湖を眼
下にして、体力・気力を配慮しながら登り続けるロマンチストでいるのも一つ。人生一度とロマンを
目指す場合、高所という現実を知っての情報収集、道中の準備は大変ですが、自分で受け止め決断し
ていかねばなりません。
相談員の方のお話では、相談者との距離が近づきすぎると一緒に沈みそうになる場合もあるようで
す。巻き込まれ過ぎて、燃えつきもあり得ます。SecondaryTraumaticStress(STS)ともとらえられま
す。相談者の話に真剣に向き合い受け止め、揺さぶられながら共感している自分を外から冷静に眺め
るのも研鑽と考えます。尾根道を進む姿に重なります。弦楽器の弦の張り具合で、奏でられる音色は
心打つものとなりえます。相談員の方の、セルフケアも調律に近いと考えます。又一人で支えようと
力まず、その相談者を支える、人の輪も大切です。お神輿を一人では担げないのですが、衆のその一
人にはなれます。みなさん苦労は多いと察しますが、STS＋Post Traumatic Growth=Secondary Post
Traumatic Growth(SPTG)という見方から、各自で成長を感じていかれることと思います。
私事ながら、音符も読めないのに数年前から楽器をはじめました。今年の七夕の演奏会は中島みゆ
きさんのê糸ìで、歌詞のどこにいたの 生きてきたの 遠い空の下逢うべき糸に 出逢える
ことを 人は 仕合わせと呼びますにひかれました。一方、師匠から最近ペンタトニック・スケー
ルなるアドリブの基本を教わり、視界が少し広がりました。電話での相談を受けることにも言えます
が、現実への直面に際し、ぶっつけ本番で何か変化が起きるかもしれません。
ある種の精神病理から、過剰なSOSの発信をされ、援助者との間に陽性転移から激しい陰性転移
を呈する事例についての聴講は、丁寧にされることをおすすめします。
いのちの電話が、双方に安全なactive listeningの場として、また窓口業務に終わらぬものとして、
さらに当事者にとり安心して利用できるものとして貴重なものであることを痛感します。

表紙写真提供者
伊藤克彦 氏

ギンエーフォトサロン代表の傍ら、写真塾の講師とし
て活躍。易しい写真作品の作り方を指導されています。
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電話相談員としての思い
いろいろな言葉で思いを語る声が聞こえてきます。追い詰められてせっぱ詰まった状況やその気持ちをイメー
ジしながらひたすら耳を傾けます。その人が持つ治癒力を信じて…
傾聴ボランティアって何？ê聞くìではなくê聴くì？心で聴くって具体的にどうすること？素人でも出来
る？そんな言葉にひかれて始めた活動です。
ボランティアは突き詰めると結局は自分のためにする活動だと思います。実際、電話相談員としての資質向上
を目指す研修を続けていくなかで、より深く自分自身を知ること、自分の気持ちに耳を傾けることが大切だと思
うようになってきました。
今、ここに、28年の歴史と伝統を持つ組織と電話相談員の絆があります。
ひとりでも多くの仲間が増えたら嬉しいです。

（ライスボール）

共に在る、ということ
全身を耳にして聴く。腕をひろげてしっかりと相手を受けとめ、ふんわり返していく。沈黙も大切にする。し
かしながら、気持ちが伝わってこない、自分の力ではどうにも受けとめ切れない場合もある。毅然とした態度が
必要な時もある。あくまでも、その人自身のなかにある答えを、共に

ゆっくり探るため、手助けとなるような

質問も挟む。あいづちが、時に感情をこめた大きなものになったりもする。ほんの少しでもその人の気持ちが楽
に、軽くなるように、力むことなくそっとそばに居るような気持ちでついていく。受けとめながら感じたことを
私には、こんな風に伝わってきますよと、流れのなかで返すこともある。そうするうち、相手のなかでも何
かしら響くものがあるのか、縛りが解けて、こわばったものが ふと緩むのを感じることがある。そんな時、
我々の日常そのものが傾聴に活きるのを実感する。ひとや自然との関わりのなかで、あるいは様々な音や色・か
たち〜音楽・絵画・読書・スポーツなど等〜あらゆるものに触れて、何を、どう、感じるか。同じ経験が無いか
らわからない、経験があるからわかる、ということだけでもないように思う。まっさらな状態で相手の存在を感
じ、
いま・ここの思いにつきあっていく。
時代が変化するにつれ訴えも多様化する。ひと様の人生の、ほんのひとときを共にさせていただくことで、私
自身に対する気付きも数多く生まれる。又、仲間同士の交流や学び合いのなかで支えられ、大きく感化されるこ
ともある。
何ごとも柔らかく受けとめられる感性を磨き、相手にも自己にもしっかりと向き合えるタフな自分を作ってい
きたい。

（てるてるぼうず)

ある日の事務局に寄せられたメッセージ
はりまいのちの電話

関係者の方々へ

東京で13才の女子中学生が電車に二人一緒に飛び込み自殺をするというニュースを知り、心を痛めてお
ります。皆様の一生懸命努力されている中で、またもこういった事が起こってしまいました。非常に残念
な気持ちで一杯だと思います。
自分は何が出来るんだろうと思いましたが、どうすることもできません。しかし相談員の方や事務局の
方々の支援なら少しぐらいは出来るかなと思い続けております。ほんの少しの気持ちですが、お役に立て
ればと思い寄付させて頂きます。
日本から自殺者が少なくなる事を願い、皆様の活動が実のあるものに成ることを祈っております。
お体には十分に気をつけられて益々励んでいかれる事を願っております。宜しくお願い致します。感謝
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 電話相談受信状況 
2015年１月から12月までの１年間のはりまいのちの電話の受信件数は、通常電話は6,630件と毎月10日の自
殺予防フリーダイヤルは491件で合計7,121件（前年は7,462件）でした。
自殺傾向率（※）は12.9％でした。

内容別受信状況

年代別男女別受信状況

※自殺傾向率とは、自殺念慮、危険、予告・通告、実行中の割合
※人生とは、相談内容が孤独、生き甲斐、生き方に関する内容
精神はうつ、統合失調症、その他精神的な疾患等に関する内容

月別件数（2015年10月∼2016年３月）
2015年10月

11月

12月

2016年１月

２月

３月

通常電話

565

581

636

565

580

560

ＦＤ件数

38

48

31

50

37

42

合

603

629

667

615

617

602

計

はりまいのちの電話

公開講座のお知らせ

精神障がいを持つ親の元で育つということ
∼家族・当事者として、そして児童精神科医として
な つ

2017年３月19日（日）
開場:13:30

開演:14:00

会場

イーグレひめじ ３Fあいめっせホール

入場

無料
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講師

か り

い く

こ

夏苅 郁子氏

演者略歴
児童精神科医、医学博士、精神保健指定医
やきつべの径診療所
著書：心病む母が遺してくれたもの
∼精神科医の回復への道のり 等

支援者からのメッセージ
株式会社ベンハウス
代表取締役社長 尾上

大輔

私は小学校のころよくカトリック姫路教会、淳心学院、賢明女子学院へとセミ捕りに通ったものです。放課後
であればどこへ入っても注意されず、最高の遊び場だったなぁ。神父さんシスターさんは、いつも笑顔で迎えて
くれました。本当は７日しか生きない生命を殺生してなんて思っておられたのでしょうか。なんて優しい人
ばかりです。カトリックさんは叱らないのです。これが神社とかお寺と違うところ、神主さんと坊さんにはよく
叱られた思いがある。これって和風と洋風の違いなのでしょうか？神に仕えた人と神と歩む人の違いだろうか？
その後、縁あって淳心学院中学校へ進学しました。中学校には宗教の時間がありミサとかクリスマスは、ザビ
エル館を訪れました。うす暗いなか２階のステンドグラスが神秘的でした。ザビエル館の隣にはエンマウス
という喫茶店が出来ました。神父さんが運営され一杯50円のコーヒーを飲ませていただきました。その後ザビエ
ル館が建て替えられ現在の白い鉄筋コンクリートの建物に生まれ変わりました。左手にはTOKIというレストラ
ン、右手にはキリスト教用品が買えるお店がありました。
そんな頃、姫路にもいのちの電話が誕生しました。神父様のご協力のもと、ボランティアさんが、行きづ
まった人たちの悩みを、夜ふけまで電話で相談にのっておられる。そのおかげでどれだけの方たちが思い直し、
また再出発の励みを頂いたことでしょう。愛のある
すばらしい博愛貢献です。はりまいのちの電話
はその活動に賛同された企業と個人の方々の貴重な
ご寄付により運営されています。私ども株式会社ベ
ンハウスも小額ながら毎年納めさせていただいてお
ります。会報の中で寄付者の一覧が掲載されており
ますが、いずれの皆様もすばらしい方々、すばらし
い企業様ばかりですので、その中に弊社も名前を並
べていただき、我々もそうしたメンバー様に、加え
ていただいた感謝と誇りを感じています。子供のこ
ろよりお世話になった事の恩返しが少しでも出来た
らありがたいことですね。これからもはりまいの

正しい事務機屋

ちの電話がますます地域に貢献できますよう弊社

姫路市南条637

もマイビジネスに磨きをかけて応援させていただき
たく願っております。

株式会社ベンハウス

ＴＥＬ 079-222-5500
ＦＡＸ 079-222-5501
職種オフィス機器販売www.benhouse.co.jp

資金ボランティアを募集しています
はりまいのちの電話は、この活動を理解して下さる方々からの温かいご支援により成り立っています。相談員の養
成講座、各種研修会、広報活動などの資金が必要で、相談員は交通費なども自己負担です。資金ボランティアとし
て私たちを支えて下さいますようお願い申し上げます。
◯維持会員（何口でも結構です）
個人会員 2,000円／年
団体（法人）会員 10,000円／年
◯一般寄付 金額は限定いたしません。
◯送金先 ゆうちょ銀行 郵便振替 01150-6-74302 社会福祉法人 はりまいのちの電話
※当法人への寄付金については、社会福祉法人への寄付金として、税制上、寄附金控除の優遇措置があります。
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ボランティア委員会より
◆2015年度各委員会事業報告
★企画委員会
公開講座の企画及び開催
★事業委員会
内部での粗糖・チョコレート等の物品販売を実施
収益は法人の収入に計上
★相談員委員会
継続研修グループと運営委員会との連絡
★広報委員会
６月 広報誌56号発行 12月 広報誌57号発行
ホームページの更新
★財務委員会
財政を適正に運営

★研修委員会
継続Ｇ研修、個人ＳＶ
31期個人ＳＶ
32期仮認定Ｇ研修、個人ＳＶ
33期後期養成講座カリキュラム作成、
面接、研修、実務実習、個人ＳＶ
34期前期養成講座カリキュラム作成
アドバンス６期（２年目）研修
全体研修（１回）
フリーダイヤル（事前・事後）研修
★統計委員会
①受信記録カードの入力作業の実施
②広報誌用の統計関係記事を作成

◆2016年度各委員会事業計画
★企画委員会
①公開講座の企画及び実施
②PRイベントについての検討
★事業委員会
粗糖・チョコレート等の物品販売予定
収益は法人の収入に計上
★相談員委員会
相談員の親睦及び意思疎通
★広報委員会
６月、12月 広報誌発行予定
ホームページの更新
★財務委員会
財政の適正運営

★研修委員会
継続Ｇ研修、個人ＳＶ
32期個人ＳＶ
33期仮認定Ｇ研修研修、個人ＳＶ
34期後期養成講座カリキュラム作成、
面接、研修、実務実習、個人ＳＶ
35期前期養成講座カリキュラム作成
アドバンス６期（３年目）研修
全体研修企画 フリーダイヤル研修
★統計委員会
①受信記録カードの入力
②受信件数を集計
③広報誌用資料の作成

事務局より
◆2015年度財務報告（資金収支決算
資
項 目

予算）
金

収

支

計

2015年度予算 2015年度決算 2016年度予算

事業収入

経 維持会費収入

常
活 寄付金収入
動 経常経費補助金収入※
収
入 雑収入

書

項 目

747,000

2015年度予算 2015年度決算 2016年度予算

780,000

738,000

事業費支出

2,190,000

2,083,400

1,890,000

1,300,000

2,343,958

1,500,000 経 人件費支出

2,500,000

2,400,658

2,500,000

1,687,000

1,258,318

1,455,000

2,021,053

1,759,000

2,300,000

2,367,363

1,500,000 活 事務費支出
2,300,000 動 次年度繰越金

0

329,008

76,000

75,000

122,784

3,000

3,696

3,000

6,145,000

6,834,119

6,225,000

6,145,000

6,834,119

6,225,000

受取利息配当金収入
経常収入（計）

算

常

支
175,000 出

経常支出（計）

※兵庫県･敬愛街づくり財団・ひようごボランタリー友愛基金を含みます。

◆役員名簿（2015年４月３日∼2017年４月２日）
理

事

長：福田和臣

理事評議員：福田和臣
評

議

中川憲一
監

伊藤大典

員：アンドレ・ブルカルト
事：長谷川三夫

林 叔子

菊川

豪

竹居洋子

英 一雄

ヨゼフ・アントニオ・イズコ
大坪正幸

田中節子
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石井要子

山本清輝

菊井

金治基勝
豊

中山純子

社会福祉法人

はりまいのちの電話
(2015年12月１日〜2016年４月30日)

2015年
12月10日 日本いのちの電話連盟理事会（東京）
12月12日 相談員全体研修会コラージュ 講師：研修委員
2016年
１月25日 日本いのちの電話連盟近畿・東海ブロック会議（名古屋）
２月２日 自殺対策にかかる緊急対応関係機関連絡会議（姫路市保健所）
２月21日 厚生労働省補助事業
自殺予防いのちの電話講演会（淳心学院 心城館）
生と死の分かれ道 ―生きることと死ぬこと―
講師：鑪 幹八郎氏
ミニコンサート 歌手：多田周子氏
２月24日 2015年度第２回評議員会・第３回理事会
３月22日 兵庫県自殺対策連絡協議会（神戸）
３月25日 ＪＲ西日本あんしん社会財団 平成28年度公募助成贈呈式（大阪）
３月29日 フリーダイヤル事後研修会
４月９日 第34期開講式・オリエンテーション 第33期仮認定式 第32期認定式
第33期養成講座(後期)１/10
第34期養成講座(前期)４/９

１/24 ２/14
４/23

２/28

３/14

毎月10日には、自殺予防いのちの電話フリーダイヤル参加
その他 運営委員会、事務局会議、継続Ｇ研修、第６期アドバンスＧ研修を月１回開催
各種ボランティア委員会適時開催

2016年度事業計画（2016.４.１∼2017.３.31）
４月〜５月

第34期−前期 開講式
第32期認定式 第33期仮認定式
自殺予防いのちの電話（４/10・５/10）
理事会 (５/11)
日本いのちの電話連盟総会、
理事長・事務局長合同会議（５/27）
全国事務局長研修（５/28）
６月〜８月 広報誌第58号発行
相談員全体研修会（６/４）
第１回兵庫県内電話相談機関等情報交換会
フリーダイヤル事前研修会(６/18)
自殺予防いのちの電話
(６/10・７/10・８/10）
９月〜11月 第34期 後期 面接・開講式・一泊研修
自殺予防いのちの電話
(９/10・10/10・11/10）

12月

日本自殺シンポジウム
電話相談員全国研修会
（９/15〜９/17 奈良）
第35期受講者募集
広報誌第59号発行
自殺予防いのちの電話（12/10）

≪2017年≫
１月〜３月 自殺予防いのちの電話
(１/10・２/10・３/10）
公開講座 講師 夏苅郁子氏 (３/19)
フリーダイヤル電話相談員事後研修会
その他

アドバンス６期Ｇ研修会（全10回）
相談員グループ研修会（全10回）
運営委員会（毎月１回）
各種ボランティア委員会（適時）

相談員募集

永田萠さんとＪＲ西日本あんしん
社会財団のご協力により、リーフ
レット、カードができました

あなたも受話器を握るひとりになりま
せんか？
お問い合わせは事務局まで
社会福祉法人

はりまいのちの電話 事務局
〒670-0012 姫 路 市 本 町 68 番 地
ＴＥＬ.ＦＡＸ（０７９)２８８-５０９９
http://www.harima-inochi.jp

発行人 福 田 和 臣
編 集 広報委員会
※この事業は一般財団法人敬愛まちづくり財団の助成を受けて実施しています｡
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