
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第 1216 回 （本年度 37 回） 

平成 25 年 4 月 18 日（木） 
 
雑 誌 月 間 
  

点  鐘 会田 公雄 副会長   

司  会 高瀬 建夫 会場監督 

斉唱・唱和   「それでこそロータリー」 

「四つのテスト」 

お客様紹介  

井田 光政 様(ゲストスピーカー 
川崎いのちの電話・理事) 

  川崎いのちの電話 事業推進委員 2 名 

  川崎いのちの電話 事務局 1 名 

  黒澤 穣 様(田辺 清春会員ゲスト) 
 

会員出席報告  市川 功一 出席委員 
 

会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 
本 日 

２１名 １３名 ８名 ８１．２５％ 

前々回(4月 4日)欠席 5名 Make up2 名 １００％ 

本日の欠席者 松川正二郎会員、都倉八重子会員、若狭滋則会員 
              
 

会長報告 若狭 滋則会長 (4 月 25 日) 

１．地区からの来信 
2015-16 年度 ガバナーノミニー告知の件 

  当地区指名委員会において、ＲＩ細則に基づき

2015-16 年度ガバナーノミニー候補者として横浜

RCよりご推薦のありました箕田敏彦氏（横浜RC）

を指名致しました。 
  つきましては、対立候補者を推薦される場合は、 

4 月 30 日までにお申し出下さい。推薦状は、クラ

ブ例会で採択された決議に従ってクラブ会長・幹

事の署名を伏してご提出願いますとの事です。 
 
２．2014-16 年度ロータリー平和フェロー候補者募集

のお知らせと資料が届いております。 
この奨学金に見合う学生の発掘にご協力ください。

（資料配付） 
  

幹事報告 戸張 裕康 幹事 (4 月 25 日) 

１．他クラブ例会臨時変更のお知らせ  
●川崎百合丘 RC 

5 月 7 日(火) 休会 
6 月 25 日⇒26 日(水) 一泊会長幹事ご苦労様会 

● 川崎大師 RC 
5 月 1 日(水) 休会  

２．例会情報 
5 月 2 日(木) 休会 
5 月 9 日(木)  早朝例会 精養軒 点鐘 7：30 

例会終了後、理事会開催 
 

卓  話 川崎いのちの電話 井田 光政 様  

本日はお招きいただき誠に有難うございます。まず、

世界の自殺率についてですが、日本は相変わらず上位

10 位に入っており、2012 年の時点では 8 位、先進

主要国の中ではロシアを除いて日本が高い順位にな

っております。ちなみにアメリカは 42 位、経済状況

の厳しいイタリアは 62 位、「何かあったら責任を取

らなくてはいけない」という日本の国民性を表してい

るのではないかと思います。川崎市の自殺者数は

2012 年 249 名、全国では 27,858 名という数字が出

ています。交通事故が年間 5 千人位ですので、いか

に自殺者が多いかということです。健康問題・家庭の

問題など、様々な要素が複合的に重なってそのような

状態に陥る。そのような方々の手助けになればと日々

活動しております。 

 事業推進委員Ａさん 

私は川崎市政だよりの相談員募集の広告を見て応

募しました。相談員になって 1 年半になりますが、

初めて電話を受けた時のことは今でも覚えています。  

「はい、いのちの電話です」内心ビクビクしながら受

話器を取る。掛け手さんは私が初めて出る電話だなん

て知る由もありません。掛け手さんが話し始めます。

「○○○が不安なんです」受容と共感の気持ちを持ち

ながら①相槌はバリエーションに富ませる②感情を

表す言葉やキーワードを返す③掛け手さんの話した

ことを随時要約して返す、そして掛け手さんのトーン

に合わせる。研修で行ったことを実践しながら、話に

耳を傾けているうちに、掛け手さんの不安から離れた

話になっていました。でも掛け手さんは「ずっと話を

聞いてもらい、まだ起きてもいないことを不安に思う 

必要はないとわかり落着きました」受話器を置き心か
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ら良かったと思うと同時に涙が溢れました。最近、掛

け手さんが言っていた言葉があります。「子供の頃に入

ったヒビは元には戻せない。元に戻そうとするから苦

しい。ヒビを持たない人には分からないことを知って

いるのだから、それを生かしていこうと思う」この言

葉に私は勇気をもらいました。掛け手さんの話を聞き

成長させてもらっています。自分の成長がより良い受

け手になっていくことを確信し、これからも相談員を

続けていきたいと思っています。 

 事業推進委員Ｂさん 

私は相談員として認定を受け 13 年経ちます。その間

ロータリークラブ様からのご支援が滞りなく継続的に

あるということを耳にして参りました。長年のご支援

を心から感謝しております。2011 年 3 月の震災の半年

後、厚生労働省からの支援で震災ダイヤルを始めまし

た。当初はまったく電話なりませんでした。それが 1

年後、どんどんかかってくるようになりました。被災

した方は、震災当時その日々を生きるだけで精一杯で

過ごされてきたのだと思います。1 年経ちようやく、

他の人に打ち明けたい、悩みを聞いてもらいたいとい

う心境になられたのではと思います。厚生労働省の方

には引続き復興のためのプロジェクトを進めていただ

きたいと思います。 

もうひとつ、川崎市の支援で 4 月から自死遺族のた

めの電話相談というのを始めました。ご存知かと思い

ますが、家族や知人が自殺した場合、周囲の人がその

悲しみや辛さを抱え込み、それが一生トラウマになっ

て悩み、場合によってはその人達が病気になる。日本

には遺族のための組織や電話相談が少なかったため、

これは貴重なプロジェクトであり、川崎市には感謝し

ております。皆様から、継続的にご支援をいただくこ

とは、私たち相談員にとっても何よりの励みであり喜

びでもあります。今後ともご支援賜りますよう心から

お願い申し上げます。 

 事務局Ｃさん 

私は川崎いのちの電話事務局に籍を置いています。

先程の震災ダイヤルですが、川崎市以外 50 ヵ所で毎日

対応しております。当初はベルが鳴らずただ電話の前

に座っているだけでした。それがやっと月日が経ち、

地元ではない人に聞いてもらいたいという心境になら

れたのだと思います。地元の人だと思い出させてしま

う、もっと辛いのではないかと考え、自分の辛さを話

すことが出来ない。実際に被害を受けていない私達だ

からこそ、こんなに辛いのだと胸の内を話してくれる

ようになりました。ひとりの日本人として、せめて自

分の出来る電話を取るということで支えになれないか

と相談員達は日々頑張っています。 

世間ではボランティアは、時間や余裕がある人がや

るというイメージがあるかもしれません。しかしなが

ら、私の存じている相談員は、母親の介護されている

方、重度のがんを患ったご主人がいらっしゃる方、普

通の方です。たくさんの素敵な女性、心豊かな男性達

です。たくさんの方々の温かい援助のおかげで川崎い

のちの電話は成立っています。皆様からいただくご寄

付は、本当に必要な所に使わせていただいております。

私どもの活動にご理解をいただき、支援してくださる

方を増やすこと、また相談員の確保・増員と同時に、

一番の願いは川崎いのちの電話が必要でなくなる時

代・社会がくることです。小さな市民活動という視点

からも是非ご協力いただければと思っています。 

  
ニコニコ報告 市川 功一 出席委員 
 
会田 公雄 副会長・戸張 裕康 幹事 

本日は川崎いのちの電話の皆様をお迎えしての卓

話です。お忙しいところありがとうございます。 

又、インフルエンザも流行っていますので気を付

けて下さい。  

田辺 清春会員 

 ４月１６日付移動で本部勤務となりました。３年間

大変お世話になりました。川崎中原ロータリークラ

ブのますますの御発と皆様のご健康を心からお祈

りいたします。ありがとうございました。 

歌崎 勅男会員 

 いださん本日ご苦労様です。本日も宜しくお願い致

します。 

小林 正樹会員 

 この度は私の不注意で皆様に大変ご心配をおかけ

致しました。早く体調を直しまた頑張ります。 

 もう少しだけ時間を下さい。 

小林 正樹会員 

 田辺支店長大変お世話になりました。とってもさび

しいです。黒澤支店長ようこそお越し下さいました。

心より歓迎いたします。 

市川 功一会員 

 川崎いのちの電話の井田様、いつも大変お世話にな

っております。本日は卓話を宜しくお願い致します。 

親睦活動委員会一同 

 「いのちの電話」の皆さん、本日はよろしくお願い

いたします。 

日頃の活動に深く感謝しております。 

プログラム委員会一同 

 川崎いのちの電話の井田様並びにスタッフの皆様

お忙しい中お越しいただきありがとうございます。

お話真剣に聞かせていただきます。 

S・A・A 一同 

 井田さんようこそ、最近大変嬉しいニュースがあり

ました。ここ数年続いていた年間３万人の自殺者が

昨年は３万人を割ったそうですね。井田さん達の活

動が見えるようです、これからも頑張って下さい。

期待しています。 

「みんなニコニコ」 

小林克司会員・小泉正博会会員・鈴木次男会員 

 

ニコニコボックス 本日 15,000円 累計 667,289 円 

記念日ニコニコ 本日   0 円 累計 80,000円 


