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－24時間眠らぬ電話を目指して－　　島根いのちの電話

毎月10日は日本いのちの電話のフリーダイヤル　24時間無料です。

ひとりぼっちで悩まないで…

全国共通番号

毎週土曜日は翌朝まで、連続して受けます。
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相談電話 0852-26-7575

島根県共同募金会テーマ募金「島根いのちの電話」に、ご協力をお願いいたします。 3/31まで



　コロナの与える影響について
―コロナの影響が何にどのくらい出てく
るのかについては、現状では明確には言え
ませんが、こういう急激な社会の変化やス
トレスフルな出来事があった時に、最初に
影響を受けるのは、すでにそれまでに困っ
ている人達です。
　病気や障がいのある人、経済的に困窮し
た人など、元々支援の中でどうにか生活す
ることができていた人達が、フィジカル
ディスタンス（物理的、身体的距離を置く
こと）のせいでこれまでの支援が受けにく
くなる、収入が減ったり仕事を失なうなど
直接的な生活上の影響。さらには、外出自
粛で気晴らしができなくなりストレスが増
える。元々不安が強い人がさらに不安が高
まって、コントロールできなくなる。
　そういう普段から支援を必要としている
人達こそ、私たちがまず気にすべきだと思
います。

　芸能人の連続自死　報道について
―人気俳優の自死が、メディアでセン
セーショナルに取り上げられました。
　憶測に基づく噂話のような取り上げ方
は、まるで一つの問題だけで自死という選
択がなされたかのような報道となります。

この短絡化した問題解決をみんなが鵜呑み
にしてしまい、問題の複雑さやそれに応じ
た多様な支援には及ばないことが心配で
す。
　もう一つは、そもそも「自死」「自殺」
という言葉が一般的に広まるだけでも、既
に追い詰められている人達にとっては、最
後の手段、解決方法として頭に浮かびやす
くなり、抵抗が減るという問題点がありま
す。
　WHOは、マスメディアが自死自殺の報
道をする場合の報道ガイドラインを設けて
います。大々的に報道しない、新聞であれ
ば、一面で取り扱わない、センセーショナ
ルに取り扱わないなどです。遺書の内容を
全文公開するのはもってのほかです。
　このガイドラインでは、支援のあり方も
同時に報道しなさい、と書いてあります。
実際、新聞では、「いのちの電話」を初め
とした、様々な相談機関を紙面の最後に、

コロナ禍の電話相談を考えるコロナ禍の電話相談を考える

　昨今のコロナ禍の中、自死者数が大幅に増加していることに心を痛めてい
ます。島根いのちの電話広報委員会は、島根大学医学部精神医学講座の稲垣
正俊教授にオンラインによるインタビューを行い、この困難な時代の「いの
ちの電話」の役割や課題について聞かせていただきました。

（統計情報には、自殺の表記を発表資料のまま使っています。）

聞き手：島根いのちの電話広報委員会（2020年11月）

島根大学医学部精神医学講座
稲垣正俊教授　インタビュー
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お約束のように付けるようになってきまし
た。テレビも同様です。何もないよりはよ
いのですが、形式的になって、それをどの
ように活用するか、どういうときにどうい
う相談をするのか、具体的な内容まで記事
が入り込まないのは残念です。

　女性の自死が増えた背景は？
―コロナを災害に例えるのは微妙です
が、大きな災害の後は一時的に自死率は減
ります。その理由に仮説がいくつかあっ
て、一つは、「みんな一緒に団結しな
きゃ」と高揚感が一時的に出てくるため。
もう一つは「苦しいのは私だけじゃない、
みんな苦しいんだ」という考え方。
　災害後、1～2年して自死率が増える。と
いうのは回りの人は回復して私だけ置いて
けぼりをくった、というパターンや、みん
なで頑張らなきゃ、という高揚した感覚が
疲れてだんだん団結できなくなる。
　しかしこのコロナ禍では、2～3ヶ月の間
しか減らずに、その後急増しています。平
成27年から5年間年々減ってきた傾向から
考えると、例えば、10月であれば、1ヶ月
の間の自死者は1,000人から1,500人の間に
なるはずが、実際は、2,199人となっていま
す。
　若い女性の自死が多いという報道があり
ましたが、女性が憧れる芸能人の自死の影
響の可能性もありますが、それ以外にその
人たちがコロナによる生活の変化による影
響を受けたと考えるべきでしょう。非正規
のアルバイトでどうにか生活をしていた人
たちが仕事を失ったとも想像できます。も

ともとこの世代の脆弱性だと思います。
（※ 5ページ、警察庁発表自殺者数のグラフ参照）

　SNSと電話相談との比較、相違点
―SNSと言っても、F a c e b o o kや
Instagramのように多くの人に向けて発信
できるものもあれば、一対一の双方向のコ
ミュニケーションができるLINEもあるの
で、一概には言えないのですが。
　まず一対一ではない方、Facebook、
Instagramなどのツールで例えれば、イギ
リスなどは、若者の中で尊敬を集めている
ようなカリスマの人が、若者がよく使う
ネット上のコミュニケーション・ツールを
使って、様々な啓発活動をして一定の効果
を上げているという話があります。
　LINEやEメールのような一対一のコミュ
ニケーション・ツールは電話と類似して使
える部分もあると思います。ただ、電話の
ように直接声の抑揚や間の取り方から、相
手の雰囲気を感じ取って共感的にコミュニ
ケーションを取るのは非常に難しいと思い
ますので、役割分担が行われるべきだと思
います。どういう場面でどういうふうに使
われるのが良いのか、専門家支援者の中で
も、さらに利用者、国民、脆弱な人々の中
にも、使い分けがはっきり分かっていない
ので、そのあたりを最適化するにはかなり
困難があります。
　もう一つの問題点は、SNSの難しいコ
ミュニケーションの中で上手に支援ができ
るテクニックを持った人をどう養成育成
し、熱意ある人を配置するという、人的財
産を構築するまでには、まだまだ長い時間
がかかるだろうと思います。ただ、「やら
ない」という選択肢はないので、できると
ころからだ、とは思っています。

（次ページへ）
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　いのちの電話」の抱える課題
　つながりにくい電話への対策は？
（編集部）「いのちの電話」の受信率
（コールしてつながる率）は、１割に満た
ない、と言われています。特に今年はコロ
ナの問題で、件数も多く、通話時間も長く
なる傾向があります。本当に困っている人
に繋がりやすくするためには、どのように
したらいいかが大きな課題です。
　例えば自死予防フリーダイヤル（毎月10
日）では、非通知の電話は受けないとか、
頻回者への受信制限を設けています
が・・・。

―「いのちの電話」のように誰でも匿名
でかけられる電話相談は少ないです。死ぬ
以外に解決方法が見いだせないぐらいつら
い状況にいる人が、最後の光と思って電話
をしたとしても、繋がらないという問題を
とても危惧します。
　非通知の対策は、一つの方法かもしれま
せん。つながりにくいがために、破局的な
結果にたどる人があるのを想像すると、非
通知を拒否することによって、本当に連絡
を取りたい人に繋がるようにする、という
考えもよく分かります。
　どんな人が、本当に自死してしまうの
か、現時点でそれを予測する方法はないで
す。共感を持って相談相手の話を聴き、信
頼関係を作って、相手の背景を知り、総合
的に判断するということになります。それ
を電話でやるには時間がかかるのは当然で
す。
　あともう一つ、度々「死ぬ」と電話をか
けてくる人は、結局は死なないと思いがち
ですが、区別はできません。1コールあた
りでみると、重みが薄れ、確率は低いです
が、一人あたりにすると1回「死ぬ」と
言った人より100回「死ぬ」と言った人の
方が可能性が高いのです。

　電話相談のトリアージ（優先順位）
―日常生活上の寂しさを紛らわす手段と
して電話をかけてくる人と、今すぐ死にた
いぐらい辛い、どうにかならないのかと思
うような人とを、どうやって取り分けてい
くか、緊急性がどれだけあるのかというト
リアージの判断が今後必要になるかもしれ
ません。
　さらに寂しいが為に電話をかけてくれる
方に、その寂しさを紛らわせる方法をどう
やって準備して差し上げるかが重要になっ
てきます。おそらく本人なりに色々試した
結果、他にないから「いのちの電話」にた
どり着いたのだろうと思うのです。

　やはり「いのちの電話」がどういう役割
を持っているのか、どういう人を一番支援
すべきかを理解していただくための広報が
重要になるかもしれません。
　ただその時に、死にたい人専用の電話、
みたいにやると、マスメディアに「死にた
い」という言葉が流布して、自死を後押し
することになりかねないので、ジレンマで
す。
　さらに、取り分けた後、その人たちが代
わりに電話をかけ集う場所があるか、とい
う2種類で考えていく必要があるので、お
そらく「いのちの電話」だけでは解決でき
ない問題かもしれません。結論から言う
と、それ以外の支援、個別の問題の支援の
チャンネルがもっと増える必要があると思
います。
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―電話の受け方として、傾聴は一番初歩
的な技術です。単なる傾聴というのはサン
ドバック状態で打たれまくっているのと同
じなので、傾聴は次のステップに進むため
の最初のテクニックであるべきです。
　傾聴した結果、相手が「自分のことをわ
かってくれているな」「この人の言うこと
なら信用できるかもしれないな」となった
ときに適切な問題解決方法や生活改善方法
を一つ二つ入れることができるのがいいの
ですが。

　ワンストップ相談について
―死にたいぐらい辛い人は、自分の問題
がどうやって解決できるか、どこに相談し
たらいいのか、何の相談をすればいいのか
分からなくなっている。10年ぐらい前から
内閣府などが言っている「ワンストップ」
という相談支援のあり方は一つの方法かと
思います。複雑で難しい問題を一人で解決
することは不可能です。 ワンストップの場
面で求められていることは、どの専門家に
つなげば確実に問題が解決できるのか、と
いうことが理解できている人が、その専門
家を呼んできて、支援を必要とする人と一

（表紙の説明）
　浜田市近郊に住む人に「紹介したい名
所」を尋ねると、表紙の「会津屋八右衛門
氏頌徳碑」の名前が出ます。
　島根県のホームページには、江戸時代、
松原の廻船問屋、会津屋八右衛門は、浜田
藩の財政を救うために、禁止されていた密
貿易を行い、郷土に尽くした人と紹介され
ています。
　当時の幕府は独自に海外と貿易すること
を禁止し、長崎のみで行いました。
　禁止されている密貿易を行うことは、幕
府の禁を犯すもので重罪でした。そのこと
を承知で、浜田藩の勘定方橋本三兵衛らと
海外貿易を行いました。
　その結果、浜田藩の財政には大きく貢献
したのです。

緒に専門家の話を聞く。
　つまり困っている人からすれば、ずっと
自分のことを気にかけている担当者がい
る、という意味だと思います。専門用語で
「ケースマネジメント」といいます。専属
マネージャーが付き添う窓口とも言えま
す。

　いずれにしても、こういう活動に賛同し
てくれる人に「ぜひ参加してください」と
広報し続けることはとても重要だと思いま
す。

（稲垣氏の承諾を得て要約しています。
　　　　　　　　　　文責：広報委員会）

【稲垣正俊教授・プロフィール】
1994　広島大学医学部卒業
2003　米国立精神保健研究所客員研究員
2007　国立精神・神経センター精神保健研究所
　　　　自殺予防総合対策センター 適応障害研究室長
2015　岡山大学病院精神科神経科 講師
2018　島根大学医学部精神医学講座 教授

　その後、幕府の探索により、会津屋八右
衛門は橋本三兵衛らと共に捕らわれまし
た。
　幕府からは重罪人、地元の人からは郷土
に尽くした人といわれます。人の生き様を
考えさせられます。
　昭和10年松原自治協会によって碑が建立
されました。
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　＜グラフから解ること＞
　全国の自殺者数は、2010年～2019年まで
10年連続で減少。20年に入っても1月～6月
までは、前年同期に比べて、マイナスで推
移していたが、7月以降は、4ヶ月連続で増
加している。
　特に10月は、2,199人で前年同期比42.9％
増加している。男女別で見ると、男性は
23.0％増の1,320人、女性は88.6％増の879人
で女性の増え方が顕著になっている実態を
表している。
　背景には人気俳優の自殺報道や非正規の
雇い止めなど、コロナ禍による生活環境の
変化の影響が指摘されている。

＜うれしい便りが届いています＞

折坂英紀理事が松江市社会福祉協議会 
会長賞を受賞されました

　2020年11月、折坂英紀理事へ、松江市
社会福祉協議会より会長賞の表彰がありま
した。
　折坂理事は、1979年（昭和54年）島根
いのちの電話立ち上げのときより、相談員
の養成などに尽力されてきました。
　運営に必要な費用をまかなうため、自ら
寄付集めに奔走するなど、これら40年にわ
たる功績が認められました。

＜匿名の方からのお便りです＞

　相談員の皆さん、連日お疲れ様です。
　ニュースで現状を聞きました。悩みを抱
える人が苦しい、というのは当然ながら、
聞く側も感情の負担は大きいと思います。
私は両方経験しているので、いくらか気持
ちはわかるように思います。
　「喜びにあふれた心は良い薬になり、打
ちのめされた心は体を弱らせる」という言
葉があります。皆様が疲れ切ってしまわぬ
よう祈っております。
（「いのちの電話」への理解を深めていただく
ため、一部修正をして掲載しています。）

＜う

折坂折坂折坂折坂折坂折坂折坂折坂折坂折坂折坂折坂折坂折坂折坂折坂折坂折坂折坂折坂折坂折坂折坂折坂折坂折坂折坂折坂折坂折坂

-

自殺者数（警察庁）（単位：人）

自
殺
者
数
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● 理事会・評議会

令和2年5月24日

令和2年6月14日

令和2年6月14日

令和2年12月6日

令和２年度　第1回理事会（決算理事会）

令和２年度　定時評議員会

令和２年度　第2回理事会

令和２年度　第3回理事会
第1号議案　石見分室相談員養成講座について
第2号議案　番号非通知電話の拒否について
第3号議案　事業計画の変更について

座間事件判決（2020年12月） 　ー相談員として思うこと座間事件判決（2020年12月） 　ー相談員として思うこと

　事件の舞台となった会員制交流サイト
SNS）は、インターネットが身近な若者に
は、現代の駆け込み寺に写っているのかも知
れません。
　手もとのスマホを使い、気軽に「話相手」
を探すことができる半面、危険と隣り合わせ
ている実態が浮き彫りになりました。
　文字ではあっても話を聞いてくれ、いっ
しょに悩んでくれる人のいる世界は、どんな
にか安心なのだろうかと思います。
　しかし、死刑判決を受けた被告は、公判中
「悩みのある人の方が、操作しやすいと考え
た」と述べています。
　この世代は「90点でも、なぜ100点でない
のか、他の人はもっと良い、と言われ、息苦
しさを感じる人も多い。」と指摘する人もあ
ります。

　事件の舞台となった会員制交流サイト
SNS）は、インターネットが身近な若者に
は、現代の駆け込み寺に写っているのかも知
れません。
　手もとのスマホを使い、気軽に「話相手」
を探すことができる半面、危険と隣り合わせ
ている実態が浮き彫りになりました。
　文字ではあっても話を聞いてくれ、いっ
しょに悩んでくれる人のいる世界は、どんな
にか安心なのだろうかと思います。
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しさを感じる人も多い。」と指摘する人もあ
ります。

　保護者の過干渉や無関心も影響があると考
えられ、このような環境から逃れる手段とし
て、SNSが利用されているのではないでしょ
うか。ツイッター、フェイスブックを初めと
するSNSが、ここ10年ほどで急速に普及した
ことで誰でも参加でき、自分の思いを発信で
きるようになりました。
　2016年総務省情報通信白書によると、
SNSの利用者は、20代で97％、10代で
81％を超えています。
　若い人には匿名で利用できるSNSは格好の
避難先になっていますが、行き着く先は決し
て安心できるものではない、ということを
知ってほしいものです。

　保護者の過干渉や無関心も影響があると考
えられ、このような環境から逃れる手段とし
て、SNSが利用されているのではないでしょ
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きるようになりました。
　2016年総務省情報通信白書によると、
SNSの利用者は、20代で97％、10代で
81％を超えています。
　若い人には匿名で利用できるSNSは格好の
避難先になっていますが、行き着く先は決し
て安心できるものではない、ということを
知ってほしいものです。
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　こんなときにお電話をください
　さみしいとき、不安でたまらないとき、
ゆきづまって苦しいとき、こんな気持ちを
打ち明けることができずに、ひとりで悩ん
でいると絶望的な気持ちになることはあり
ませんか。
　"この気持ち誰かに聴いてほしい"　"誰か
と話したい・・"、そんなときに「いのち
の電話」は、あなたの気持ちをじっくり聴
き、一緒に考えながら、あなたの気持ちが
楽になり、再び歩めるよう・・あなたの心
の支えになろうとすることを趣旨としてい
ます。

　いのちの電話の特色
・電話相談は365日受けられます
・電話内容の秘密は必ず守ります
・名前を名乗る必要はありません
・宗教や思想は尊重します
・相談は無料です
・電話相談は所定の養成講座を修了し、認
定を受けたボランティア相談員が当たりま
す。

　島根は全国で7番目に開局
　いのちの電話は自死予防の民間ボラン
ティア組織です。よき隣人として「電話」
という手段で対話するのが目的です。
　いのちの電話は、1953年にイギリスのサ
マリタンズから始まりました。
　日本では、1971年（昭和46年）東京で、
島根県では、「島根いのちの電話」が1979
年（昭和54年）全国で7番目に開局し、42
年目になります。

　東京いのちの電話は、戦後の売春防止法
の施行によって、多くの女性が仕事を失い
苦しんでいたとき、同じ敗戦国のドイツか
ら日本に宣教師として派遣されていたル
ツ・ヘットカンプ女史が、当時ドイツで広
がっていた電話相談を日本に導入しまし
た。

　島根いのちの電話は、1972年（昭和47
年・48年）の島根県の自殺率が全国で一番
高かったことから、1975年（昭和50年）、
松江保健所の古曽志恵洪（よしひろ）氏が
「島根の自殺の実態」を報告し、設立に至
りました。

　自死予防と電話相談の状況
　電話相談の利点は、「利便性」と「匿名
性」です。
　「死にたい」思いを持つ人が相談機関や
病院に行くには大きなエネルギーがいりま
す。
　悩みをまわりの人に話すことができず
に、一人で苦しんでいる人も、自宅にいな
がら相談できる電話なら、かけてみようと
思うかもしれません。

　島根いのちの電話は、通常の電話相談の
他に、2001年（平成13年）から毎月10日の
自殺予防フリーダイヤル【0120-783（悩
み）-556（こころ）】に参加しています。
　2011年（平成23年）9月11日に開設され
た震災ダイヤル（現在はふくしま寄り添い
フリーダイヤルに変更）にも参加しまし
た。
　なお、日本いのちの電話連盟では、2020
年6月より、毎月10日に加えて、「毎日フ
リーダイヤル」（毎日16時～21時）を実施
しています。

日本いのちの電話
　　― そして「島根いのちの電話」とは
日本いのちの電話
　　― そして「島根いのちの電話」とは
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　「いのち」の電話の目指すもの
　「聴く」ことで、苦しむ人の同伴者にな
ることです。
　相談員は、悩みを訴えている人と同じ目
線に立って、共に苦しみ、苦しみの道行き
を共にすることが、相談相手に新たな力と
勇気を与えることになります。

　スイスの哲学者・カール・ヒルティの言
葉に「真の援助とは、その人の障害となっ
ているものを取り除いてやることではな
く、その障害を乗り越えていけるよう、そ
の人の内なる力を呼び起こしてやること
だ」とあります。

　「その人の内なる力を呼び起こす」ため
に、相談員は「聴く」ということを学び、
訓練しています。

　年間1万件を受信
　（相談員不足と受信傾向）
　阪神大震災のあった1995年(平成7年)はボ
ランティア元年と言われ、この当時の相談
員は主婦層を中心に大変多かったのです
が、現在は仕事を持つ現役の人が多くなり
ました。
　当時、相談員に登録した人は、200名に
もなりましたが、現在はおよそ100名で
す。

　島根いのちの電話の受信件数は、年間1
万件余りです。年中無休で受け付けていま
す。
　相談者は男女とも30代～50代が多いで
す。相談内容は男女とも「精神」「人生」
「家族」が多く、全国共通の傾向です。

　総受信件数の内、自殺志向の電話は、1
割強となっています。
　その内、件数、割合とも女性が多いで
す。

　電話相談員になるには
　相談員になるには経歴資格は問いませ
ん。
　２０歳以上～７５歳くらいの心身ともに
健康な男女なら誰でも参加できます。
　所定の手続きを経て、面接をうけ、養成
講座を修了し、認定を受けた後、相談員に
なります。
　講座や実習に必要な費用は自己負担にな
ります。また、相談活動・その他の活動に
対する報酬は一切ありません。
　尚、資質として守秘義務を守ることが求
められます。
　相談員は「島根いのちの電話」の正会員
として毎年度「誓約書」を交わし、会費を
納め、電話相談ボランティアとして活動し
ます。

　相談員の活動の状況
　島根いのちの電話は、現在祝日・休日を
含む365日相談を受け付けています。
◎平日は９時～22時・土曜日～日曜日のみ
24時間連続（深夜）体制です。
　認定を受けた相談員が担当します。
◎継続研修グループに所属し、月１回定例
の研修に参加します。
◎スーパーバイズを受ける（年１回以上が
必須です）
◎その他の活動・協力
（年２回の公開講座・PR活動・バザー・
募金活動・他機関との連携活動等）
　尚、いのちの電話の運営に関わる活動に
も参加して事業を支えます。
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2020年7月1日～2020年12月31日

ご支援ありがとうございました
　次の方々にご支援を頂きました。心から感謝し、ご報告致します。今後共、変わりませず
ご指導とご協力をお願い申し上げます。尚、甚だ勝手ながら敬称は略させて頂きます。

【寄 付 者】
青山　佳世　　青山　　久　　石橋　裕子　　岩浅　昭子　　岡本　匡人　　折坂　英紀　　門脇　弘政
金井　榮子　　鎌田佳代子　　熊野　節雄　　坂本　　恵　　佐々岡星児　　寺本　朝子　　永岡　秀之
永窪　秀臣　　藤原　富夫　　保母　淳子　　松下　棟治　　吉木　絹代　　若杉　　陽
一般社団法人生命保険協会　　湖北ベニヤ株式会社　　島根県農業協同組合くにびき地区本部
島根県民共済生活協同組合　　真誠興業　　中国労働金庫　　どんぐり会
日本イーライリリー株式会社　　有限会社八雲テント　　匿名25名

【維持会員】
浅井　弘子　　浅井奈緒子　　安達　浩史　　安部　利一　　石田　末富　　石飛　寛子　　伊藤　晧元
今川　富夫　　医療法人同仁会こなんホスピタル　　　　　　岩崎　孝子　　岩下　初子　　岩田　明美
宇賀　良子　　内田　和枝　　遠藤　知己　　大島　　久　　大畑　信子　　大原　澄枝　　岡田千鶴子
小川　　勉　　楫　　康治　　勝田　松美　　加藤　玲子　　金井　榮子　　狩野　和人　　川島　節子
菅野　恵子　　倉井　幸子　　河野　美江　　小竹原医院　　小塚　　豊　　後藤　重子　　斎藤　　渉
杉原　瑩子　　杉原　　建　　周藤喜美子　　角　　智子　　関　龍太郎　　総本山一畑寺
高尾　　碧　　高畑　恵子　　竹下　陽子　　土江三惠子　　角田　広子　　角田　　裕　　角田由美子
徳岡　光子　　飛田　憲彦　　鳥屋尾修康　　豊松　展史　　中島　文子　　中田　俊光　　永妻　恒男
永野　　公　　永濱　哲夫　　名原　供枝　　野津百合子　　野浪　達司　　林　　干城　　林　　秀樹
曳野　俊子　　引野　友子　　曳野　義子　　広江　律子　　福田　賢司　　藤原　嘉樹　　松浦　淳志
美川　　寛　　森山　眞治　　森脇　和子　　柳井　学順　　山内　愛子　　山根　礼子　　山本　尚樹
湯原　紀二　　横田　悦子　　和田　謙一　　匿名27名

【団体会員】
アイカム株式会社　　飯島クリニック　　一般社団法人松江市医師会　　医療法人さとうクリニック
株式会社小林電機　　株式会社太陽電機製作所　　株式会社博愛社　　株式会社みしまや
公益社団法人島根県看護協会　　小松クリニック　　山陰信販株式会社　　島根県医師会
島根県司法書士会　　島根県精神保健福祉士会　　島根県断酒新生会
島根県農業協同組合やすぎ地区本部　　しまね信用金庫　　島根大学医学部精神医学講座
島根日野自動車株式会社　　社会医療法人昌林会　　社会医療法人清和会　　宗教法人青木寺　　禅覚寺
ほしの内科胃腸科クリニック　　松ヶ丘病院　　みやもとクリニック
レディースメンタルクリニック一粒の麦　　和幸株式会社

【賛助会員】
青木　志保　　青木　陽子　　青笹　美香　　青山香代子　　秋田　裕美　　秋山　　実　　吾郷　朋之
吾郷奈津子　　吾郷由美子　　安食　治外　　安食　　剛　　芦田奈保子　　安達　浩史　　安達美彩貴
安部　裕治　　安部山　亨　　荒川　泰卓　　池田　　誠　　石川　祐子　　石橋　剛之　　石原恵利子
板垣　貴敏　　伊藤　　修　　伊藤貴代美　　伊藤　千晶　　糸原　勝則　　稲田　　進　　井上　道子
今岡　　操　　今岡　雅史　　祝部　美里　　岩上　弘史　　岩成　俊治　　岩本　昭徳　　岩本美智子
植田　一枝　　宇治部正人　　塩冶　隆彦　　塩冶　朋江　　大石　美幸　　大島　文子　　太田　直宏
大田市役所　　大峠　良夫　　大場　裕子　　岡　　　透　　岡　美帆子　　小川　智大　　小川　雅隆
小村　浩二　　掛内　　誠　　陰山　仁男　　樫本　孝史　　勝部　　昇　　勝部　祐二　　門脇　和也
門脇　健一　　鐘築　春香　　狩野　恵子　　川上亜妃子　　川北　　玲　　川畑　裕子　　河本　　忍
川本ゆかり　　北尾　勇樹　　京谷　大輔　　桐山　優子　　黒﨑　雅美　　小瀧　真由　　児玉　信広

社会福祉法人　島根いのちの電話　理事長　釜  瀬  春  隆

ご支援ありがとうございました
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島根いのちの電話　第72号



2020年7月1日～2020年12月31日

ご支援ありがとうございました
　次の方々にご支援を頂きました。心から感謝し、ご報告致します。今後共、変わりませず
ご指導とご協力をお願い申し上げます。尚、甚だ勝手ながら敬称は略させて頂きます。

【寄 付 者】
青山　佳世　　青山　　久　　石橋　裕子　　岩浅　昭子　　岡本　匡人　　折坂　英紀　　門脇　弘政
金井　榮子　　鎌田佳代子　　熊野　節雄　　坂本　　恵　　佐々岡星児　　寺本　朝子　　永岡　秀之
永窪　秀臣　　藤原　富夫　　保母　淳子　　松下　棟治　　吉木　絹代　　若杉　　陽
一般社団法人生命保険協会　　湖北ベニヤ株式会社　　島根県農業協同組合くにびき地区本部
島根県民共済生活協同組合　　真誠興業　　中国労働金庫　　どんぐり会
日本イーライリリー株式会社　　有限会社八雲テント　　匿名25名

【維持会員】
浅井　弘子　　浅井奈緒子　　安達　浩史　　安部　利一　　石田　末富　　石飛　寛子　　伊藤　晧元
今川　富夫　　医療法人同仁会こなんホスピタル　　　　　　岩崎　孝子　　岩下　初子　　岩田　明美
宇賀　良子　　内田　和枝　　遠藤　知己　　大島　　久　　大畑　信子　　大原　澄枝　　岡田千鶴子
小川　　勉　　楫　　康治　　勝田　松美　　加藤　玲子　　金井　榮子　　狩野　和人　　川島　節子
菅野　恵子　　倉井　幸子　　河野　美江　　小竹原医院　　小塚　　豊　　後藤　重子　　斎藤　　渉
杉原　瑩子　　杉原　　建　　周藤喜美子　　角　　智子　　関　龍太郎　　総本山一畑寺
高尾　　碧　　高畑　恵子　　竹下　陽子　　土江三惠子　　角田　広子　　角田　　裕　　角田由美子
徳岡　光子　　飛田　憲彦　　鳥屋尾修康　　豊松　展史　　中島　文子　　中田　俊光　　永妻　恒男
永野　　公　　永濱　哲夫　　名原　供枝　　野津百合子　　野浪　達司　　林　　干城　　林　　秀樹
曳野　俊子　　引野　友子　　曳野　義子　　広江　律子　　福田　賢司　　藤原　嘉樹　　松浦　淳志
美川　　寛　　森山　眞治　　森脇　和子　　柳井　学順　　山内　愛子　　山根　礼子　　山本　尚樹
湯原　紀二　　横田　悦子　　和田　謙一　　匿名27名

【団体会員】
アイカム株式会社　　飯島クリニック　　一般社団法人松江市医師会　　医療法人さとうクリニック
株式会社小林電機　　株式会社太陽電機製作所　　株式会社博愛社　　株式会社みしまや
公益社団法人島根県看護協会　　小松クリニック　　山陰信販株式会社　　島根県医師会
島根県司法書士会　　島根県精神保健福祉士会　　島根県断酒新生会
島根県農業協同組合やすぎ地区本部　　しまね信用金庫　　島根大学医学部精神医学講座
島根日野自動車株式会社　　社会医療法人昌林会　　社会医療法人清和会　　宗教法人青木寺　　禅覚寺
ほしの内科胃腸科クリニック　　松ヶ丘病院　　みやもとクリニック
レディースメンタルクリニック一粒の麦　　和幸株式会社

【賛助会員】
青木　志保　　青木　陽子　　青笹　美香　　青山香代子　　秋田　裕美　　秋山　　実　　吾郷　朋之
吾郷奈津子　　吾郷由美子　　安食　治外　　安食　　剛　　芦田奈保子　　安達　浩史　　安達美彩貴
安部　裕治　　安部山　亨　　荒川　泰卓　　池田　　誠　　石川　祐子　　石橋　剛之　　石原恵利子
板垣　貴敏　　伊藤　　修　　伊藤貴代美　　伊藤　千晶　　糸原　勝則　　稲田　　進　　井上　道子
今岡　　操　　今岡　雅史　　祝部　美里　　岩上　弘史　　岩成　俊治　　岩本　昭徳　　岩本美智子
植田　一枝　　宇治部正人　　塩冶　隆彦　　塩冶　朋江　　大石　美幸　　大島　文子　　太田　直宏
大田市役所　　大峠　良夫　　大場　裕子　　岡　　　透　　岡　美帆子　　小川　智大　　小川　雅隆
小村　浩二　　掛内　　誠　　陰山　仁男　　樫本　孝史　　勝部　　昇　　勝部　祐二　　門脇　和也
門脇　健一　　鐘築　春香　　狩野　恵子　　川上亜妃子　　川北　　玲　　川畑　裕子　　河本　　忍
川本ゆかり　　北尾　勇樹　　京谷　大輔　　桐山　優子　　黒﨑　雅美　　小瀧　真由　　児玉　信広

社会福祉法人　島根いのちの電話　理事長　釜  瀬  春  隆

※島根いのちの電話の事業は、松江市社会福祉協議会から配分を受けた篤志寄付金を財源の一部として行っています。
※この広報誌は赤い羽根共同募金からの助成金を費用の一部に充当させていただいています。

　島根いのちの電話は、約100名の相談員と維持会員・賛助会員の皆さま、ご寄付頂いた方々のボランティアの力で支
えられています。いのちの電話相談は無償の活動ですが、センターは相談員の養成や研修、維持費等で多額の運営費
を必要としています。ぜひ皆さまのご支援をご協力いただきますようよろしくお願いいたします。
○維持会員（会員として毎年度会費を納めて頂く方） 年2回発行の広報誌、公開講座のご案内などをお送りします。
　個人会員・・・・・3,000円以上　　団体会員・・・・・10,000円以上
○賛助会員（金額は自由です。いつでもご支援ください。）
○寄　　付　社会福祉事業へのご寄附は税法上の優遇措置があります。

当法人は平成29年10月10日より会費・寄付金等の税額控除対象法人として認められています。
･ 個人は、確定申告によって税額控除か所得控除のいずれか有利な控除を選択できます。所得控除は「特定寄付金」と
して、支出寄付金額から2000円を控除した金額と総所得金額の40％の少ない金額の範囲内で寄付金控除の対象にな
ります。

･ 法人は、「特定公益増進法人」への寄付金として、一定金額内で損金算入ができます。
詳細はいのちの電話事務局（0852-32-5985）にお尋ねください。

お振り込みは　①郵便振替　 0 1 4 6 0 － 6 － 9 3 9 8　社会福祉法人島根いのちの電話
　　　　　　　②山陰合同銀行津田支店（普） 2 3 8 5 1 5 6　フク）シマネイノチノデンワ
　　　　　　　　※事務局にご連絡いただければ振り込み用紙をお送りいたします。

あなたのご支援をお願いします

編集後記
　コロナに明け暮れ、芸能人の自死が相次いだ令和2
年。また、SNSを使った座間事件に判決が下り、あらため
て人間の尊厳とは何かを考えさせられました。一方で事
件報道のたびに「ひとりで悩まないで」と呼びかけがあ
り、いのちの電話の存在と役割を世に知らしめた年でも
ありました。
　島根いのちの電話にも、メディアの取材が入り、活動の
状況、課題など詳しく特集報道されるに至りました。

　それ以来、一般の皆様から数多くの感謝と激励の声
が寄せられ、私たちの活動の大きな支えとなりました。
　ストレスフルな不安社会の中で、いのちの電話の果た
す社会的責任は増すばかりです。
　明けて令和3年は五輪イヤー。コロナの早い収束を願
いつつ、希望を持ち、前を向いて今年も歩みを進めたい
ものです。

小塚　誠治　　小原　圭司　　小松　京子　　斎藤　浩美　　阪口　良則　　坂越　浩一　　坂越　英介
坂根　正一　　坂根　祐二　　佐々木美由紀　　佐藤　寛志　　佐藤　睦也　　重本　　聡　　嶋田　　隆
社会福祉法人梅寿会　　　　　周藤　直美　　角　　清司　　曽田　彰二　　曽田　貴子　　高田　実紀
高橋　起男　　高橋　浩三　　高橋　幸枝　　滝元　大和　　竹内　俊勝　　竹下　真紀　　田中　久美
田邊　香子　　玉木　秀憲　　保村　勤子　　俵　　純子　　塚本　織恵　　塚 本 工 業　　出川　洋子
寺井　和久　　飛　　浩隆　　徳永　恵美　　戸谷亜矢子　　内藤　幸栄　　内藤　暢文　　長﨑　康弘
中澤　聡也　　中島　幸次　　永島　正治　　中永　秋奈　　仲西　貴志　　中村　千広　　中山　浩次
中山　茂生　　柳楽真佐実　　錦織　靖浩　　西田　吉治　　新田　英夫　　新田　愛美　　能海　広明
規家　美咲　　狭間　久美　　長谷川伸子　　長谷川美穂　　長谷川由梨　　秦　　尚裕　　花谷　慶子
林　　清子　　林　　茉海　　原　　史行　　原　美紀子　　半場　祐子　　曳野　賢治　　引野　友子
引野　萌子　　平塚　　稔　　平野　晴美　　平林　　剛　　広江　正人　　福島恵美子　　福島　寿宜
福島　律子　　福代　健太　　福田　久徳　　福賴　尚志　　福間　　直　　福屋由紀子　　藤井早希子
藤井　智之　　伏谷　　訓　　星野　芳伸　　細田　千裕　　細田　　舞　　細田　将之　　堀野かおり
前田　祐治　　槇野　庸一　　昌子　　裕　　増田　反典　　眞田　美紀　　町田　清貴　　町野奈保子
松浦　恭子　　松﨑　邦之　　松田　智美　　松永　　健　　松本　新吾　　的野　佳子　　萬代　俊一
万代　真司　　三島　　彩　　三島　秀平　　三谷　直子　　三成　　洋　　三原由貴江　　三間　沙紀
宮阪　敏章　　宮原　竜二　　宮本　正文　　村上　佳子　　村下　　伯　　本郷　範善　　森本　敬史
森山千賀子　　安来市役所　　安原　京子　　矢野　孝子　　山口　和志　　山根　雅之　　山根満喜枝
山根　光江　　山本　裕子　　吉田　孝子　　米田　麻純　　渡邊　　剛　　渡邊　光春　　渡邊　恵里
匿名405名
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