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ナビダイヤル ０５７０－７８３－５５６ 10～22時

9～22時
年中無休

フリーダイヤル ０１２０－783－556 毎月10日 8時～翌日8時

相談電話 0852-26-7575



「第36回いのちの電話相談員全国研修会 おかやま大会」
「第16回アジア太平洋地域電話カウンセリング国際会議」

「かけよう心をつなぐ橋」をテーマに開催
（2019年10月24日～26日）

　１日目、基調講演は、黒住宗晴氏（黒住教名誉教主）「心のこと」。
　青木省三氏（慈圭会精神医学研究所所長）「生きたいという気持
ちを紡ぎ出す」。
　国際会議では、韓国、台湾から特色ある取り組みの事例報告。
　２日目、分科会・ワークショップ。
　３日目、一般公開で「若者といかにつながる
か」をテーマにシンポジウム。
　全体で560名、島根県からは19名が参加。

真剣に研修を受ける姿に感銘

　「全国研修会」に初めて参加させてい
ただきました。各会場は大勢の電話相談
員の方々でいっぱいになる盛況ぶりでし
た。会場内で真剣に研修を受けられる姿
を拝見し、日々の電話相談に活かそうと
する姿に、感銘を覚えました。私自身もそ
の中の一人であることに爽やかな気持
ちでした。
　「発達障害の支援とは」のシンポジウム
でコーディネーターを努められた壷内昌
子先生は、障害をお持ちの人も「いろい
ろの人」であり、自分はアスペルガーだと
主張される人からの相談であっても特別
な意識を持たずに話をお聞きすればい
い、と話され安心しました。アスペルガー
障害は、「疾患ごとの境界があいまい」で
あることから、連続体（スペクトラム）と
考えられているそうです。（R.K）

限りある人生をいかに生きるか、
見つめ直す機会に

　分科会「死とどのように向き合うか」
（講師 高木シスター）
　誰もがいつかは経験する死につい
て、長く生と死に向き合ってこられた高
木シスター講師のお話は、静かで落ち
着いた口調と共に心の深いところが揺
さぶられるお話でした。
　死について考えることは、生について
考えることでもあります。
　悲しさ、孤独、喜びをありのままに認
める力を持つことであり、生きる意味を
問い、限りある人生をいかによりよく生
きるかを考え、これからの自分自身を見
つめ直す機会でもあります。（K.O）

真真剣剣にに研研修修をを受受けける

参加者の声参加者の声
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参加者の声参加者の声
話の内容の是非ではなく、
気持ちを受け止めること

　5人のグループで、各自、付箋紙に「相談
に携わり、湧いてくること、どんな思いが
あるのか、プラス面マイナス面」なんでも
書き出し、模造紙に貼り、内容が同じもの
を区分けし、表題をつけていく。
　『相談員としての自分は何なんだろう。
誰かの思いが、共通した思いにもなる。内
容ではなく、語っている人の思いを聴く。
体験することで、すぐにではなく、変わっ
てきていることに気づくこと』などが大切
であるとのこと。
　ワークショップの後半で、お一人の参加
者が「今、気になっていること」を、お話に
なり、そのことについて、参加者で考えて
いくことになりました。このとき、気になっ
ていることの内容の賛否や是非を問うの
ではなく、気持ちを受け止めた発言する
こと、ちょっとした何気無い事に光がみえ
るとの言葉が印象に残りました。（Y.K）

全国の仲間との交流、
意見交換は視野を広げる

　やっぱり全国大会は良かったです。多
少マンネリ化していた日頃の気持ちが
シャキッとして元気をもらいました。
　分科会では、初めからスムーズな意見
交換となり、一人一人が率直に発言し、
まさに「いのちの電話」の相談員として
の連帯感を強く感じました。
　そして、私が全国大会で何よりも大切
にしたことは、全国の仲間たちとの交
流、意見交換をすることです。
　岡山では分科会、懇親会、交流会を通
して14センターの人たちとお話をし、意
見交換をすることができました。各セン
ターが様々な事情を抱えていることも
わかりました。いつも島根だけを見てい
ると「井の中の蛙」にならないとも限り
ません。視野を広げることで島根セン
ターの良い所が見えてくることもありま
す。（A.H）

（後楽園の月見橋から望む岡山城）

－ 2－

2020.1



「かつて希望は前提だった」。
現代は、社会に生きる多くの人々が、希望はないと感じている。
私たちは、何を考え、どんな行動に踏み出していけばよいのか。
個人を取り巻く社会と希望の関係に注目し、希望の社会学的研究「希望学」を始めた。

かつては同じ組織の同じメンバーの強い結束
（ストロング・タイズ）が求められていたが…。 自分と異なる経験・価値観・情報

を持ち、ヒントをくれる

ゆるやかな関係をつくるの
に必要なのは、すぐに理解
できない相手であっても共
感しようとする姿勢。

ウィーク・タイズ（緩やかな絆）の重要性
いつも会うわけではないけれど、ゆるやかな信
頼でつながった仲間。　職場の仲間でも、家族・
親族でもなく、たまに会う程度の友人・知人。

大きな壁にぶつかったら、壁の前でちゃんとウロウロすることが大切。
「どうしよう、どうしようと、とにかく立ち止まらずに壁の前を行ったり来たりする。そのとき本当に偶
然なのですが、壁の下に小さな穴が見つかったりすることがある。その穴を一所懸命に手で掘り広
げていくと、わずかに通り抜けられるくらいのトンネルができたりする。そこに勇気を持ってもぐり
こんで、もがいているうちに、壁の向こうにたどりついたりすることがあるんです。その穴は、行動
せずに立ち止まっていただけでは、みつからなかったかもしれない。」
「一番いいたかったのは、希望は与えられるものではなく、自分で（もしくは自分たちで）つくり出す
ものだということでした。現代の希望は、もはや前提ではなく、それ自体、私たちの手でつくりあげ
ていくものなのです。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（「希望のつくり方」より）

挫折と試練を何度も経験してきた街・釜石で出会った言葉

「地域を元気にするために、どうしてそこまで一生懸命やるのか？」

「今、夢はありますか？」「生まれた場所は選べないから」
「（結果は）いいの。地域のために頑張ったこと
を誰かが知ってくれればそれでいい」
「3人わかってくれる人がいたら大丈夫」

「棚ぼたというのはない。動いて、もがいているうちに何かに突き当たる。」

「あるよ。夢を持ったまま
死ぬことが夢だよ。」

開局４０周年記念
島根いのちの電話公開講座

開局４０周年記念
島根いのちの電話公開講座

（2019年９月２９日）
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「希望のチカラ」
　玄田　有史　氏

（東京大学社会科学研究所教授）

「幸福」は継続を求める。
「希望」は現状を未来に向かって変えようとする。

Hope is a Wish for Something to Come True by Action
（希望とは大切な何かを行動によって実現しようとする気持ちである）
希望の４つの柱
　　１．WISH（気持ち）：願い・思い
　　２．SOMETHING(何か）：具体的な何か
　　３．COME TRUE（実現）：方法を考える
　　４．ACTION（行動）：行動を起こす

「希望」は厳しい状況のなかで、先が見えないからこ
そ勇気をもって前に進むために必要とされるもの。

「安心」は確実な結果を求める。
「希望」は模索の過程そのもの。

希望がみつからないとき、4本の柱の
うち、どれが欠けているかを探す。

「夢」は無意識にわき上がってくる
「希望」は意識してもとうとする。

※当日の講演と著書「希望のつくり方」から
　の抜粋を、許可を得て掲載しています。

島根県頓原町（現飯南町）出身、松江南高校卒

かけがえのないいのちに寄り添って 40年　これからも

開局 40周年記念　
島根いのちの電話公開講座

手話通訳あります

きたやま おさむ氏きたやま おさむ氏

2月23日（日）2月23日（日）

プラバホール
大会議室
プラバホール
大会議室

日　時日　時

会　場会　場
13：30（開場）　14：00～16：0013：30（開場）　14：00～16：00

精神科医・作詞家精神科医・作詞家

松江市西津田6丁目5番44号　TEL0852-27-6000（代）松江市西津田6丁目5番44号　TEL0852-27-6000（代）

後日、聴講券を郵送します。後日、聴講券を郵送します。

潔く生きないように入場無料
聴講券が必要

お申込みお問合せ 島根いのちの電話事務局
電 話
ＦＡＸ
メール

0852-32-5985（9:00～17:00）（月～金）
0852-32-5986（24時間）
s - i n o ch i@ sm i l e . o c n . n e . j p

訳あり訳あり

入入入入入場場場無無
第二弾
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2019年7月1日～2019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。

足立　幸枝　　林　　秀樹　　ホリトオル　　青戸　雄一　　石橋　裕子　　稲垣　正俊　　大西　俊江
加藤　　徹　　門脇　秀夫　　門脇　弘政　　釜瀬　春隆　　木瀬　照康　　熊野　節雄　　坂本　　恵
佐々岡星児　　澤田　康治　　田村　節美　　寺本　朝子　　永窪　秀臣　　浜本　隆一　　林　　干城
引野　友子　　安田　英彰　　山田　　稔　　一般社団法人生命保険協会島根県協会
湖北ベニヤ株式会社　　島根県民共済生活協同組合　　島根県立中央病院　　中国労働金庫
どんぐり会　　日本イーライリリー株式会社　　益田市社会福祉協議会　　匿名14名

社会福祉法人　島根いのちの電話　理事長　釜  瀬  春  隆
【寄 付 者】

浅井奈緒子　　浅井　弘子　　安達　英之　　安部　利一　　安部山星児　　石田　末富　　石飛　寛子
今川　富夫　　岩崎　孝子　　岩下　初子　　岩田　明美　　宇賀　良子　　内田　和枝　　遠藤　知己
大畑　信子　　岡田千鶴子　　岡本　匡人　　景山　隆久　　狩野　和人　　河上　峯子　　菅野　恵子
斎藤　　渉　　伊藤　晧元　　杉原　瑩子　　周藤喜美子　　角　　智子　　総本山一畑寺　園山　正枝
竹下　陽子　　田中　　晋　　田村　節美　　塚本　織恵　　塚本　隆富　　角田　　裕　　角田由美子
徳岡　光子　　永岡　秀之　　永濱　哲夫　　能美　広明　　野津百合子　　野浪　達司　　福島　律子
福田　賢司　　星野　芳伸　　美川　　寛　　三好由紀子　　森山　眞治　　山内　愛子　　山根　礼子
山本　尚樹　　湯原　紀二　　芳川　博純　　力丸富美子　　匿名13名

【維持会員】

アイカム株式会社　　飯島クリニック　　一般社団法人島根県医師会　　一般社団法人松江市医師会
株式会社ウエヤマ　　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
公益社団法人島根県看護協会　　公益社団法人島根県断酒新生会　　山陰信販株式会社
山陰総合リース株式会社　　島根県司法書士会　　島根県精神保健福祉士会
島根大学医学部精神医学講座　　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
福田内科クリニック　　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
有限会社コクヨー　　レディースメンタルクリニック一粒の麦　　和幸株式会社

【団体会員】

青尾　華織　　青笹　美香　　吾郷　篤志　　安達　愛子　　安達　恵子　　安達　隆寿　　安達奈実嘉
安部　仁美　　天野　和子　　荒内　佑輔　　家本　　賢　　池田　　誠　　石川　睦子　　石川　祐子
石倉奈那子　　井出　志織　　伊藤　朱花　　今岡　重己　　今岡　泰治　　岩成　俊治　　岩野　真保
上野　明則　　内田　篤史　　内田　和恵　　内富美由紀　　大森　紅音　　沖原　次郎　　落合　真紀
貝谷　　昭　　楫野　光範　　片岡　大輔　　嘉藤　幸介　　鐘築　春香　　神旧あつ子　　川瀬　　遵

川畑　裕子　　日下　純子　　黒﨑　雅美　　小塚　　豊　　児玉　好美　　小橋　　創　　嵯峨　友樹
坂本沙央理　　佐々木真子　　佐藤　良介　　重松　大志　　清水　　明　社会福祉法人希望の里福祉会
小原　圭司　　白鳥　　薫　　高橋　浩三　　高橋　幸枝　　田邊和佳子　　坪内加代子　　出川　洋子
飛　　浩隆　　戸谷亜矢子　　中尾　千秋　　長﨑みゆき　　永田真季子　　中村　厚子　　錦織　里美
西田　吉治　　橋本　久美　　長谷川伸子　　花田　達也　　林　　清子　　原　　　宏　　原　　史行
引野　萌子　　日野　揚之　　福原　琢人　　福屋由紀子　　藤井早希子　　藤永　正彦　　藤原　　忍
前田　祐治　　牧野由美子　　眞田　美紀　　松江生協病院　松尾　　豊　　松岡　　廣　　松岡　義幸
松田　友美　　松本　修吉　　的野　佳子　　三代恵里子　　三原　絵美　　無津呂美保　　森口　悦子
森脇　英人　　森脇　美穂　　安来市役所　　山田　太郎　　山名　江里　　山根　温美　　横山　圭司
吉井千栄子　　吉川　浩二　　米田　麻純　　米田　典子　　霊山明日香　　匿名159名

【賛助会員】

ご支援ありがとうございました

※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。

● 理事会・評議会

令和元年  5月19日　　　　　　　　令和元年度　第1回理事会（決算理事会）

令和元年  6月  9日　　　　　　　　令和元年度　定時評議会

令和元年  5月19日　　　　　　　　令和元年度　第2回理事会

令和元年11月  7日　　　　　　　　令和元年度　第3回理事会

　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日より寄付金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。

－ 5 －

島根いのちの電話　第70号



2019年7月1日～2019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。
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どんぐり会　　日本イーライリリー株式会社　　益田市社会福祉協議会　　匿名14名

社会福祉法人　島根いのちの電話　理事長　釜  瀬  春  隆
【寄 付 者】
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山本　尚樹　　湯原　紀二　　芳川　博純　　力丸富美子　　匿名13名

【維持会員】
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福田内科クリニック　　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
有限会社コクヨー　　レディースメンタルクリニック一粒の麦　　和幸株式会社
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森脇　英人　　森脇　美穂　　安来市役所　　山田　太郎　　山名　江里　　山根　温美　　横山　圭司
吉井千栄子　　吉川　浩二　　米田　麻純　　米田　典子　　霊山明日香　　匿名159名

【賛助会員】

※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。

● 理事会・評議会

令和元年  5月19日　　　　　　　　令和元年度　第1回理事会（決算理事会）

令和元年  6月  9日　　　　　　　　令和元年度　定時評議会

令和元年  5月19日　　　　　　　　令和元年度　第2回理事会

令和元年11月  7日　　　　　　　　令和元年度　第3回理事会

　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日より寄付金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。
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編集後記

　年が明けて令和2年、開局41年目がスタートし、
広報誌も70号となる節目の年となりました。
　日本中を沸かせた昨年のラグビーワールド杯、
桜の戦士の合言葉は「ONE TEAM」（ワンチー
ム）。流行語大賞にも輝きました。7カ国にルーツを
持つチーム・スタッフの強い結束を表す象徴的な
言葉です。
　我々相談員の考え方、生き方も多種多様で
す。でも目指す心は一つです。それぞれの思いを
重ねながら、電話を通して寄り添うことも価値ある
トライです。
　今年もよろしくお願いします。

　屋根の上にどっかりと大木が乗っているような目を疑う光景。
左右25メートルの枝、高さ12m、幹周囲2.8m。浪花家の所有で
あることから「浪花の大松」と呼ばれています。元々は門の上に
かかる「門掛けの松」だったようです。
　樹齢450年ともいわれる大木の元の所有者は造り酒屋を営ん
でいた土屋家です。1813年全国を測量していた伊能忠敬の一
行は、この黒松のあった土屋家に宿泊したといわれています。忠
敬の測量日記に記載されているそうです。

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-inochi.jp/
ホームページURL　http://www.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
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