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「潔く生きない」生き方を考える「潔く生きない」生き方を考える

　きたやま氏は、「潔く生き、死んでいく」生き方が日本人の生き方とし

て根付いている。それに対して、「潔く生きない」生き方を大事にした

いと語りました。この講演から私たちの生き方を考えてみました。

（文責－島根いのちの電話広報委員会）

－開局40周年記念－島根いのちの電話公開講座より

2020年2月23日（日）

講師：きたやま おさむ氏

会場：松江市くにびきメッセ　国際会議場

●日本人の悲劇

　「見るなの禁止」という言葉をご存知だろ

うか。「見るなのタブー」とも言われ、世界各

地の神話や民話に見られるモチーフのひと

つだそうだ。何かをしているところを「見て

はいけない」と禁止が課せられていたにも

拘らず、それを破ってしまったために悲劇

的な結果が訪れる、あるいは、決して見ては

いけないと言われた物を見てしまったため

に恐ろしい目に遭う、というパターンを言

うらしい。

　きたやま氏の講演では、この「見るなの禁

止」を軸に日本人の生き方が語られた。

　まず最初に古事記のイザナキ・イザナミ

神話。イザナキ、イザナミが結婚し、イザナ

ミがもの凄い数の神様を産むのだが、最後

に火の神様を産んで大やけどを負って死

ぬ。

　イザナキ（父神）は、イザナミ（母神）のこ

とをあきらめきれずに、黄泉比良坂（よもつ

ひらさか）を黄泉（よみ）の国へ向かう。イザ

ナキが禁止を破って覗くと、イザナミの

腐った死体が露出して、逃げ出してしまう。

そして「汚いもの」「醜いもの」を洗い清める

ために禊（みそぎ）を始める。

　人は美しさや豊かさを求めるが、長続き

はしない。愛する人の死にも直面しなけれ

ばならない。死を「ケガレ」醜いもの汚いも

のととらえれば、それを洗い清めようとす

る。それが「不潔恐怖」「神経症」に結びつく。

醜いもの汚いものから逃げてばかりなのは

悲劇ではないのか、と氏は言う。

　次に日本の代表的な民話「鶴の恩返し」。

木下順二の戯曲「夕鶴」のもとになった話で

馴染み深い。

　ここでも「見るなの禁止」である。決して

見ないようにと言われていたのに、〈与ひょ

う〉は覗き、鶴の姿に戻って機織りをする

〈つう〉を見てしまう。そして見られた〈つ

う〉は去ってゆく。

　人にはいろいろな面がある。〈つう〉が鶴

でもあることを理解できない〈与ひょう〉

の、包容力のなさが〈つう〉を苦しめ追い出

したと読める。また〈つう〉の側も去って行
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の、包容力のなさが〈つう〉を苦しめ追い出

したと読める。また〈つう〉の側も去って行

くことが、解決であるかのように思い込ん

でいる。これでは〈与ひょう〉は変われない。

同じことの繰り返しである。

　潔く去って行かないこと。この新しい解

決を勧めたいと氏は語る。繰り返されてき

た悲劇を変えるためにこそ、ダラダラ生き

て参りましょう。物語を変えるのは、私たち

のぐずぐずした生き方、つまり「ダラダラと

居座る夕鶴」たちではないだろうか、と。

　折しも新型コロナウィルスの出現によっ

て私たちの生き方も大きな変換を迫られ

た。「潔く生きない」生き方から示唆を得る

ことができるのではないか。

●友人の死について

　ザ・フォーク・クルセダーズのメンバーで

あり作曲家の加藤和彦さんは2009年自死を

選んだ。

　きたやま氏にとっては「あの素晴らしい

愛をもう一度」の相方でもある。友人として

精神科医として、自死を止めることができ

なかったことについて「どうにかならな

かったのか」「何とかできなかったのか」と

今も問い続けている。

　加藤さんの自死は、音楽のクリエイター

が音楽を作ることができなくなったことが

大きい。売れっ子のクリエイターであった

ことが幸せだったのか。

　死後、きれいに片付いたスタジオから、

たった一枚の写真が出てきたというエピ

ソードが印象深い。アマチュア時代、解散記

念のときのものだった。

　「あなたに聴いてもらいたい」「喜んでも

らいたい」と作った歌が、結果として多くの

人に喜んでもらえたあの頃。加藤さんは、好

きな音楽を作り、歌ったあのアマチュア時

代に帰りたかったのだろうかと、きたやま

氏は話すのだ。

きたやま おさむ氏のプロフィール

　本名　北山　修

　1946年淡路島生まれ．65年、京都府立

医科大学在学中にフォーク・クルセダーズ

結成に参加し、67年「帰って来たヨッパラ

イ」でデビュー。68年に解散後は作詞家と

して活動。71年「戦争を知らない子供た

ち」で日本レコード大賞作詞賞受賞。

　京都府立医科大学卒業。札幌医科大学、

ロンドンのモーズレイ病院およびキングス・

カレッジ・ロンドン精神医学研究所 を経て、

北山医院（現：南青山心理相談室）を開設。

精神分析家・心理療法家として活動する。

　現在は、九州大学名誉教授、白鴎(はくお

う)大学副学長・兼特任教授、国際基督教大

学客員教授。

　著書に『コブのない駱駝-きたやまおさむ

「心」の軌跡』（引波書店)、『ビートルズを知

らない子どもたちへ』(アルテスパブリッシ

ング)、『新版 心の消化と排出-文字通りの

体験が比喩になる過程』(作品社)など多数。
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島根いのちの電話　令和元年度事業報告書島根いのちの電話　令和元年度事業報告書

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（2019年１月～12月）

11,733件（男性：6,256件　女性：5,477件）

電話相談員延べ数　　月平均　140人

電話相談担当実働数　月平均　 69人

電話台数：２台

　①島根いのちの電話相談（通常電話）11,277件

　　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

　　内、自殺志向（男54件、女41件、総計95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：2019年１月～12月　　425件

　③熊本震災ダイヤル　31件

　　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

　　①＋②＋③の合計　　11,733件

２．相談員の研修

　☆相談員数：100名（2020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 44回

　　　　　　　　参加者 489人

　　石見分室グループ

　　　毎月１回　延べ 11回

　　　　　　　　参加者 104人

　☆研修スタッフ養成コース

　　日　時　　毎月第１土曜日

　　　　　　　10：00～12：00

　　講　師　　研修委員長　大西　俊江 理事

　　参加者　　延べ人数　197人

３．相談員の養成

　☆第38期養成講座

　　開　講　　平成30年10月６日

　　　　　　　令和元年２月認定

　　研修内容　ロールプレイ21回

　　　　　　　その他（ワークショップ等）11回

４．運営会議の開催

年６回開催

５．公開講座の開催

６．広報誌の発行

「島根いのちの電話」第69号

（令和元年７月発行）14ページ　1,500部

「島根いのちの電話」第70号

（令和２年１月発行）８ページ　1,600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
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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

平成30年度事業報告及び平成30年度計算関係書類並びに財産目録の

承認について

次期役員候補者について

定時評議員会の招集について

職員給与の改正について

運営会議要綱の改定について

理事長の選出について

理事の役割分担について

相談電話の録音について

自殺予防学会共催について

第39期相談員養成講座について

心のダイヤル委託事業について

令和元年度補正予算について

令和2年度事業計画案について

令和2年度予算案について

（第１回）

令和元年5月19日

（第２回）

令和元年6月9日

（第３回）

令和元年11月7日

（第４回）

令和2年3月20日

2.　評議員会の開催　１回開催

開　催　日 議　　　　　　　　　　題

次期役員の選任について

平成30年度計算関係書類並びに財産目録の承認について

（第１回）

令和元年6月9日
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コロナ禍に想う 　ー相談員としてコロナ禍に想う 　ー相談員として

　若葉を渡る風は今年も爽やかで、散歩中に聞こえる小鳥たちのさえずりもいつもと変わらず

楽しそうです。緊急事態宣言は解除されたものの何故か晴れ晴れとした気持ちになれないのは

私達人間だけかもしれません。

　皆様はどんな気持ちでお過ごしでしょうか。コロナ感染拡大は世界中を巻き込み混乱が続い

ていますが、学ぶべき課題もいろいろあるようです。地図上に国境はあっても人と人とのつな

がり、それを支える物の流通に境目がないことも再認識しました。

　禁止ではなく自粛、命令ではなく要請と言うけれど、どこか違和感を感じながらの日々が続

きました。人々の身体だけでなく、心まで蝕むコロナ禍の実態が身近にあります。

　「カスハラ」という言葉をご存知でしょうか。カスタマーハラスメントと呼ばれ社会問題と

なっています。私が働くスーパーで実際に起こっているのです。「レジが遅い」「対応が悪い」「人

が多い、店長を呼べ」コロナの恐怖や外出自粛のストレスから不満を爆発させてくる事例が増

加し、エスカレートしているのです。

　透明の仕切り板を通して不特定多数と向き合い、見えない敵に怯えながら業務にあたってい

るレジ従業員もライフラインの最前線なのです。不安社会の中で感受性が強くなり、すぐに怒

り出すピリピリした心理状態の表れなのでしょう。コロナ差別と呼ばれ、とりわけ医療従事者

に対する誹謗中傷には溜息さえ出ます。「自粛警察」とは間違った正義感に走った結果です。

　AFTERコロナでなく、WITHコロナとしての生活様式が求められています。外出時のマスク

の着用、人との間隔を常に意識する生活の中でストレスが常態化するでしょう。電話の向こう

の声は複雑化、深刻化してゆきます。悲痛な声を受け止め、理解し寄り添うことの相談員の重み

は増すばかりです。かつての日常のありがたさをかみしめ、お互いを支え合うことに切り替わ

る社会となることを願うばかりです。（K.G）

　若葉を渡る風は今年も爽やかで、散歩中に聞こえる小鳥たちのさえずりもいつもと変わらず

楽しそうです。緊急事態宣言は解除されたものの何故か晴れ晴れとした気持ちになれないのは

私達人間だけかもしれません。

　皆様はどんな気持ちでお過ごしでしょうか。コロナ感染拡大は世界中を巻き込み混乱が続い

ていますが、学ぶべき課題もいろいろあるようです。地図上に国境はあっても人と人とのつな

がり、それを支える物の流通に境目がないことも再認識しました。

　禁止ではなく自粛、命令ではなく要請と言うけれど、どこか違和感を感じながらの日々が続

きました。人々の身体だけでなく、心まで蝕むコロナ禍の実態が身近にあります。

　「カスハラ」という言葉をご存知でしょうか。カスタマーハラスメントと呼ばれ社会問題と

なっています。私が働くスーパーで実際に起こっているのです。「レジが遅い」「対応が悪い」「人

が多い、店長を呼べ」コロナの恐怖や外出自粛のストレスから不満を爆発させてくる事例が増

加し、エスカレートしているのです。

　透明の仕切り板を通して不特定多数と向き合い、見えない敵に怯えながら業務にあたってい

るレジ従業員もライフラインの最前線なのです。不安社会の中で感受性が強くなり、すぐに怒

り出すピリピリした心理状態の表れなのでしょう。コロナ差別と呼ばれ、とりわけ医療従事者

に対する誹謗中傷には溜息さえ出ます。「自粛警察」とは間違った正義感に走った結果です。

　AFTERコロナでなく、WITHコロナとしての生活様式が求められています。外出時のマスク

の着用、人との間隔を常に意識する生活の中でストレスが常態化するでしょう。電話の向こう

の声は複雑化、深刻化してゆきます。悲痛な声を受け止め、理解し寄り添うことの相談員の重み

は増すばかりです。かつての日常のありがたさをかみしめ、お互いを支え合うことに切り替わ

る社会となることを願うばかりです。（K.G）

　令和２年４月４日(土)いきいきプラザ島根

を会場に第39期電話相談ボランティア養成講

座が開講しました。今回は受講生29名を迎え

ることができました。

　養成講座は、新型コロナウィルスへの対応

のため、マスク着用、３密を避けて行われま

す。第１課程は公開講座、第２課程は、電話相

談員として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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2020年1月1日～2020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】
足立　愛子　　大西　俊江　　岡本　匡人　　折坂　英紀　　門脇　弘政　　釜瀬　春隆　　佐々岡星児
田村　節美　　塚本　隆富　　永岡　秀之　　引野　友子　　保母　淳子　　松下　棟治
連紹寺寒修行団　　中国労働金庫　　島根県共同募金会（テーマ募金：21名）　　匿名10名

【維持会員】
安部山星児　　雨川　直人　　石橋　裕子　　今岡　雅史　　大西　俊江　　奥野　憲明　　折坂　英紀
勝田　松美　　河上　峯子　　川西　俊雄　　新宮　雅子　　杉原　　純　　武田　　勇　　塚本　織恵
塚本　隆富　　土江三惠子　　角田　　徹　　角田　宏美　　角田　　誠　　豊松　展史　　中西　輝雄
福間　幸子　　藤原　嘉樹　　柳井　学順　　山本　栄子　　横田　悦子　　渡部登美子　　匿名93名

【団体会員】
島根県農業協同組合 やすぎ地区本部　　しまね信用金庫　　株式会社みしまや
医療法人エスポアール出雲クリニック

【賛助会員】
青砥　智訓　　伊藤　恭子　　稲場　康志　　今岡　泰治　　内富美由紀　　遠藤　博志　　恩田　一樹
後藤　祐二　　鈩　　一夫　　田中　　徹　　土江　　徹　　仲佐　修一　　中林　　豊　　林　　美夏
曳野　晃夫　　平岡　　昇　　平谷　伸吾　　藤原　　卓　　細田由貴子　　松浦香代子　　三浦　和利
矢島　史江　　山田島義古　　山名　和宏　　渡部　晴喜　　匿名121名

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

※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

　２月に行われた、きたやま おさむ氏の公開講座はあと一週
間遅かったら、おそらく開催はなかったのではないでしょうか。
　ご承知の通り、コロナ禍の「自粛要請」により、各種の会合
などが中止になったことを思うと、感慨深いものがあります。
　講演の冒頭で、きたやま氏自身も「二日前東京での会合は
中止になった」と話されていました。
　島根いのちの電話では、毎月の研修も一時的に中止を余
儀なくされ、次回の公開講座は予定が立ちそうもありません。
この危機的状況もチャンスととらえ、コロナ収束を待ちたいと
ころです。（編集子）

（田和山展望台より遺跡を望む）

　松江市立病院の隣に、「田和山」がありま

す。この病院の建設途中に見つかったのが

「田和山遺跡」です。

　頂上付近に大きな溝である「三重の環

壕」「柱遺構」など2000年前のものが発掘さ

れています。何のために作られたのか。何が

行われたのかは今も謎です。「卑弥呼の時

代」と重なる遺跡であることから、親しみをこ

めて「卑弥呼に会える丘」と呼んでいます。

　田和山から西側には宍道湖、その先に出

雲があります。この丘から眺めながら、いに

しえの人達のロマンに思いをはせてはいか

がでしょうか。

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　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

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。

～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。


