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　盛岡いのちの電話は、2021年（令和３年）
１月26日をもって開局から30年の節目を迎えま
した。1991年（平成３年）１月27日、全国で
34番目、東北では仙台に次いで２番目にいの
ちの電話が盛岡で開局しました。当初の受信
時間は午後５時から９時までの４時間。電話
を取ったのは第１期電話ボランティア42名でし
た。電話の掛け手も受け手も匿名、電話機の
設置場所も非公開で行われるこの活動は、自
殺予防を地域社会に訴える取組になりました。

　全国３番の自殺率

　2003年（平成15年）には全国の自殺者が
34,427人と過去最多となりました。岩手でも
この年の527人が最多でした。これが2018年
には253人まで減少しました。10万人当たりの
自殺死亡数も38.7人から20.5人へと減少しま
したが、それでも全国で３番目に高い状況で
す。自殺をめぐる課題はまだまだ厚い壁です。
　最近では、新型コロナウイルス感染症の影
響によって経済の低迷、離職、社会的孤立に
追い込まれる人々の苦悩が深まっています。
４月から続くステイホーム、様々な行動の自
粛もストレスが高じる要因になっているのか
もしれません。全国的には７月から９月にか
けての女性の自殺が増えたといい、心配です。

　コロナ禍での活動

　コロナ禍は、いのちの電話の活動にも負の影
響を与えています。狭い電話室は密閉空間に
なりますので、現在は換気対策を行いつつ通

常の半分の体制で対応しています。ボランティ
アは日常生活でも人との接触に警戒を緩めず、
感染予防に気を配って受話器を握っています。
　活動資金を募集する後援会の活動もバザー
やチャリティーコンサートを取りやめるなど、
慎重な活動を余儀なくされています。しかし、
幸いに協賛企業、個人からのご寄付は堅調で
あり、寄付ボランティアのご厚意には感謝しか
ありません。本当にありがとうございます。

　心の逃げ場所に

　病気や生活の困窮、家庭や学校でも不和、
コロナ禍の自粛などで辛い思いを抱えてし
まった人は、一人ぽっちで悩まずに、どこか
に逃げ場所を探し当て、とにかく命を脅かす
危機から逃げてほしいと思うのです。“いの
ちの電話”は、その時、心の逃げ場所になり
ます。電話の声に耳を傾けます。コロナ禍が
続く今だからこそ、そして30年間、活動を
続けてきた今だからこそ、この役割を誠実に
果たしていきたいと思うのです。

コロナ禍で迎えた30周年
社会福祉法人盛岡いのちの電話　

理事長　右京　昌久　　

開局30周年記念特集

白鳥が飛来する高松の池。岩手山が映える。
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司会　盛岡いのちの電話は2021年１月で開
局30周年を迎えます。
　本日は、20周年から30周年までの10年間
に印象に残ったことや新たに取り組んだこと
などを振り返っていただき、さらに10年後
の盛岡いのちの電話につながるお話を語って
いただきます。
　今日は10月１日、奇しくも金澤理事長か
ら右京昌久理事長へバトンタッチする日でご
ざいます。長年の金澤理事長さんのご尽力に
感謝申し上げます。
　まずは、金澤理事長さんの思い出から口火
を切っていただきたいと思います。

この10年間を振り返って

金澤　私は、もともと後援会の出身で、盛岡
いのちの電話を応援してくださった方との思
い出がたくさんあります。
　社会福祉法人の認可条件として財政的バッ
クアップのための後援会が必要でした。声を
かけましたら、岩手銀行頭取の佐藤光さん、
岩手日報社専務の東島末起さん、山口北州印
刷社長の山口徳治郎さん、後に事務局長と
なった渡辺信一さんらが快く参加していただ
き、盛岡いのちの電話を資金面だけではな
く、社会的知名度をもたらす絶大な効果をも
たらすこととなりました。
　また、私が日本いのちの電話連盟の理事に

出席者／　金澤 弘幸（前理事長）

　　　　　山口 浩（研修委員長）

　　　　　工藤 洋子（元事務局長）

　　　　　田野崎 真珠（後援会事務局長）

　　　　　M.M（３期ボランティア）

なり全国50か所の方々と交流を深め、特に
も仙台の出村和子さん（元仙台いのちの電話
理事長）には立ち上げに応援をいただき、
20周年記念にもおいでいただきました。
山口　2007年から研修委員長として13年間
続けることができたのは、皆様のサポートの
おかげです。繋温泉での一泊研修から一日研
修になり内容や進め方の工夫が必要になった
り、グループ研修の講師交代の際、次の方を
探すのにあれやこれやあったりしましたが、
現在の先生方に引き受けていただけたことも
有り難かったと思っています。
工藤　この10年間でみると前半部分の2014
年まで事務局長を、現在はカード委員として
かかわっています。
　20周年の時には、まだ組織も小さく24時間
受信しているわけでもなかったのですが、新
しいことにチャレンジしてみることも大事だ
と思い、インターネット相談に取り組むこと
にしました。仙台から何度も講師を招いて試
行後に2012年4月からスタートすることができ
ました。自殺傾向の強い若い人からの相談が
多く、件数として受けとめられる数は限られ
ていますが、大事な活動と思っております。
ボランティアにとっても勉強の場になります。
　また、ボランティアの養成講座を担当する
ファシリテーターの養成にも取り組みました。
はじめはボランティアだけでも大変なのに応
募してくれる人がいるか心配しましたが、積

座談会
「この10年を振り返って」

～東日本大震災を乗り越えて～　　

2020.10.1

30周年記念
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極的に参加してくださり育ってきました。

大震災で犠牲者も

M.M　一番印象深かったことは、東日本大震
災後、目の前を流される人を見たなどの電話
を受けリアルな映像として想像でき、とても
きつかったことを覚えています。
　翌2012年の札幌の相談員全国研修会には盛
岡からこうした発表をし、全国の方に伝えら
れたことがよかったと思います。“震災後１
年半たった今、いのちの電話として何ができ
るか”について全国の仲間と話し合いました。
田野崎　後援会の活動のひとつとして、県内
各地を訪問し、いのちの電話を紹介しており
ますが、大震災の前年は陸前高田市にお邪魔
致しました。陸前高田市にお住まいで、当日
ご一緒していただいたボランティア仲間のお
一人が、津波の犠牲になられたことは本当に
悲しい出来事でした。
　私は、1996年から後援会を手伝わせてい
ただいておりますが、1997年の法人化に向
けて、当時の後援会事務局長だった渡辺信一
さんのご尽力を忘れることができません。
　また、後援会の会長に代々岩手銀行の頭取
が就任してくださっていることは、本当に有
り難いことだと感謝しております。
M.M　後援会を立ち上げる時にそうそうたる
メンバーが集まったと先ほどお話がありまし
たが、その時はまだいのちの電話は知られて
なかったと思います。立ち上げる基盤はあっ
たのですか。
金澤　岩手県が自殺の多い県であるとみんな
知っていたので、”目的が自殺予防”と言うだ
けで、どんな活動かなど質問する人は誰もいま
せんでした。岩手銀行の頭取が大賛成してく
ださってロータリークラブ、ライオンズクラブ
等を紹介していただいたおかげで各企業を歩
き、著名な方がたくさん参加してくれました。
M.M　資金がからむことでもあり、意識が高
くないと賛同してもらえないですね。

たくさんの応援

田野崎　後援会の事業として、開局時からの
バザーをはじめ、チャリティーコンサートや

後援会の交流会の収益をまとめてみました
が、29年間で約３千万円となっておりました。
　バザーの値段付けをはじめ、行事のたびに
ボランティアの皆さんのご協力をいただきな
がら、和気あいあいと楽しく仕事が出来、仲
間意識も強められたことは、とても良かった
と思うとともに、心から感謝しております。
　後援会事業の中でも、大きな位置を占めて
いるチャリティーコンサートは、1998年から
毎年行われていますが、始まりは盛岡バッ
ハ・カンタータ・フェラインを３年、次に弦
楽合奏団バディヌリを１年、その後は県立不
来方高等学校音楽部の皆さんによるコンサー
トを開催し、昨年（2019年）で18回となりま
した。しかし、残念ながら今年は新型コロナ
ウイルスの感染予防のため中止としました。

ボランティアを守るしくみ

司会　10年の間、いろいろな変化もあった
かと思います。そこから見える課題などにつ
いてお願いいたします。
山口　攻撃的な電話について。怒りのはけ口
としていのちの電話を使われたりすることがあ
り、傷つくボランティアの方々のフォローや若
い期の方のフォローアップも必要だと思います
し、今後とも、内部からのファシリテーター育
成を軌道に乗せていく必要性を感じています。
　先日、ボランティアさんが受信後に事務局
に来られて話す場面を見て、こんな風に事務
局員からのサポートを受けているというこ
と、また、研修室を模様替えし、たまったも
のをお互い話し合える場を設けるなど工夫さ
れていて、とてもいいと思いました。
　一方、個人スーパービジョン（以下SV ）
についてあるボランティアさんから、現在、

公開講座の受講者
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認定10年後などかなり時間が経ってから受
けることになっているが、独り立ちして間も
ない方が、自分の気になっていることや疑問
など周りを気にせずに話せる機会として個人
SV受けることはできないか、とのご意見を
いただきました。例えば、認定１年後に受け
て、初期段階のモヤモヤをスッキリするとか
今後に向けての方向性を見つけてもらい、そ
の後、５年ごとに受けるなどのシステム作り
など検討していきたいと、今後もみなさんの
意見を反映させながら研修に活かしていきた
いと思っています。

つながる電話に

工藤　日本でのいのちの電話は、売春防止法
が出来、女性を救う手立てとしてスタートし
たという長い歴史があり、かつて電話は大事
な事を話すものでしたが、最近は１人１台で
日常の道具に化したことにより違ってきてい
ます。いのちの電話の“聴く”という特性か
ら、それが心地よくなり暇つぶしにかけてき
たり、日常的にかけてくることが多くなった
ことにより、本当にかけたい人、ようやく意
を決してかけてくる人達がつながらないとい
う新たな問題が出てきました。盛岡だけでは
なく、いのちの電話全体として考えていくこ
とが必要と感じています。
金澤　連盟でも“対話したいため”のいのち
の電話になっていることが問題になってお
り、一人で年に何千コールもかけてくる方も
いるため対策をさまざま講じています。いの
ちの電話は、自殺予防対策であることを忘れ
てほしくないですね。岩手県の自殺対策担当
者と一緒に久慈に何度も行きました。
　最近はテレビでいのちの電話のテロップが
流れるようになったのは、芸能人、有名人が
自殺するとその年に自殺者が増えるという事
例があるからです。

ネット相談の意義

山口　ネット相談は、電話をかけてくる方よ
りも若い層の方々から、自殺の訴えが高く、
メールなのでズバッと問題を書いてくること
が多いと感じます。もちろん、電話は重要で

すが、それを補う相談としてネット相談も意
義があります。返信相談文を書くとき、話し
言葉のやりとりにはない、私がこんな風に書
いたら見えない相手がどんな風に思うのか、
相手の立場から再度イメージすることを大切
にしており、それがこちらにとってもすごく
勉強になる気がしています。
M.M　ネット相談では、自死念慮は若い世代
が多く、若い世代の気持ちも分かろうとする
努力が必要だと感じています。ネット相談の
難しいのは、非言語の部分、声のトーンが分
からないことから、相談者の気持ちをくみ取
れなかったり、こちらから伝えたいことを文
章にする時に語彙（ごい）の乏しさを痛感し
ています。若い人の電話が減少している一
方、メールを通じて自分の気持ちを出したい
人が今後ますます増えると思いますので、
ネット相談は重要な活動だと思います。
　攻撃的な電話やネット相談もあるけれど、
「コロナ禍で家にいて外に出ない。何をやっ
ても駄目だ。このまま餓死する」という相談
に親身に対応したことにより、「生活保護の申
請が通った。このまま頑張ってみる」と返信
がありました。電話できない人もいるので、
ネット相談を開設してよかったという例です。

コロナ禍で

金澤　自殺者は減っていますが自殺率は高
く、コロナ禍の後も恐ろしい。関心がますま
す高くなってくると思います。
M.M　今後は、コロナの影響で収入面の落ち
込みや長い間家族に会えないなどの相談も増
えてくると思います。有名人の自死のたびに
テレビにいのちの電話のテロップが流れます
が、通話時間が長く１日に何度もかけてくる
リピーターや内容も雑談や不快な電話は相変
わらず多く、追い詰められた人がすぐ繋がる
電話にするための対策を連盟も考えてもらい
たいですが、盛岡として、みんなで話し合い
たいと思っています。
田野崎　今年度はコロナ禍のため、後援会事
業での収益はありませんが、幸い国の持続化
給付金200万円、いわぎんクレジットサービ
スからの寄付金が125万円ほどありホッとし
ております。
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ボランティアの確保

田野崎　ボランティアを増やしたいですね。
認定されても続けることが大変で休務率が高
いと聞いています。（約120名中約半数が実
働、残りが休務）復帰しやすい手立てを考え
てほしいと思います。
山口　休務の背景事情は、ご家庭の事情とか
で、やむを得ない事情なんですよね。
田野崎　「復帰のプロセスが面倒だ。再度数
回研修を受けその後に電話受信というのが辛
い」と話している方がいらっしゃいました。
司会　それまで電話をとったキャリアが評価
されないということですね。
工藤　申し伝えで、１年以内に復帰すれば特
に研修は必要ないが、１年以上の場合は前期
か後期の研修を受けて、電話を受信すること
になっています。
司会　病気で１年間休務して、務まるか心配
しながらも、ネット相談から復帰し電話受信
へ戻られたという事例もあります。
山口　１年以内だと研修は不要だが、２年、
３年ならどうするのか。復帰する時に一期４
回研修するのか半分の２回研修で良いとする
のか検討課題ですね。
M.M　昨年2019年の相談員全国研修会に参加
した際、シンポジストとしてライフリンク
（ NPO法人自殺対策支援センター）代表の清
水さんが、「何をしているか分からない団体に
は寄付をする人はいない」と提言していました。
　いのちの電話は、ボランティアとして守秘
義務など制限があることや個人に関わること
から具体的な内容をアピールすることは難し
いですが、これから事業内容などを社会に知
らせる手段が必要だと思います。
　今年は30人の受講者があり嬉しいことで
すが、最近認定後にすぐ辞めていく方が多い
ですね。人の命に向き合って人を助けること
を目的にしているのに、「おまえは何をやっ
ているんだ」と、罵倒されたり、不快な電話
を頻繁に受けると、辞めたくなる気持ちは分
かります。ボランティアを守ってほしい。
　関心があるけど、続けることは難しいとい
う現状があります。
司会　ボランティアの年齢が上がって、80歳

代、90歳代の親を介護するために続けるの
が難しい例も出てきていますね。
田野崎　なるべく休務者を少なくするための
手立てとして、２週間に１回という当番を、
事情によっては１か月に１回ということは出
来ないものでしょうか。介護していても自分
の心の平安のためにも外に出て活動したいと
思う方もいると思います。検討していただき
たいです。

仲間の支え

司会　ここまで続けてこられた思いをお聞か
せください。
M.M　しがらみのない1人の人間として電話
と向き合えますし、研修の先生方のお話が聞
けます。また、ボランティア仲間と後援会を
手伝うことにより仲良くできるなど人間関係
の広がりがうれしいですね。まだ続けようと
思っています。
司会　途中でやめようと思ったことはありま
せんか。
M.M　きっと多くの人が一度は辞めようと考
えたことがあると思います。
　それでも研修などで、「電話を受けての辛
い体験を仲間に共感してもらい、とどまるこ
とができました」とか、「家族の悩みの電話
を聞いて、自分の家族、夫婦関係などを見直
すきっかけになった」などいろいろな体験を
しながら継続していると思います。
工藤　山口先生には、私たちが投げかけた課
題をきちんと整理、フォローしていただきま
した。そのような支えがあって続けてこられ
た面も大きいと思います。
司会　本日は貴重な体験談、課題にまで及ん
だお話しを有難うございました。

県民会館でのチャリティーコンサート
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盛岡いのちの電話相談員になって

１期　H・T　

　ご縁があって盛岡いのちの電話に携わる
ようになり、30年が経ちました。私の人
生の半分近くになります。あの日、所要が
あり上田公民館に行く夫について行った
折、いのちの電話相談員養成講座があるこ
とを知り、すぐに問合わせそこから皆様と
のご縁が始まりました。講座が終わり、認
定された時の喜びは感慨深いものがありま
した。この時の認定者は34名いたと思い
ますが、今は数名ほどになりました。当番

に入り初めての受信は男性の方で、今でも
よく覚えております。今まで沢山の方のい
ろいろなお話を聴く機会を与えられ、夫の
転勤で盛岡を離れたり、大病で入院もしま
したが、休み休みながらも何とか続けてこ
られたのも仲間の皆様の支え、励まし、家
族の理解があったから出来た事と感謝して
おります。本当に今まで有難とうございま
した。私達相談員同志でもいろいろな出逢
いや別れがあり、自分の人生を彩ってくれ
たものと思います。これからもいのちの電
話を支え、継続して下さる皆様にエールを
送り続けたいと思います。

ボランティアは、やはり自分のため

８期　Ｓ・Ｙ　

　私が物事を始めるときは、使命感とかで
はなく不純な動機が多いのだ。仕事や子育
てでカウンセリング的な対応を求められ、
学ばなければと思っていたが経済的に無理
だと思案していた矢先に出会ったのがいの
ちの電話だった。あれから23年の歳月が
過ぎたが養成課程で病気になって認定が遅
れたり、仕事の関係で長期休務をすること

もあったが、開局30周年を迎えるこの時
にボランティアを続けてこられた自分を認
めてあげようと思う。
　今があるのも、理解と協力がある夫や家
族のお蔭、また、活動を通して巡り合った
仲間は、私の貴重な財産だ。これからも共
に学び続けたい。
　コロナ禍もあり、経済的な事、孤立、孤
独、病気などで困窮する人が増加してい
る。元より微力だが、これからも電話の前
に座り、耳を傾けていきたいと思う。

ボランティアの奥深さ知る

14期　S・H　

　18年前、公開講座を受ける機会があり
ました。その後、自分の中では紆余曲折な
がら何とか、いのちの電話に関わらせて頂
いています。
　研修の中で「自分をみつめる」ことが一
番の試練だったと思います。ひとりよがり

の自分を見せ付けられ自信を失い、また相
談者の方から突然お叱りの言葉に、ショッ
クを受けたりと度々の挫折。そんな時、仲
間の励ましや先輩方の毅然とした姿に接
し、また多くの支えを知ることで、ボラン
ティアの奥深さを学び今まで続けて来られ
た気がします。なかなか相談者の方の悩み
をお聞きできる人間にはなっていません
が、皆さんの力を借りながら、もう少し続
けてみようかなと思う昨今です。

共に歩んだボランティアの想い
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出逢いに感謝

20期　T・S　

　何か新しい事をやりたいと考えていた時
期に、ふと目にしたのが“いのちの電話”
の新聞記事でした。これが電話ボランティ
アへの最初の出逢いです。
　研修が進むにつれ、私に出来るのかと自
問自答しながら、どうしてもだめな時はや
めれば良いのだという気持ちでした。
　そんな中で、同期の仲間や先輩、指導者
の方々の心豊かさに惹かれ、一緒に活動し

たいと思うようになりました。
　そして、なんとか最終の電話実習まで進
んで受話器を取った時の緊張感は、今も思
い出されます。その時から電話を通して、
何人の方と出逢ったのでしょうか。何か社
会に役立つ活動をしたいという思いでした
が、振り返ってみると活動を通して自分の
生き方も考えさせられる時もあり、私自身
が得ることの方が多かったと思います。今
でも折れそうになる事もありますが、当番
も日常になりつつあります。今日も、どん
な出逢いがあるのかと思いつつ電話の前に
座ります。

いのちの電話に生かされている日々

26期　Ｆ・Ｒ　

　盛岡いのちの電話開局30周年の節目に在
籍させていただくことに、感謝の気持ちと
誇りを感じております。電話ボランティア
として認定を受けて４年目を迎えておりま
すが、辞めたいと真剣に考えた事は無かっ
た様に振り返っております。
　スタート当初は、経験を重ねていく内に
何とかなるだろうという浅はかな考えでし
たが、今では打ち砕かれております。研修

会、講演会、本等から学んだり、時には相
談者の方に気付かせてもらったりしながら
も実践の中で生かしきれないもどかしさ
は、永遠のテーマでもあるように感じま
す。だから続けられているのかなとも思っ
たりします。
　そして、いのちの電話で関わる人達とは
身構えず自然体で接する事が出来るほのぼ
のとした雰囲気が、私自身をリセットさせ
てくれ日々送ることが出来ております。コ
ロナ禍の中で希薄になりがちな人とのつな
がりの今、受話器の声に心を添えて耳を傾
けたいと思います。

ボランティアをして考えていること

29期　Ｎ・Ｗ　

　ボランティアを始めて、性的な話をした
がる電話が多いことに驚きました。内容を
整理しながら“精神的な病気の疑いあり”
ではないのかと思うことがしばしばありま
す。
　女性と話したいとか、優しい言葉をかけ
てもらいたいと望んでいるのだろうと思い
ながらも、会話の中からは、家族・友人な

ど話し相手がいないこと、職場での人間関
係もうまく行っていないように感じます。
　「病気があり、友人もいなくてさみし
い。誰かと話したくて電話した」といった
ような電話もありますが、性的な電話をか
けてよこす方も、同じなのではないだろう
かと思うことがよくあります。
　自分自身についてもですが、日頃からお
互い思いやりあい、病気になる前から、周
りの方に相談できるような関係性を作るこ
とが大切なのだと改めて感じています。
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全国から深沢紅子ファン

―�館長になられたのはいつからですか。
美術館の特徴を教えてください。

廣嶼館長　盛岡市出身の画家深沢紅子

（1903～1993）の水彩画200点を中心に

展示する美術館として平成８（1996）

年に開館しました。私は当時からボラン

ティアでロビーに花を飾り続けておりま

した。そうしたご縁もあって平成29

（2017）年から館長を務めています。

　野の花美術館は、紅子さんの生家に近

い中津川のほとりにあって、河原には紅

子さんの絵の題材にもなった忘れな草が

かつては自生、今は植え込まれ群落とな

り、全国からファンが訪れています。紅

子の夫・深沢省三も画家でした。

―�深沢省三・紅子夫妻はどんな夫婦でし
たか。

廣嶼館長　紅子は東京女子美術学校を卒

業後、女流画家として活躍しましたが、

76歳の時にアトリエを全焼、多くの作

品を失いました。でも、野の花を１日５

枚、10枚と描くことで、失意を切り抜

けたのだと思います。戦後は夫婦で盛岡

に図画教室や岩手美術研究所を開設し、

子どもたちや若者の美術教育に心血を注

ぎました。

夫の死が最大の危機

―子どものころは絵を描きましたか。

廣嶼館長　父親が絵が好きで私も小学３

「ボランティアがもっと増えたらいいですね」

深沢紅子野の花美術館・廣嶼康子館長インタビュー

　盛岡市の深沢紅子野の花美術館の廣嶼康
子館長に、同館の特色やいのちの電話への
期待をお聞きしました。いのちの電話には
「１人でもボランティアが増えて欲しい」
とのエールをいただきました。

◆ ひろしま・やすこ　盛岡市出身。多摩美術
大学図案化卒。岩手日報社広告部勤務。平
成29（2017）年から深沢紅子野の花美術
館館長。
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年から深沢夫妻が主宰する図画教室に通

いました。高校では自宅にあった歌舞伎

の本を熟読し、上京後は歌舞伎が見たく

て歌舞伎座の三階に通いました。デザイ

ンの勉強は面白かったのですが、山が見

えないのでは一生くらす所ではないと思

い盛岡に帰ってきました。

―�これまでで最も困難なときは何でした
か。それにどう向かい合いましたか。

廣嶼館長　夫・中津文彦（小説家、「黄

金流砂」で江戸川乱歩賞受賞）を2012

年に病気で亡くしたときが最大の危機で

したでしょうか。一関市出身の夫の祖父

が僧籍にありお寺が身近かでしたので写

経教室に通い始めました。そして夫とは

無理やり別れたのではなく、夫と常に一

緒にくらしているという思いを持ち続け

ることに決めました。

一人でも多くのボランティアを

―�日本の自殺者は３万人台から２万人台
に減りましたが、世界的にはまだ高い
水準です。

廣嶼館長　今はコロナ禍でみんな内向き

の生活になり、実害があったり職を失っ

たりしています。難しいことに思い悩ん

でいる人もいっぱいおり、発作的に自殺

する方もいると思います。東日本大震災

にコロナ禍が加わりもっと追い込まれる

方も増えるかもしれません。

―�いのちの電話にどんなことを期待しま
すか。

廣嶼館長　いのちの電話ボランティアの

仕事はすごく重たい仕事と思っていまし

たが、頂いた資料でこんなに一生懸命に

かかわっている方がいることを知りびっ

くりしました。さらに「聴くことであっ

て、相談ではない」「電話する側と聴く

側は対等」という言葉を知り、これがボ

ランティアを支える指針だと思いまし

た。

　今まで通り一人でも本気になってボラ

ンティアをする方が増えてくれることを

願っています。特に年代の若い方がもっ

と増えてほしいですね。そうすれば若い

方の悩みを身近にとらえることが出来る

と思います。

中津川沿いの深沢紅子野の花美術館
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2011年３月11日の東日本大震災
による被災者支援として第１次
フリーダイヤル（2011年３月28
日〜４月９日）に続き、第２次フ
リーダイヤル（2011年９月11日
〜2013年９月30日）を実施。受
信件数1088件、受信ボランティ
ア数は延べ398名となりました。

盛岡いのちの電話の歴史
と共に歩まれた30年。偉
業を成し遂げたM・Tさ
んはいつも自然体の笑顔
の魅力的な方です。

2011年１月から日本
いのちの電話連盟のイ
ンターネット相談に参
加し実施しています。

新型コロナウイルス禍
の影響で後援会活動の
コンサートやバザーを
中止とする中、大変心
強い支援でした。

広報活動

［2011年12月1日発行　第90号］

［2020年7月10日発行　第124号］

［2018年7月10日発行　第116号］

［2019年7月10日発行　第120号］
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（件）

（件）

　2010年から2019年の対話のあった総受信件数（図１）は、121,473件（男性74,030件、女性
47,443件）であり、前10ヵ年（2000年～2009年：94,615件［男性57,248件、女性37,367件］）と
比較して、28.4％の増となっています。この10年間、毎年１万件以上の受信件数があり、電話の
ベルが鳴り止まない状態が続いています。なお、件数には毎月10日のフリーダイヤル「自殺予防
いのち電話」と2011年から2013年かけて実施した震災ダイヤルによる受信件数も含めています。
　自殺傾向（念慮、危険、予告等）のある受信件数（図２）の割合は、総受信件数に対し10％
前後となっています。特に2011年３月11日の東日本大震災後の割合は高く、震災ダイヤルの
受信等が影響していると考えられます。
　内容別受信件数（図３）は2012年１月から統計区分が変更され、それ以前の状況と比較で
きませんが、各年とも人生（生き方・生きがい、孤独等）が最も多く、次に精神（うつ、精神
疾患等の苦しみ）、家族（不満、介護等）の順になっています。
　2011年１月より日本いのちの電話連盟のもと実施するインターネット相談を行っていま
す。電話相談と比較すると女性からの相談が多く、自殺傾向のある相談の割合が高いことが特
徴的です。（図４）

盛岡いのちの電話　10年間の受信状況

−11−



開局30周年記念特集

（件）

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
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講座・研修の開催状況

１　自殺予防公開講座の開催 
　　市民向けの公開講座を年１回開催しています。

２　電話ボランティア養成研修及び認定者スキルアップ研修
電話ボランティアは第１課程～第４課程までを３年かけて履修して認定されます。認定ボ
ランティアも専門講師のもとでの年８回のグループ研修や年１回の全体での一日研修など
継続して研鑽を積んでいます。

区分 月　日 講演テーマ・講師 会　　場 参加者

2010年度 10月30日（日） 「人生の四季」～その折々の心の風景～
　新潟いのちの電話理事長　眞壁　伍郎　氏 盛岡市勤労福祉会館  70名

2011年度 ９月３日（土） 「震災と自殺予防」
　岩手清和病院理事長・精神科医　智田　文徳　氏 いわて共済ビル 120名

2012年度 12月８日（土） 「悲しみは、真の人生の始まり」
　ノンフィクション作家　柳田　邦男　氏 盛岡市勤労福祉会館 210名

2013年度 ９月１日（日） 「あの世を考える」
　作家　早坂　暁　氏

岩手県民情報交流セン
ター　アイーナ 170名

2014年度 開催せず

2015年度 12月19日（土） 「よりそい、生きるとは」
　岩手県医療局理事（高田病院前院長）石木　幹人　氏 おでってホール 150名

2016年度 ８月28日（日）
「幸福に見える不幸、不幸に見える幸福」
“3.11絵本プロジェクトいわて”代表
　編集者・エッセイスト　末盛　千枝子　氏

大通会館リリオ 226名

2017年度 12月３日（日） 「人は、人を浴びて人になる」　
　児童精神科医・医学博士　夏苅　郁子　氏 ホテルニューカリーナ 180名

2018年度 10月29日（月） 「オープンダイアローグとは何か～開かれた対話の力～」
　筑波大学教授・精神科医　斎藤　環　氏 大通会館リリオ 150名

2019年度 10月20日（日）
「みんなで生きる」～つながりから考える子どもの
　ネット・ゲーム依存と自殺対策～
　未来の風せいわ病院理事長・精神科医　智田　文徳　氏

岩手教育会館 110名

区分

電話ボランティア養成研修 認定者スキルアップ研修

第１課程
（公開講座）

第２・第３課程
（人間関係基礎訓練・
　　ロールプレイ演習）

第４課程
（電話実習・グループ研修） グループ研修 一般研修

2010年度 【22期生】10回
54名受講

第２：８回、第３：７回
【21期生】９名受講

【20期生】６名（４−12月）
【21期生】４名（２−３月）

４−12月：８回
８グループ

11月６日：「フリーダイヤルの
実施状況と課題」他

2011年度 【23期生】10回
25名受講

第２：８回、第３：７回
【22期生】11名受講

【21期生】４名（４−12月）
【22期生】７名（２−３月）

４−12月：８回
８グループ

11月５，６日：「震災による被災
者からの電話」他

2012年度 【24期生】10回
36名受講

第２：７回、第３：８回
【23期生】４⑸名受講

【22期生】６名（４−12月）
【23期生】３名（２−３月）

４−12月：８回
８グループ

11月17日：「“ボランティアの手
引き”学習」他

2013年度 【25期生】10回
38名受講

第２：７回、第３：８回
【24期生】８⑼名受講

【23期生】２名（４−12月）
【24期生】５名（２−３月）

４−12月：８回
８グループ

12月14日：「“苦手な電話につい
て”グループ学習」他

2014年度 【26期生】10回
64名受講

第２：８回、第３：８回
【25期生】12⒀名受講

【24期生】３名（４−12月）
【25期生】10名（２−３月）

４−12月：８回
８グループ

12月13日：「研修−たずね・こ
たえ・観察する−」他

2015年度 【27期生】10回
43名受講

第２：８回、第３：７回
【26期生】17名受講

【25期生】９名（４−12月）
【26期生】14名（２−３月）

４−12月：８回
８グループ

12月13日：「発達障がいについ
て」他

2016年度 【28期生】10回
35名受講

第２：６回、第３：６回
【27期生】５名受講

【26期生】10名（４−12月）
【27期生】５名（２−３月）

４−12月：８回
８グループ

12月11日：「精神の病について」
他

2017年度 【29期生】10回
42名受講

第２：６回、第３：６回
【28期生】８⑽名受講

【27期生】２名（４−12月）
【28期生】８名（２−３月）

４−12月：８回
８グループ

12月17日：「いのちの電話の原
点」他

2018年度 【30期生】10回
36名受講

第２：６回、第３：６回
【29期生】５⑺名受講

【28期生】６名（４−12月）
【29期生】５名（２−３月）

４−12月：８回
８グループ

12月９日：「ひきこもりから社
会復帰について悩んでいる若者
とその家族への支援」他

2019年度 【31期生】10回
33名受講

第２：６回、第３：６回
【30期生】８名受講

【29期生】３名（４−12月）
【30期生】７名（２−３月）

４−12月：８回
８グループ

12月15日：「 Be Friending−いのちの
電話の基本理念とその在り方−」他

注１：「第２・第３課程」欄の受講者数は両課程とも受講した人数であり、（　）数値は第２課程時点での受講者数です。
注２：「第４課程」欄の上段人数（ゴシック）は、第４課程まで全て履修し電話ボランティアとして認定を受けた人数です。
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後援会の活動

後援会チャリティーコンサートの推移
岩手県立不来方高等学校音楽部による 「盛岡いのちの電話チャリティーコンサート」は、
毎年12月のクリスマスシーズンに岩手県民会館を会場に開催されました。

年度 場　　　所 収益（円） 年度 場　　　所 収益（円）
2010 岩手県民会館中ホール 549,556 2015 岩手県民会館大ホール 731,208
2011 岩手県民会館中ホール 630,573 2016 岩手県民会館大ホール 996,344
2012 岩手県民会館大ホール 511,439 2017 都南文化会館大ホール 585,572
2013 岩手県民会館大ホール 1,039,162 2018 岩手県民会館大ホール 761,436
2014 岩手県民会館大ホール 769,725 2019 岩手県民会館大ホール 479,097

後援会会員交流会の推移
会場：ホテルメトロポリタン
　　　盛岡ニューウイング

年度 寄付金（円）
2010 231,705
2011 238,661
2012 197,655
2013 169,798
2014 148,000
2015 157,518
2016 164,726
2017 187,160
2018 174,719
2019 中止

後援会啓発活動の推移
［盛岡いのちの電話理事　智田文徳氏の講演］

年月日 会　　　　　　場
2010. ９.11 陸前高田市ふれあいセンター
2011.11.28 一関市川崎公民館
2012.11.12 ふれあいランド岩手
2013.12. ６ ホテルルイズ
2015. ２. ６ 二戸市文化会館
2015.10.19 ホテル大観
2017. ２.15 衣川保健福祉センター
2018. １.21 花巻市総合福祉センター
2018.10.26 紫波町総合福祉センター
2019.12. ９ 陸前高田市コミュニティーセンター

後援会チャリティーバザーの推移
年月日 会　　　　　　場 収益（円）

2011．９．10 ふれあい広場（山田町）
2012．１．29 カトリック四ツ家教会 442,502
2012．10．28 ふれあい広場（宮古市田老地区）
2013．１．27 カトリック四ツ家教会 348,677
2013．９．29 ふれあい広場（ふれあいランド岩手） 81,100
2014．２．９ カトリック四ツ家教会 347,514
2014．９．21 ふれあい広場（ふれあいランド岩手） 79,200
2015．１．25 カトリック四ツ家教会 420,978
2015．11．１ ふれあい広場（盛岡市総合福祉センター） 90,045
2016．１．31 カトリック四ツ家教会 435,086
2016．11．６ ふれあい広場（盛岡市総合福祉センター） 57,680
2017．１．29 カトリック四ツ家教会 380,862
2017．８．27 ふれあい広場（盛岡市総合福祉センター） 66,513
2018．１．28 カトリック四ツ家教会 348,846
2018．９．９ ふれあい広場（盛岡市総合福祉センター） 61,660
2019．１．27 カトリック四ツ家教会 289,785
2019．９．８ ふれあい広場（盛岡市総合福祉センター） 68,073
2020．１．26 カトリック四ツ家教会 268,750

2018年チャリティーコンサート

恒例のチャリティーバザー
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開 局 30 年 の 歩 み

1987年
　３月　「いのちの電話を考える会」
　　　　誕生
1989年
　９月　盛岡いのちの電話発起人会総会
　11月　 広報「盛岡いのちの電話」

創刊
1990年
　１月　第１回公開講座（昼夜２回実施）
1991年
　１月27日「盛岡いのちの電話」開局
1993年
　３月　電話ボランティアの会設立総会
　11月　後援会設立総会
1994年
　２月　受信時間２時間延長
　　　　（12～21時）
1997年
　３月　 社会福祉法人盛岡いのちの電

話認可
1998年
　４月　 エフエム岩手「明日への手

紙」放送
2000年
　８月　第14回東日本広報会議開催
2001年
　２月　開局10周年記念式典
2003年
　３月　後援会10周年記念事業
2004年
　９月　ホームページ開設
2005年
　11月　映画「待合室」祝賀会出席
2006年
　１月　1,000時間受信顕彰　１期生５名
2007年
　９月　フリーダイヤル受信開始
2008年
　４月　 ＩＢＣ「いのち伝えたい」で

盛岡いのちの電話紹介
2009年
　１月　ファシリテーター養成終了９名
2010年
　11月　 岩手日報文化賞（社会部門）

受賞

2011年
　１月　インターネット相談の試行開始
　２月　開局20周年記念式典・祝賀会
　　　　開局20周年記念誌「いのちあってこそ」発行
　３月　 東日本大震災で11日午後２時50分から電

話受信停止
　　　　　　ボランティア１名が犠牲
　３月　 東日本大震災フリーダイヤル受信（28日

から13日間）
　６月　 東日本大震災被災地訪問、パンフレット等の

発送
　７月　永野勝美後援会長の後任に高橋真裕氏
　　　　（岩手銀行頭取）
　　　　ボランティア被災者３名に震災見舞金送る
　９月　いのちの電話震災ダイヤル受信開始
2012年
　１月　全国統一システムによる受信カード導入
　９月　ＩＢＣニュースエコー「いのちつたえたい」放映
　　　　震災被災地訪問、ポスター、パンフレット配布
2013年
　２月　 盛岡いのちの電話後援会結成20周年記念

祝賀会
2014年
　７月　盛岡いのちの電話広報紙100号発行達成
2016年
　10月　開局25周年記念広報紙発行
2017年
　12月　 不来方高チャリテーコンサート初めて 

都南文化会館大ホールで開催
2018年
　５月　初の2,000時間受信顕彰（1期生1名）
2019年
　７月　広報紙120号達成
2020年
　５月　 新型コロナウイルス感染防止で電話受信体

制を縮小。コロナ感染防止のため前期グ
ループ研修中止、ボランティア研修生の第
２課程も延期。電話室、研修室、事務局の
換気装置、加湿器などを整備

　９月　 第32回公開講座を県民会館会議室でコロ
ナ感染防止を図り開催、第２、第３課程、
後期グループ研修も実施

1991年開局から2010まで 2011年から2020年までの歩み
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　下記の方々から社会福祉法人盛岡いのちの電話へ暖かいご支援をいただきました。感謝申し上げます。

ご援助ありがとうございます 2020.9.1～2020.12.31
（敬称略、順不同）

振込先：社会福祉法人盛岡いのちの電話　★郵便振替 0236-8-22113　★岩手銀行本店（普）0749493
「社会福祉法人盛岡いのちの電話」へのご寄附には税制上の優遇措置（寄付金控除）が受けられます。

【個人】
９月　 石橋　キミ　 伊藤　裕子　 沖田　憲一　 金澤　弘幸　 兼為美佳子　 菊地　正子　 小峰　清子
　　　 田村　洋子　 照井アツ子　 名郷根昌弘　 林下美代子　 皆川敬・郁子
10月　 及川　正彦　 熊谷　幸子　 黒田　大介　 澤田　郁子　 三條　博子　 平井興太郎　 星　　慶哉
　　　 松本　利巧　 丸山　優子　 皆川敬・郁子　 南　　鐵男
11月　 青木慎一郎　 浅田　和子　 浅沼　　浩　 石幡　裕子　 泉　　桂子　 伊藤　裕子　 岩根多喜男
　　　 上田テイ子　 臼井　康雄　 内村　　博　 梅原　幹夫　 及川敬一郎　 及川　昌彦　 太田　　稔
　　　 大森　宏子　 小野　節子　 小野　　佳　 柿木　康孝　 加藤　裕一　 鎌田やえ子　 菊池　昭子
　　　 北田　玲子　 工藤　ミヤ　 熊田　健二　 小泉　　明　 駒井　朋子　 小山　康文　 坂本　法子
　　　 佐々木和彦　 佐々木杜子　 佐藤　克也　 佐藤　公江　 佐藤　久美　 佐藤　　悟　 佐藤　　登
　　　 島田　牧子　 下舘　信子　 鈴木　　仁　 鈴木　洋子　 外川ミサ子　 髙橋　淳子　 高橋　清実
　　　 高橋千賀子　 高橋　博子　 田口　幸雄　 多田　淳子　 田中　尭史　 谷藤　宮古　 智田　文徳
　　　 千葉喜久子　 千葉　祐嗣　 辻田　慶子　 東島　實好　 中嶋　健治　 中原　眞澄　 新田　良雄
　　　 馬場　　守　 平川　眞人　 平野眞理子　 藤岡　トシ　 藤澤サツ子　 藤原　令子　 堀　　　恒
　　　 幕田　京子　 松本　真一　 三品　克彦　 三田地智子　 皆川敬・郁子　 宮崎　孝志　 宮野　宗子
　　　 宮本ともみ　 向山　弓子　 村井研一郎　 山口　　浩　 山崎　清基　 横沢　誠子　 渡辺瑠美子
　　　 匿名２名
12月　 秋山　顯一　 阿部　榮子　 飯坂　真紀　 石川千恵子　 石木　幹人　 石橋　キミ　 稲津　玲子
　　　 岩浅　武雄　 右京　昌久　 及川　正彦　 大沢　英夫　 大志田マリ子　 太田　和子　 小笠原味佐枝
　　　 小川　昌子　 沖田　憲一　 織田　信男　 加藤　義男　 鎌田　潤也　 菅　　サチ　 工藤　洋子
　　　 久保木万喜子　 熊谷　　晃　 小檜山富代　 小峰　清子　 齋藤　一枝　 齋藤みき子　 佐久間ミツ
　　　 佐々木仁也　 佐藤　　尚　 佐野　勝俊　 澤田　郁子　 清水　弘子　 新村　淑子　 高橋　敬子
　　　 高橋　幸子　 高橋　汀子　 高橋　真裕　 高橋　祐子　 田口　泰子　 武田　　勤　 立花　恭子
　　　 達下　雅一　 塚田　縫子　 出町　容子　 百々格・直子　 土門　禮子　 長岡美代子　 中原　眞澄
　　　 中村　栄孝　 名郷根昌弘　 西澤　恵子　 沼田　純子　 長谷川美智子　 左　　榮子　 藤井　律子
　　　 星　　慶哉　 細江　達郎　 桝沢実登子　 三浦　修悦　 三木　治夫　 三木　典子　 皆川敬・郁子
　　　 南　　鐵男　 三船　武子　 村上　順子　 村松　敦子　 望月　善次　 山舘　圭子　 匿名３名
【法人及び団体】
９月 岩手日報盛岡広華会 ㈱小林精機　　　　　　　　　　　　　　 ㈱ラクウン
10月 岩手アルファ会 （宗）龍源寺
11月 ㈱いとう仙 ㈱いわぎんディーシーカード　　　　　　 ㈱岩手金属工業会館
 ㈱岩手日報社 ＮＴＴ東日本岩手支店　　　　　　　　　 ㈱エフエム岩手
 ㈱川徳 北日本建機工業㈱　　　　　　　　　　　 ㈱木津屋本店
 共益商事㈱ ㈱駒木葬祭　　　　　　　　　　　　　　 ㈱佐々木電機本店
 ㈱ジー・アイ・ピー （医）正清会三陸病院　　　　　　　　　　　 白金運輸㈱
 ㈲親和自動車整備工場 （宗）専立寺　　　　　　　　　　　　　　　 ㈱髙建重機
 （医）谷藤眼科医院 徳清倉庫㈱　　　　　　　　　　　　　　 徳清倉庫㈱
　 （医）仁医会 都南病院 トヨタモビリティパーツ㈱　　　　　　　 ㈱トヨタレンタリース岩手
 （医）緑生会 西島こどもクリニック　　　　　　　　　 ネッツトヨタ盛岡㈱
　 ㈱浜千鳥 ㈱ふじさわエヴァホール　　　　　　　　 ㈲藤原アイスクリーム工場
 平和台病院 宮古山口病院　　　　　　　　　　　　　 ㈱宮崎商店
 モトモチ商事㈱ 盛岡商工会議所　　　　　　　　　　　　 ユニック北東北販売㈱
 吉田富榮税理士事務所
12月 ㈱東家 岩手県立一戸病院　　　　　　　　　　　 岩手地所㈱
 清水建設㈱盛岡営業所 ㈱事務機商事　　　　　　　　　　　　　 ㈲セーコー印刷
 仙北町幼稚園 社会医療法人智徳会未来の風せいわ病院　 ㈱東北銀行
 日本キリスト教団日詰教会 ㈱蜂屋　　　　　　　　　　　　　　　　（医）真彰会ひめかみ病院
 ㈱ベルジョイス 盛岡駅前おおば脳神経内科クリニック　　 ㈱三ツ星商会
 国際ゾンタ盛岡ゾンタクラブ 盛岡大学・盛岡大学短期大学部学生・教職員一同　 山形村チャペル

（12月末の寄付金累計額は6,147,797円で、今年度予算額の8,000,000円の約76％となりました。ありがとうございます。）
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