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大西先生には長きにわたり、研修委員長として相談員育成の
ためにご尽力頂きました。この度、現場の第一線をお退きに
なることを機にインタビューをお願いしました。
これまでの歩みを振り返りながら、何度も口にされたのは、
「この活動に参加して来られたことは、人のために役に立っ
たというよりも、自分にとって幸せなことだった」との言葉
でした。

2021年5月　松江市内に於いて
（文責）島根いのちの電話　広報委員会

島根いのちの電話 理事

大西俊江先生 インタビュー
――誰かの役に立ちたい気持ちを大切に――

―――1962（昭和37）年に島根大学教
育学部卒業後、小学校の教諭を3年間勤め
られました。その後、島根大学教育学部で
助手をされながら、臨床心理学を研究され
ています。何かあってのことでしょうか？

　駆け出しの小学校教諭の時、腕白で私の
手に負えない男の子がいました。50年前の
その頃は、現在のような学習障害、発達障
害という捉え方がなかった時代です。一生
懸命面倒見るのに解ってくれない、どう対
応していいか、すごく悩みました。

　この時、自分自身がもっと勉強しなけれ
ばとの思いを強くしていたところ、縁あっ
て大学の助手として採用されたのです。私
が臨床心理学の道に踏み込むきっかけを作
ってくれたのはその男の子との出会いがあ
ったからです。

　当時はまだ臨床心理学は黎明期で、心理
検査を学ぶことからスタートし、カウンセ
リングの研究へと導かれていきました。こ
の男の子とのたまたまの出会いがあったこ
とで臨床心理学へ進む機会を得たのです。

　1965（昭和40）年から、2003（平成15）
年までの38年間、大学で働きながら、臨床
心理学の理論と実践を研究しました。

―――島根いのちの電話との出会い、関わ
りはいつ頃からですか？また、先生の引退
を惜しむ声がありますが・・・。

　正直なところ、自分が若ければ、もっと
やってもいいと思っています。あちこちに
体の不調を感じる年齢になり、健康不安は
どうにもなりません。今日も首のマッサー
ジに行ってきたところです。

　島根いのちの電話との関わりは、設立時
（1979年・昭和54年）の、設立準備、立ち
上げ以来です。
立ち上げに尽力された同じ臨床心理士で島
根いのちの電話の理事だった引野友子さん
と友人だったんです。大学の2年先輩なん
ですよ。そんなご縁がきっかけで長い付き
合いが始まったのです。
一臨床心理士として、いのちの電話に関わ
ったことは自分にとって良かったと思って
います。臨床の視野が広がったのです。
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います。臨床の視野が広がったのです。

―――ご自身も電話相談員の経験をお持ち
です。実体験は、研修にも生かされている
のではないでしょうか。

　私は、相談員2期生として電話相談にあ
たっていました。そのころ場所は今と違っ
て旧保健所の4階でした。
　電話相談員として活動しているといろん
なことに出会います。苦労もあります。し
かしそれは、相談員自身の何かになってい
ることは間違いありません。
　電話相談員さん達のひたむきな活動には
いつも感謝しています。
　研修は大変だけど、実践を通して多くを
学べる場所にしていただけたらいいと思っ
ています。

　島根いのちの電話も設立から42年目にな
りました。設立当時の時代状況と現在とは
違ってきています。研修内容も時代に合わ
せて行ってきました。相談員自身も柔軟で
なければならないと思います。

―――設立当時の相談員と現在の相談員に
気質といいますか、何か違いはあります
か。

　それぞれの相談員の熱心さは変わらない
と思います。以前は相談員同士のつながり
が強く、もっと関わりを持とうとしていた
ように思いますが、最近はそれほどではな
いようです。
　強く関わることで何かを得られるのでは
ないでしょうか。ボランティアにもかかわ
らず止めないで続けてこられるのは、得る
ものがあるからだと思います。
研修グループ、相談員仲間から学ぶことも
あります。

―――10年前の東北大震災、昨今のコロ
ナ、社会情勢を受けて電話相談員を目指す
人もあります。電話相談員に必要な心構え
は何でしょうか。

　基本は被害を受けられた方へのサポート
だと思います。実際には何とかしてあげよ
うと思っても、具体的にはできません。相
談相手（コーラー）と同じ体験はできない
のです。
　相談相手の経験されたことをどれだけ自
分が経験したように感じ取るか、それが共
感だと思います。
　不安な気持ちに寄り添いながら、聴いて
いくことです。これは同情ではありませ
ん。

　電話相談員としてできることは、「聴
く」ことです。話を聴き、相談相手の気持
ちに寄り添うことです。話を聴くことがサ
ポートなのです。

　話を聴き始めたとき、混乱していて、ど
うしていいのかわからなかった相談者が、
話の終わるころには、気持ちの整理がつい
ていることがあります。相談員がしっかり
耳を傾け、コーラーさんの気持ちに寄り添
って聴いていくことで、自らの気持ちの整
理をしていかれます。

　相談中に「助言」を求められることがあ
ります。解決策を求めているように聞こえ
ますが、実際はそうではありません。

　顔を合せて行う「カウンセリング」は、
その場で相手の表情や仕草などから相手の
状況が把握できます。
　それに対して、「電話相談」はノンバー
バルな（表情やジェスチャーなど）手がか
りがほとんどありません。その代わり、自
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宅で、顔を合わせないで話ができるという
気軽さもあります。
　いずれにしても話を聴いてくれる「相
手」がいるということです。

―――いろいろと話をうかがってきたので
すが、これだけは伝えておきたい、という
話はありますか。

　仲間意識でしょうか。仲間がいるという
こと。相談員としていっしょに活動する仲
間ですね。
　相談相手（コーラー）からの電話に力を
もらっているんですね。
　ほんとうに自分がしんどいなら、相談員
を止めてしまったらいいのにと思います。
どうして止めずに続けるんだろう、という
ことです。
　どうして、電話相談を続けていってるの
か、しんどいことも含めて問いかけをしな
がら活動のありがたさをかみしめることが
大切なのではないでしょうか。心がけて自
分自身に問いかけてみることです。
　活動を続けられることは幸せなことで
す。体に不調を感じると特に思います。

　人のために役に立った、というよりは、
自分のためなんですね。私が相談員の皆さ
んと関わらせていただけたことは本当に幸
せなことだったと感謝しています。

大西俊江先生　プロフィール
臨床心理士

1962年　島根大学教育学部卒業
1965年まで　小学校教諭
1965年　島根大学教育学部 助手
　　　　　臨床心理学を研究
1997年～2003年
　　　　　島根大学教育学部教授
2003年～　山陰心理研究所所長
2001～2009年
　　　　　島根いのちの電話 評議員
2012～2021年
　　　　　島根いのちの電話 研修担当
2015年～現在
　　　　　島根いのちの電話 理事

臨床実践
　学生相談
乳幼児発達相談　子育て支援
小・中・高校のスクールカウンセラー・
スーパーバイザー
　産業カウンセラー（メンタル相談・ハ
ラスメント相談、コンサルテーション、
研修会講師など）
　クリニックでのグループ・ワーク
山陰心理研究所の活動（心理相談・グル
ープ・ワーク・講演・研修会開催など）
　その他

著作
「学校危機とコンサルテーション」
いじめ・虐待・体罰・性的被害・犯罪・
事故・自殺（共著）など

中国新聞社会事業団より
第64回中国社会事業功労賞を

受賞されました。
（2019年11月）

　中国新聞社会事業団は、長年
にわたって地域の社会福祉に尽
力された中国地方の方 を々毎年
秋、福祉事業の一層の発展を期
して顕彰しています。
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受賞されました。
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　中国新聞社会事業団は、長年
にわたって地域の社会福祉に尽
力された中国地方の方 を々毎年
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いのちの電話相談員の養成
養成委員長　早瀬眞知子

　数あるボランティア活動の中でも、いの
ちの電話相談のボランティアは相談員とし
て実際に電話を受けることができるまでに
１年という長い研修期間があります。研修
内容のスタンダードは日本いのちの電話連
盟が世界に準じて定めているもので、さま
ざまな基礎知識（医学、心理学、福祉、経
済、法律、自死、社会状況、他）に加え実
践的なロールプレイ（少人数でのグループ
ワーク、さまざまな電話を想定しての対応
の体験）を中心とした研修です。
　また、研修には仲間づくりというもう一
つのテーマがあります。電話に出るときは
一人だけれどその背後に支えてくれる仲間
がいる、困ったときは相談できる、不安な
ことも共有できる、先輩方ともそういう関
係が作れる、そういうバックアップがある
ことで一人で電話のブースにいるときもや
っていけます。
　そのほかに研修で伝えられる重要なこと
として、いのちの電話相談員の研修を受け
ていることを口外してはならない、研修中

に知った個人情報を決して他言してはなら
ない（守秘義務）、晴れて研修を終了して
も、そのことを経歴などで披露してもいけ
ないと指導があります。いのちの電話相談
の研修はあくまでも電話をかけてこられる
人のためのもので、研修生個人に利するよ
うなことに使ってはならない、相談をして
くる人を守らなくてはいけないという理念
からきているものです。
　それらの決まりを守れるという誓約書を
出してようやく合格、そして会費を払っ
て、相談員として正式認定されます。
　こういったいくつものハードルをクリア
して相談員を目指す方が一人でも多く増え
てほしい、仲間になってほしいと願ってい
ます。
　コロナ禍のもと、女性、若者の自死が増
えている、かかりにくい電話だ、相談員の
なり手がいないなど、と報道されていま
す。ぜひ、皆様のお力を貸していただきた
くよろしくお願いします。

　令和3年4月3日(土)、いきいきプラザ島根、い
わみーるを会場に、そして受講生の自宅とをオン
ラインで結び、第40期、石見第3期電話相談ボラ
ンティア養成講座が開講しました。今回は合計80
名、コロナ対策を受け、初のオンラインでの受講
は18名でした。録画での受講も可能としました。
　第Ⅰ課程は公開講座（オンライン、録画受講
可）、第Ⅱ課程は会場で電話相談員としての必要
な理論と実技を学びます。

　受講生の皆様には、電話相談ボランティアとして認定を受けられ「島根いのちの電話」で活躍
されますよう願っています。
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新人相談員の抱負新人相談員の抱負

　私がいのちの電話相談員としてボラ
ンティア活動をするきっかけになった
出来事があります。
　それは平成30年7月の岡山豪雨でし
た。
総社市の夫の家が水害に遭い水浸しに
なりました。畳や床板がドロドロにな
って、どこから片付けたらいいのか、
途方に暮れていた時、地元の高校生さ
ん達が「手伝いましょうか！」と声を
かけてくれました。本当に気持ちがス
ッと楽になりました。
　彼らの自宅はまだ水に浸かったまま
だと話していました。それなのに猛暑
の中、泥だらけになりながら活動して
いる彼らの姿に感謝や励まされたのを
思い出します。
　このご恩はいつか返していこうと思
い、このいのちの電話で世の中に返し
ていけたらという気持ちで活動を続け
ていけたらなと思っています。よろし
くお願いします。 （S・O）

温かい心に接して温かい心に接して

　2021年3月20日、最後の養成研修を
終えることができて、正直本当にホッ
としました。
　ロールプレイや実習はとても大変で
したが、こうして今が迎えられるの
は、指導してくださった先生方のお蔭
だと思っています。また39期の仲間の
皆さんの頑張りにも支えられたと思っ
ています。
　研修では人の話を聞くことの難しさ
を何度も体験しました。頭ではわかっ
たつもりでも、つい同じ誤りを繰り返
す自分にほとほと呆れたこともありま
した。研修は終わりましたが、実はこ
れからが本番だと思います。これから
も相談員としての研修を続けながら、
少しでも社会に貢献できたらいいなと
思っています。 （E・S）

これからが本番これからが本番

　相談員認定書授与式の日、白血病を
克服した池江選手の日本選手権優勝、
五輪代表内定という嬉しいニュースが
入りました。
　「努力は必ず報われる。」という彼
女のコメントに多くの人々が勇気と感
動をもらったことと思います。私は、
努力しても必ずしも報われるわけでは
ないこの世の理不尽さに苦悩する方々
に寄り添っていける相談員になれたら
いいなと思っています。
　皆様今後とも何卒よろしくお願い申
し上げます。 （O・Y）

寄り添う気持ちを
忘れず

寄り添う気持ちを
忘れず

　2021年4月、新たに16名の方が相談員として
認定され活躍されています。５名の皆さんから
抱負を寄せて頂ました。
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この頃思うこと ～一相談員のつぶやき～
　相談員として新しくフレッシュな16名の
方を迎えることが出来ました。認定前の研
修とは違った緊張感の中での当番、今まで
知り得なかった人々の悩みや不安と向き合
うことの難しさに戸惑うことも数あろうか
と思います。相談員になった3年前の自分と
重ね合わせながら、この頃になって自分自
身の気持ちの持ち方や意識の変化に気が付
き始めたので触れさせてください。
　例えばこうです。今、私は夫婦共働きの
二人暮らし。お互い職場の疲れをどうして
も持ち帰ります。言葉が荒っぽく不器用な
私ですが、今では家内の帰宅の折には決ま
って玄関先まで出迎え、重い買い物袋を受
け取り「大変だったなあ、今日どうだった
あ」と声掛けができるようになったので
す。自分でも驚きです。続いて、ひとしき
り1日の出来事の“グチ”に耳を傾けます。
このやり取りが終わる頃は家内の浮かぬ疲
れ顔が緩み、安堵の顔へと変わり、ほのか
な温かい雰囲気へと移ろいます。この一

声、お互いの声かけが我が家の夫婦円満に
一役買っているのです。お互いへの優しさ
や配慮ができるようになったのでしょう
ね。電話相談の在り方や姿勢を学んだこと
が家庭の中でも息づいているのです。心を
頂いた気持ちでいっぱいです。
　大西先生のインタビューにもあるように
相談員を支えているのは、初めは「何か人
の為になれば」と思ったことが実は「自分
の為」になっているのです。相談員として
の自覚や相談を介しての思わぬ気づきや問
い直しが自分への成長を後押ししているの
です。このことは私にとって大きなプラス
となりましたし、今日まで相談員を続けて
こられたのもその効用のおかげです。
　そんな気持ちの実感を噛みしめながらの
毎日ですが、煩わしいこともままありま
す。でも無駄な経験は一つもありません。
そう心に決めている私がいます。皆さんに
もお陰がありますように・・・。（K.G）

　ほぼ1年間の研修を経て相談員の身分
証明書を頂きました。気のせいか、何
気ない日常会話でも傾聴を意識するよ
うになりました。大げさに言えば、日
頃の対人関係が深みを増したように感
じます。・・等々やや気負っていま
す。島根いのちの電話を名乗り受電し
ていることを忘れず、ルールに従っ
て、“いいね！”がいただけるような
電話相談を心掛けたく思います。先輩
の皆様、引き続きまして、ご指導をい
ただきますようお願いします。

（H・K）

いいね！頂ける相
談員に

いいね！頂ける相
談員に

　コロナ禍の中、昨年６月から公開講
座がスタートし、各研修を受けて認定
して頂くことができました。すべてが
初めての世界で人の声に傾聴すること
がいかに難しく、又いかに大切である
かを学ばせて頂き感謝しております。
まだスタート地点に立っただけです
が、日々の研鑽を通して、一歩ずつ踏
みしめながら前に進めていきたいと思
います。 （M・T）

一歩ずつ前へ一歩ずつ前へ
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島根いのちの電話　令和２年度事業報告書島根いのちの電話　令和２年度事業報告書
法人の運営
１．理事会の開催　4回
２．評議員会の開催　1回
３．監査会の開催　１回

事業の運営
１．相談業務
　総受信件数（2020年１月～12月）11,827件
（男性：6,250件　女性：5,577件）
　電話相談員延べ数　　月平均　136人
　電話相談担当実働数　月平均　 68人
　電話台数：２台
①島根いのちの電話相談
　相談時間：（月～金）午前９時～午後10時
　　　　　　　　（土）午前９時～
　　　　　　　　（日）午後10時まで連続受信
　通常電話　（合計10,055件）
　内、自殺志向（男47件、女56件、総計103件）
（全国共通の統計資料であるため、「自殺」を
用いています。）
②自殺予防フリーダイヤル
　相談時間：毎月10日　午前９時～午後10時
　相談件数：2020年１月～12月　　346件
（男性：181件、女性：165件）
③熊本震災ダイヤル（令和２年 ４月終了）
　相談時間：（月～金）午前９時～午後10時
　　　　　　　　（土）午前９時～
　　　　　　　　（日）午後10時まで連続受信
　相談件数：2020年１月～4月　　47件
④ナビダイヤル
　相談時間：（月～金）午前９時～午後10時
　　　　　　　　（土）午前９時～
　　　　　　　　（日）午後10時まで連続受信
　相談件数：2020年１月～12月　　1,379件
　①＋②＋③＋④の合計　11,827件

２．相談員の研修
☆相談員数：90名（2021年３月時点）
☆グループ継続研修
１～４グループ研修
毎月１回　延べ 41回　参加者 523人
石見分室グループ
毎月１回　延べ 10回　参加者 125人
☆研修スタッフ養成コース
日　時　　　　毎月第１土曜日
講　師　　　　研修委員長　大西俊江 理事
参加者　　　　延べ人数　244人
スタッフ認定　松江2人、石見9人

３．相談員の養成
☆第39期養成講座
開　講　　令和２年４月　令和３年4月認定
第Ⅰ課程　公開講座15回
第Ⅱ課程　ロールプレイ16回
その他（ワークショップ等）10回

４．運営会議の開催
年６回開催

５．公開講座
新聞への広告掲載に変更

６．広報誌の発行
「島根いのちの電話」第71号
（令和2年７月発行）7ページ　1,500部
「島根いのちの電話」第72号
（令和3年１月発行）11ページ　　1,500部

７．研修会等への参加及び会議等への出席

８.財政強化事業

島根県の自死者数
令和元年：109人（自殺死亡率：16.2）
令和２年：124人（　同上　　：18.4）
自殺死亡率は、人口10万人当たりの自殺者
数を示しています。
（自殺者数÷人口×100,000人）
（厚生労働省資料 令和3年3月16日）

1.　理事会の開催　４回開催

理事会・評議員会理事会・評議員会

開　催　日 議　　　　　　　　　　題

令和元年度事業報告及び令和元年度計算関係書類並びに財産目録の
承認について
新型コロナ感染症対策について
石見担当理事について
Web当番表の運用開始について
定時評議員会の招集について

定款の変更について
法人クレジットカード作成および経理規定改正について

石見相談員養成講座について
番号非通知電話の拒否について
事業計画の変更について

令和2年度補正予算について
令和3年度事業計画案について
令和3年度予算案について

（第１回）
令和2年5月24日

（第２回）
令和2年6月14日

（第３回）
令和2年12月6日

（第４回）
令和3年3月21日

2.　評議員会の開催　１回開催

開　催　日 議　　　　　　　　　　題

令和元年度計算関係書類並びに財産目録の承認について
令和２年度事業計画および収支予算の承認について
定款変更について

（第１回）
令和2年6月14日

島根いのちの電話　第73号
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2021年1月1日～2021年6月30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】
青山香代子　　石橋　裕子　　大西　俊江　　折坂　英紀　　釜瀬　春隆　　熊野　節雄
坂本　　恵　　佐々岡星児　　島根県有志一同　　　　　　　田中　　晋　　田村　節美
中国労働金庫　　　　　　　　塚本　隆富　　永岡　秀之　　保母　淳子　　引野　友子
平松　瑞穂　　松下　棟治　　島根県共同募金会（テーマ募金：38名）
連紹寺寒修行団　　　　　　　匿名16名

【維持会員】
雨川　直人　　猪野　和子　　井上　幹雄　　内田　孝子　　大西　俊江　　奥野　憲明
折坂　英紀　　楫野　光範　　川島　節子　　川西　俊雄　　近藤　佳郎　　清水　博子
昌子　睦子　　竹下　陽子　　谷　　正次　　田村　節美　　角田　　徹　　角田　宏美
角田　　誠　　中西　輝雄　　深石　優子　　渡部登美子　　匿名96名

【団体会員】
医療法人さとうクリニック　　医療法人仁風会八雲病院　　株式会社ウエヤマ
こころの診療所細田クリニック　　山陰総合リース株式会社
島根県高等学校PTA連合会　　社会医療法人昌林会
社会福祉法人出雲市社会福祉協議会

【賛助会員】
青柳　和弘　　朝倉　雅行　　安食　治外　　足立　　保　　安部山　亨　　池田　　誠
板垣　貴敏　　板垣　正明　　伊藤　恭子　　糸原　　保　　井上　道子　　今岡　重之
上田陽一郎　　岡　　孝次　　乙部有紀郎　　小村　浩二　　勝部　祐二　　金築　慶子
川本ゆかり　　神田　陽子　　北尾　勇樹　　桐山　優子　　後藤　祐二　　齋藤　成徳
斎藤　浩美　　佐伯　和夫　　酒井　洋輝　　澤江　　健　　清水　　明　　陶山　　崇

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

最新の現況報告書、計算書類（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）は、
「社会福祉法人の現況報告書等情報検索」（WAM NET）をご覧ください。

島根いのちの電話　第73号



－ 10 －

2021年1月1日～2021年6月30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】
青山香代子　　石橋　裕子　　大西　俊江　　折坂　英紀　　釜瀬　春隆　　熊野　節雄
坂本　　恵　　佐々岡星児　　島根県有志一同　　　　　　　田中　　晋　　田村　節美
中国労働金庫　　　　　　　　塚本　隆富　　永岡　秀之　　保母　淳子　　引野　友子
平松　瑞穂　　松下　棟治　　島根県共同募金会（テーマ募金：38名）
連紹寺寒修行団　　　　　　　匿名16名

【維持会員】
雨川　直人　　猪野　和子　　井上　幹雄　　内田　孝子　　大西　俊江　　奥野　憲明
折坂　英紀　　楫野　光範　　川島　節子　　川西　俊雄　　近藤　佳郎　　清水　博子
昌子　睦子　　竹下　陽子　　谷　　正次　　田村　節美　　角田　　徹　　角田　宏美
角田　　誠　　中西　輝雄　　深石　優子　　渡部登美子　　匿名96名

【団体会員】
医療法人さとうクリニック　　医療法人仁風会八雲病院　　株式会社ウエヤマ
こころの診療所細田クリニック　　山陰総合リース株式会社
島根県高等学校PTA連合会　　社会医療法人昌林会
社会福祉法人出雲市社会福祉協議会

【賛助会員】
青柳　和弘　　朝倉　雅行　　安食　治外　　足立　　保　　安部山　亨　　池田　　誠
板垣　貴敏　　板垣　正明　　伊藤　恭子　　糸原　　保　　井上　道子　　今岡　重之
上田陽一郎　　岡　　孝次　　乙部有紀郎　　小村　浩二　　勝部　祐二　　金築　慶子
川本ゆかり　　神田　陽子　　北尾　勇樹　　桐山　優子　　後藤　祐二　　齋藤　成徳
斎藤　浩美　　佐伯　和夫　　酒井　洋輝　　澤江　　健　　清水　　明　　陶山　　崇

社会福祉法人　島根いのちの電話　理事長　釜  瀬  春  隆

最新の現況報告書、計算書類（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）は、
「社会福祉法人の現況報告書等情報検索」（WAM NET）をご覧ください。

※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。

曽田　彰二　　高橋　浩三　　高橋　雅子　　田原　和美　　塚本　孝之　　土江　　徹
角森浩一郎　　寺尾　美鈴　　德永　恵美　　豊田　邦昭　　長岡　秀樹　　永島　正治
中村真一郎　　奈良井浩人　　錦織　宏樹　　西田　吉治　　長谷川清寿　　原　　利枝
半場　祐子　　曳野　晃夫　　福島恵美子　　藤原　　卓　　伏谷　　訓　　細木由紀子
槇野　康一　　松浦香代子　　三上　純子　　三成　　洋　　山﨑　和子　　山田島義古
山名　和宏　　吉田　恭子　　米原　賢治　　米村　武夫　　和田　久史　　匿名322名

あなたのご支援をお願いします
　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　 01 4 6 0－6－93 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） 23 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。
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編集後記

　ちょうど一年前のこの広報誌には、「コロナ
収束を待ちたい」と綴ってありました。現在の
状況は収束どころか、オリンピックさえも制限
をかけながらの開催になろうとしています。
　そのコロナの影響と思われるショッキングな
報道がありました。それによりますと、松江市
では2020年の自死者数が50人となり、2018年の
27人、前年の31人を大幅に上回り、深刻な状況
を伝えています。
　これを受け、市では急遽補正予算案に対策費
を計上し、市内のバス停や街道ビジョンを活用
し、相談窓口などの情報を広報する事としまし
た。
　私たち相談員も電話の向こうの声に耳を傾
け、理解し、寄り添うことに更なる思いで臨み
たいものです。一人で悩まないで、抱えない
で、電話をかけてくださることを願うばかりです。

（出雲日御碕灯台）

　島根半島の最西端の断崖にそびえる
「出雲日御碕灯台」は、出雲大社から
車で20分ほどの地にあります。
　明治36年（1903）に設置され、高さ
43.65m、海面から灯塔の頭上までは
63.30mと、日本一の高さを誇っていま
す（石積み灯台としては東洋一）。
　平成10年に「世界の歴史的灯台百
選」に選ばれています。「日本に居な
がら、まるでエーゲ海にいるよ
う・・・」灯台の上からの眺めは壮大
で絶景です。
　日御碕から西方向に朝鮮半島があり
ます。古代の海の民が対馬海流と季節
風に乗って、日の昇る方向に漕ぎ出せ
ば、稲佐の浜から日御碕一帯に着きま
す。古来よりこの岬を「ひのみさき」
と呼んだとする説の由縁です。

　古代の出雲には現代の国境を遙かに
超えたロマンを感じます。

表　紙

社会福祉法人　島根いのちの電話
事務局　〒690-0011　松江市東津田町1741-3
　　　　　　　　　　　　いきいきプラザ島根
　　　　TEL（0852）32－5985
　　　　FAX（0852）32－5986
　　　　Eメール　s-inochi@smile.ocn.ne.jp
ホームページURL　https://shimane-inochi.jp/
発行人　理事長　釜　瀬　春　隆
編　集　島根いのちの電話広報委員会

～あなたも相談ボランティア活動に参加していただけませんか？～～あなたも相談ボランティア活動に参加していただけませんか？～
　島根いのちの電話は1979年７月10日全国で７番目に開局し、皆様のご支援と相談員のボラ
ンティア活動に支えられ40余年の歴史を刻んでまいりました。
　開局以来少しずつ相談体制の充実を図り、現在松江と浜田の2か所で、約100人の相談員が
年中無休の活動に携わっており、相談電話は年間で１万件を超えています。
いのちの電話は人間関係が希薄になったといわれる今日「自分の思いを誰かに聴いてもらい
たい、一緒に考えてほしい、死にたい…」などの思い
を抱えて苦しんでいる方たちに電話を通して寄り添う
ことが自死予防の第一歩と考えています。
　この活動は、一定の研修を受けたボランティア（有
職無職を問いません）で支えられています。これから
も活動を維持するためには、皆様のご協力が必要で
す。相談ボランティア活動に関心をお持ちの方はぜひ
事務局までお問い合わせください。あなたからの心あ
る一報をお待ちしています。
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