広報誌

63

第
号
2018.12

はりまいのちの電話開局30周年
はりまいのちの電話
理事長

福田

和臣

はりまいのちの電話がこの姫路を中心とするはりまに開設されて30年になりました。開局30周年の
式典を盛大に催すことが出来ましたことを心から感謝申し上げます。
30年という長きにわたり、この活動を支えていただいた兵庫県をはじめ地元姫路市や関係自治体の皆様
には深い感謝の念を禁じ得ません。
そして何よりも活動を実際に担ってきていただいた相談員の方々のボランティア精神に改めて感謝と敬
愛の思いをお伝えしたいと思います。
さて、この30年は私たちにとってどのような年月であり、これからの30年はどこへ向かおうとしている
のでしょうか。正直わからないと言うほかありません。強いて言えば拮抗の時代であると思います。
戦争と安穏、競争と調和、共生と排除、デジタルとアナログ等々が各々の思想を強化しながら登りつめて
いっているように思われます。
そんな社会の影響を受けて私たちも右往左往し、統合と分裂を自らの中で繰り返しつつ、日常生活を送
っています。地域社会と個人はつながりを求めながら地縁、血縁、会社縁等から無縁化していくようです。
私たちは孤立感を深め、疎外の思いを強めているにも関わらず、表向きは便利さや繁栄、文明を享受し
ているのではないでしょうか。
いのちの電話の受話器を通してそんな社会の一端を感じることがあります。悩み、迷い、自らの存在の
承認と向き合おうとしている人たちがおられます。時にはいのちの電話への苦情や叱責の向こうにひそん
でいるかもしれません。
相談員はより専門的な力量を得ながらも職業的としてではなく、同じ立ち位置に立つ生身の人間として
寄り添っています。希望と希望の間に立ち、深い渕を見ている人に対し、よき隣人として寄り添おうとし
ています。
30年後にはインターネットなどの通信技術も進んでいくでしょう。ＩＴの進化は相談分野にもあらわれ
て、コーラーの課題をすばやく察したり、望むような言葉をもつようになるかもしれません。しかし、そ
んな時こそ生身の生活者としていのちの電話は力を発揮するのではないでしょうか。
心新たにして、40周年、50周年を目指して歩んでいきたいと思います。

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

０１２０-７８３-５５６
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。

祝

はりまいのちの電話開局30周年

記 念 式 典
はりまいのちの電話は2018年５月10日に開局30周年を迎えました。
10月６日(土)

イーグレひめじアートホールに於いてはりまいのちの電

話開局30周年記念式典を開催し、全国から約100人が集まり、30年のあゆ
みを振り返りました。
理事長

福田和臣からのあいさつ

で始まり、増田和郎事務局長による
はりまいのちの電話30年のあゆみ、来賓の祝辞では、兵庫県知事
（兵庫県健康福祉部障害福祉局長 羽原好一氏

代読）、姫路市長 石見

利勝氏、姫路市医師会副会長 石橋悦次氏、カ
トリック淳心会 アントニオ・マルゴット神父
増田事務局長

様よりご祝辞を賜り、兵庫県知事様から、知事
表彰を受けました。

来賓の皆様をご紹介した後、
はりまいのちの電話を開局当初から支えて頂きまし
た前理事長 小西美典様、理事

菊川豪様、理事

竹居洋子様、前監事

長谷川三夫様、

カトリック淳心会、カトリック姫路教会の６名に感謝状を贈呈し、相談員継続10年以上
の相談員には、感謝状が贈られました。記念講演では、菊川豪理事から、イラン武装集
団による拉致被害者のケアに当たられた貴重な経験をお話いただきました。

記念品（楯)

兵庫県知事表彰を受けました
兵庫県知事表彰を受けました

30周年記念品
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記念祝賀会
バイオリン、ビオラ、チェロ、フルートの四重奏団
ルフトムジカによるウェルカム演奏で参加者を出
迎え、増田事務局長の歓迎のあいさつで開宴。
日本いのちの電話連盟理事長堀井茂男氏よりご祝辞
を賜り、竹居理事の乾杯のご発声のあと会食、歓談に
入りました。ルフトムジカの皆様の生演奏を聴きなが
ら、優雅で和やかなひとときの中、各センター代表の
方々（川 崎、関 西、京 都、奈 良、和 歌 山、鳥 取、神
戸）よりメッセージをいただきました。皆様からのお
祝いと励ましのお言葉に感謝です。

ルフトムジカの皆様による演奏

最後は、全員で合唱です。
曲目は、ビリーブ、365歩のマーチ。
指揮は英理事、ルフトムジカの皆様による演奏に合
わせての合唱。なつかしい365歩のマーチを参加者
全員が思いをこめて歌いました。
最後に、菊井評議員による閉会のあいさつをもって
英理事の指揮に合わせて合唱

祝賀会を終了しました。

感 謝
1988年５月10日にはりまいのちの電話が開局して以来、多くの方々の温かいご
理解とご支援により、30周年を迎えることができました。これまで多方面に支えてく
ださいました関係者の皆様に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
今後とも皆様のご理解、ご支援をよろしくお願い申し上げます。
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はりまいのちの電話開局30周年おめでと
うございます。
相談員に認定していただいて18年が経った。

相談員の声

この期間は、子育て、子供の結婚、自身の病気
や退職と大きく流れが変わった時でもある。そ
の中でも弛まず、挫けず過ごせたのは、この時
間があったからだと考えている。
同じ立ち位置で聴くことの難しさは、何年経
っても変わらないが、心動かされる時間を持て

∼ 開局30周年に寄せて ∼

た時は、続けてきて良かったと感じる。
電話を取ることによって、物事、の捉え方や
自分の思考の偏りに気付き、続けることの重要



性、大切さを教えられた。

数々の出会いがありました。相談室

日々の反省を含めて振り返る時間を持ち、こ

の内外でたくさんの方々に支えて頂い

れからも続けていきたいと考えている。

て今があること、有難く思っておりま
す。
かけ手の声に、ある時は虚しさを覚
え、ある時はその人なりの頑張りを思



30年もの間、多くの方が支えてくださり、今の私達

い、またある時は切なさや温もりを感

につながっているということをとてもありがたく思い

じつつ受話器を置く。さまざまな人の

ます。

生きるかたちに触れながら、自分自身

寄り添いたい、聴こう…と思っているのに、そうで

が深く掘り起こされるのを感じます。

きていない自分に落ち込むことばかり。でも、いろん

そんなリアルな時間を大切にしなが

な考えや思いを否定することなく受け入れながら、た

ら、これからも続けていきたいと考え

くさんのことに気づかせてくれる相談員の方々との研

ております。

修や語らいは、私の心の深いところで大切なものを見
失わないためのよりどころとなっています。
頭ではわかっていても自分のもっている器以上のこ
とはできない、少しでも受話器の向こうにいる方の思
いに寄り添えるよう、感性をみがき人としての器を大
きくしなやかにしていきたいと願っています。

 ボランティアって何？
うすること？

聞くではなく

素人でも出来る？

聴く”？

心で聴くって具体的にど

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。
相談者を通して自分の内面を見つめていく、自分探し、未知の自分に出会うと
いう、ちょっと深い心の作業をしています。
受話器を通して、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
られて切羽詰まった状況やその気持ちをイメージしながら、今ここで、ひたすら
耳を傾けます。その人が持つ治癒力を信じて…。
30年の歴史と伝統を持つ組織と電話相談員の絆に支えられて、ここまで続けて
こられたように思います。
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あなたも話を聴く人に…
いのちの電話相談員とは
⑴はりまいのちの電話は、毎日午後２時から午前１時まで、年中無休で相談を受けています。
相談員は月２回（１回４時間程度）の電話を担当しています。
⑵認定後も継続的に研修が必要です。
⑶相談員は電話相談にあたるほか、広報活動やボランティア委員会などに参加してはりまいの
ちの電話の事業を支えます。
⑷この活動に関しては、ボランティアとして無給（交通費も自己負担）を原則とします。

〈基礎養成コース・前期の概要〉※詳しくは募集要項をご覧ください。
《講座期間》

４月より８月迄

《受 講 料》 基礎養成コース

月２回土曜日15時〜17時

《研修場所》 カトリック姫路教会

前期

《定

２万円

１年目

員》 50名

２年目

基礎養成コース

前期

後期

４〜８月

９〜３月

面接・審査

仮

認

３年目以降

定

認

定

仮認定グループ

電話相談員

・月１回２時間の研修

・電話当番（月２回）

・電話実習（月２回程度）

・継続研修（月１回）

審査

審査

2019年度前期カリキュラム概要
《申込方法》本誌８頁の養成講座申込書に必要事項を記入し、３月30日(土)までに郵送またご持参ください。ただし定員に達し次
第締め切ります

2019年
４月13日(土）
４月20日(土）
５月11日(土）
５月18日(土）
６月８日(土）
６月15日(土）
７月６日(土）
７月20日(土）
８月３日(土）
８月17日(土）

内容・講師

（午後３:00〜５:00）

ボランティア−共に生きる−
長尾 文雄（関西いのちの電話養成講座講師・大阪女学院大学・短大講師）
現代のストレス社会を考える
金髙 眞人（金高医院院長・精神科医）
中高年の危機
荒木 峰生（菊川荒木内科心療内科院長・精神科医）
カウンセリング ①
Sr．田中かよ子（聖母奉献修道会会員・はりまいのちの電話養成講座講師）
ライフサイクルと発達課題
畠中 宗一（関西福祉科学大学教授・大学院社会福祉科学研究科長・大阪市立大学名誉教授）
こころを病むとは
本多 正道（本多クリニック院長・精神科医）
ＤＶについて〜 現状と支援者に求められること
徳永 桂子（ＮＰＯ法人女性と子どもセンターウイメンズネット神戸）
人間の性
平田 眞貴子（京都いのちの電話常務理事・同ボランティア委員長）
ひきこもり・依存症など現代の心の病について
阪田 憲二郎（神戸学院大学教授・神戸いのちの電話研修委員）
カウンセリング ②
井上 光一（姫路獨協大学教授・臨床心理士）

※相談員になるためには、前期講座を７回以上出席し審査を受け後期講座に進み、それぞれの課程の審査を経て正式な認定を受けます。
※上記の図参照（前期コースには年齢制限はありませんが、後期コース受講生は20歳以上を対象とします。）
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支援者からのメッセージ

開局30周年お祝い申し上げます
有限会社

東光印刷

代表取締役社長 岩國潤一郎
社会福祉法人はりまいのちの電話様は1988年５月に創設され、本年開局30年を迎えられました事、
関係者の皆様には心からお祝いを申し上げます。そして弊社も貴社創設以来、会報や記念誌その他の
印刷物を受け賜わり大変お世話になりましたこと、厚くお礼申し上げます。また、はりまいのちの電
話様の活動は全てがボランティア活動であり、皆様の活動に対して深く敬意を表したいと思います。
ある日夕方電話相談員の方にお目に掛かったときご自宅はどちらですかと尋ねると遠く20〜30
キロ以上離れた地域の方がいらっしゃいました。自宅に帰り着かれるのは夜中２時前後になり大変な
活動のように思いました。また他の相談員に大変な活動ですねと伺ったところ自己を磨く事が
出来、生きがいを感じる事も出来ますと活動に対し誇りを持たれたお答えでした。私が予期しない
お答えでしたので、改めて相談員の皆様の、考え方の素晴らしさに感銘を受けた次第です。
現在自殺者の数は交通事故死より何倍も多く、学校でのいじめからの自殺、近年の社会情勢でのス
トレスや悩み等で自殺者も多いと伺っています。なかなか誰にでも相談出来ない悩みを持っておられ
る方々に、電話相談員様が耳を傾け、心を受け止めてあげる事により相談者の苦しみが解消されて行
くのだと思います。電話相談の中には相談員の方々が体験された事の無い内容や、研修を積み重ねて
おられても難しい相談も多々あると思いますが、孤独の中にいる方々の良き理解者、支援者としてご
活躍される事を願っています。
また、はりまいのちの電話様の運営活動も、多くの温かい資金ボランティアにより支えられている
ので、弊社も微力ながらお力添えが出来るように努めたいと思います。
私事ですが、弊社は創業以来40数年間カトリック関係のお仕事でお世話になって来ました。私自身
はJR西日本を定年退職し弊社に入社して12年目ですが、入社当時何もわからないながら、ご依頼の
打ち合わせや納品等で、はりまいのちの電話事務局にお伺いした時、皆様には温かく親切にして下さ
った事、つい最近の様に思い出します。また印刷物作成に当たり弊社担当者との打ち合わせの際には
何時も優しく対応して頂きまして大変感謝致しています。これからも一層ご愛顧頂きますようお願い
申し上げると共に、はりまいのちの電話様の益々のご発展とご活躍をお祈り申し上げます。

統
月別受信件数

計

報

告

(2018年１月〜2018年９月)

（件)

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

合 計

話

490

553

501

547

552

571

553

543

495

4805

フリーダイヤル

43

49

42

36

43

42

41

31

42

369

合

533

602

543

583

595

613

594

574

537

5174

通 常

電

計
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自殺予防いのちの電話講演会
予防いのちの
予防い
のちの
のち
会

厚生労働省補助事業
社会福祉法人

(2018年４月１日〜10月31日)
４月14日

はりまいのちの電話 定期公開講座

〜映画上映会〜

第34期電話相談員認定式
第35期電話相談員仮認定式
第36期電話相談員養成講座―前期―
開講式・オリエンテーション

５月25日
〜26日

日本いのちの電話連盟

これからが、これまでを変えていく

理事長・事務局長会議（東京）

６月４日 2018年度

林

第１回理事会

自殺予防キャンペーン
第43回日本自殺予防シンポジウム

10月６日

開局30周年記念式典･祝賀会 知事表彰

10月18日

いのちの電話相談員全国研修会

綿引勝彦 ／ 市原悦子

©2016「しゃぼん玉」製作委員会

２月 3 日（日）

2019年

(イオンモール姫路リバーシティ）
９月23日

相島一之

…

９月11日

しゃぼん玉はさぁ︑

社会福祉法人指導監査

その場所にいたいって思っても︑

姫路市自殺対策計画策定部会

８月９日

地面に着いた瞬間︑

８月２日

ぱちんて弾けちゃうんだ︒

兵庫県自殺対策連絡協議会

だから︑風に吹かれて︑

７月26日

実績報告会

﹂
﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂﹂
…

2018年度定時評議員会

…

敬愛まちづくり財団

６月25日

ふらふらするしかねぇ

フリーダイヤル事前研修会

６月25日

でも︑俺︑もうそれじゃあ

６月16日

藤井美菜

﹁婆ちゃん

６月７日 講演会はりまいのちの電話の活動
について(医師会看護専門学校）

遺都

原
作：乃南アサ『しゃぼん玉』（新潮文庫刊）
主 題 歌：秦 基博「アイ（弾き語り Version）」（OFFICE AUGUSTA）
脚本・監督：東 伸児

入場無料

(奈良県橿原市）

〜20日
10月22日

にいがた大会

姫路市文化センター

上映 10：30より上映(108分)
時間 (10：00開場）

会場 小ホール
(姫路市西延末426‑１)

５名出席

2018年度 第２回理事会

※映画終了後に「電話相談員募集説明会」があります

第36期電話相談員前期養成講座
４月から８月まで月２回土曜日実施
第36期電話相談員後期養成講座
９月から2019年３月まで月２回土曜日実施
※４月10日より毎月10日には、
自殺予防いのちの電話
フリーダイヤルに参加。
その他 運営委員会、電話相談員継続Ｇ研修、相談員カ
フェを月１回、また研修委員会、統計委員会などの各種
ボランティア委員会
30周年実行委員会及び事務局会議を適時開催。

編集後記
広報誌63号は開局30周年記念の記事を盛り込み、多くの方々には
りまいのちの電話の歴史を感じていただきたい思いで編集しました。
30年という長い年月は、たくさんの先輩方が同じ志を持ち、電話相
談活動の灯をつないでこられた大切な歴史です。私たちは受け継がれ
てきた歴史を、これからの人たちにつないでいく役割を担っているこ
とをしっかり受けとめ、初心を忘れず、10年後、20年後へと続けてい
きたいと思っています。

発行：社会福祉法人はりまいのちの電話
発行者：理事長 福田和臣
編集：広報委員会
発行日：2018年12月
事務局：〒670-0012 兵庫県姫路市本町68番地
TEL･FAX(079)288-5099
http://www.harima-inochi.jp
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第 37 期 電 話 相 談 員 養 成 講 座 申 込 書
生
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月
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名

住

年

）

年

・
電
話

会社員・公務員・教員・自営業・主婦・その他（

日

（

令
歳

）

性

別

男・女

−

）

※この広報誌はひょうごボランタリーの助成を受けて作成しています｡
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