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第2827回 村山年度 第10回 会報 2018 10-3 司会 時庭稔君 

欠席の場合は当日 9 時 30 分までに次のいずれかにご連絡を。電話 62-0128、FAX62-1076 （以上石山桂子） 
                          メール  qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp 

出席報告  出席委員会  井出法君 （出席規定の免除会員数7名） 

例会日 会員数 出席数 欠席数 出席率 MU 数 修正出席率 

本日 10月 3日 37（7） 29（5） 8（2） 82.9％ 

前回  9月26日 37（7） 29（5） 8（2） 82.9％ 3人 91.4％ 

お客様 
 社会福祉法人「いのちの電話」 

理事長 宍戸信次郎様 

 米山記念奨学生 
権鎬珍様 

会長挨拶 村山茂会長 

と存じます。また、来週8日（月）体育の日には、那
須塩原駅前広場の清掃活動を行うことになってお
ります。駅前広場（3駅）の維持管理は那須塩原市
の管轄で、その費用は広場を利用する事業者及
び那須塩原市で賄われています。年間約200万円
余りの予算で、清掃費用、花壇の植栽費用、軽微
な補修費用などに充てられています。現在黒磯駅
前広場の再整備工事が行われていますが、今月
20日（土）には完全ではありませんが、ロータリー
の使用が可能になる予定と伺っております。何れ
にしましても、8日（月）の清掃活動には多くの皆様
のご参加をお願い申し上げます。 

 皆様、今日は。早いもので、もう10月を迎えまし
た。実りの秋と申しますが、植竹幹事は職業柄た
だいま1年のピークの真最中で、本日も最後まで
例会にいることができません。お許しいただきたい 

 さて、本日は月初めの例会でございますので、
月間のテーマ「経済と地域社会の発展」について
お話させていただきます。 
 どういう内容かと申しますと、貧困地域の経済発
展を目的とした、起業家、地域社会のリーダー、地
元団体を含む地域ネットワークの向上、雇用創出、
支援が行き届いてない地域社会での貧困の削減、
そして、それらを目指す専門職業人のための奨学
金支援を強調する月刊ということでございます。 
 具体的には、 
〇ホームレスへの偏見をなくすプロジェクト 
 台北錫口ローターアクトによる、路上生活者たち 
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親睦委員会 委員 豊田哲司君 

 皆さんこんにちは。親睦委員会委員の豊田です。
今月の誕生日は相馬征志会員、髙木慶一会員で
す。 

 誕生祝い 

相馬征志君  （欠席 髙木慶一会員） 

 結婚祝い 

村山茂会長 福田逸男君 相馬征志君 （欠席 秋間忍君） 

の生活を妨げているホームレスに対する典型的な
偏見をなくすための「Stone Soup」プロジェクト。 
 このストーンスープといのは、お腹が空いた旅人
が、ある村に着いて「何か食べ物をください」と頼
んだけれども、どこの家も恵んであげなかった。そ
こで旅人は、「ストーンスープを作ろう」と鍋に湯を
沸かし、そこに石を入れて美味しいスープを作る
ふりをしました。村人たちが珍しがって集まってき
たところに、旅人は味見をして「いい味だ。でもニ
ンジンを入れるともっと美味しくなるかもしれない」
それを聞いた村人がニンジンをもってきました。
「玉ねぎを入れるともっと美味しくなるかもしれな
い」村人が玉ねぎをもってきました。・・・そしてどん
どん色々な野菜がその鍋に入れられて、美味しい
スープができあがり、皆で美味しく食べたとき・・・と
いう逸話をもとにしたプロジェクトです。 
〇人口サンゴ礁が海と漁村を救うプロジェクト 
 フィリピン・アチモナンの漁村は、商業漁船による
有害物質の発生する漁の横行により環境破壊を
受けた漁場の再生を図るため、人口サンゴ礁をつ
くった。 
〇家族をつくるプロジェクト 
 ウガンダ最大級の難民居住地ナキバレの街を拠
点に、ローターアクトクラブを設立し、苦難を逃れこ
の地にたどり着いた人々の生活改善や自立を支
援する活動。 
〇安全安心な街づくり：スマホを活用して徘徊高
齢者の検索プロジェクト 
 大津中央ロータリークラブは、「安全安心な街づ
くり」への取り組みの一環で、地元企業と協力して、
認知症等の徘徊高齢者を対象に行方不明者を探
すアプリの実用実験を行いました。「超高齢化社
会」への備えとして、「地域コミュニティー」の再構
築につながることを目指しました。 
〇砂漠を緑にプロジェクト 
 インド・ラジャスタン州の村は降水量が不安定な
ため農業用水が不足し、農業をあきらめざるを得
ない状況でした。ロータリーの水プロジェクトでは、
この地域の村人による管理で行われる砂防ダムを
建設し、地域農業の再活性化と若者の帰郷につ
ながる雇用を生み出しました。 
 以上、今月の月間行事についてご紹介いたしま
したが、日本独自の月間行事として米山奨学事業
を深く認識する月間でもあります。本日の卓話担
当は、米山奨学会委員会でございます。社会福祉
法人いのちの電話理事長 宍戸信次郎様によりま
す外来卓話となっておりますが、ご拝聴楽しみにし
ております。 
 以上、本日のご挨拶といたします。ご清聴有難う
ございます。 

 結婚記念日は秋間忍会員、相馬征志会員、福
田逸男会員、村山茂会長です。 

宇都宮大学農林共生社会科学博士課程2年 権 鎬珍君 
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村 山 茂 君 いのちの電話、理事長宍戸信
次郎様ようこそ黒磯クラブヘ。 

福 田 逸 男 君 結婚祝いありがとうございます。 
瀬 尾 紀 夫 君 卓話いただく宍戸信次郎様に

感謝申し上げます。 

幹事報告 植竹一裕幹事 

村山年度第10回幹事報告 
 既に皆さんにはメールでお知らせしております

が、ロータリーグローバルリワードでは様々な会
員特典のお知らせです。まだ、メールをご覧に
なっていない方も一度ご確認お願い致します。 

 伊東年度記念ゴルフ大会組み合わせが届きま
したので参加者4名に資料を送付致しました。 

ニコニコボックス 小野安正君 

委員会報告 大島三千三副会長 

 皆様こんにちは、委員会報告を受け付けますの
で、報告のある委員会は報告願います。 

 社会奉仕委員会 
委員長 藤﨑善隆君 

本か会で用意いたします。その他必要と思われる
ものがございましたら各自ご持参くださいますよう
お願いいたします。 

 来週月曜日、10月8日9時〜10時の予定で那須
塩原駅前一斉清掃を行います。多数のご参加あり
がとうございます。当日、軍手・ゴミ袋とホウキを何 

米山記念奨学会委員会 
委員長 瀬尾紀夫君 

 米山記念奨学会委員会、委員長の瀬尾紀夫で
す。副委員長に黒澤洋一さん、委員に福田逸男さ
んの3名で村山年度活動しております。米山記念
奨学会支援を昨年まで18,000円／人を19,000円
／人とし、会員の皆様に御協力いただいておりま
す。また、米山奨学生の権鎬珍さんを受入れ、平
山博さんにカウンセラーをお願いしております。 
 クラブでは毎年度“いのちの電話”に支援活動を
しておりますが、会員の皆様どんな内容かお分か
りになりますか。私の昔からの知り合いの、本日卓
話をいただく宍戸信次郎さんが“いのちの電話” 
のボランティアをしていることをごく最近知り、是非
卓話をとお願いした所、 ご快諾いただきました。 
 宍戸様の略歴を申し上げます。1949年（昭和24 
年）1月24日東京生まれ、1974年お父様が経営す
る都内の通信メーカーに入社、私も一度お伺いし
たことがありますが、代官山のカルピス本社の隣の 
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一等地にある通信関係の会社です。お父様が社
長の会社ですから、一般的には跡取り社長となる
はずだと思いますが、宍戸様御本人は、ねっから
出世することにこだわらず、役員にもならず定年を
迎えました。 
 その後2001年、いのちの電話相談員養成研修
に参加し、いのちの電話相談員さらに評議員、そ
して理事となり、2016年社会福祉法人いのちの電
話理事長として日々ボランティア活動を続けてお
られます。また、那須ゴルフクラブのメンバーでも
あり、14番ホールの見渡せる絶景の場所に別荘を
お持ちです。それでは宍戸信次郎様よろしくお願
い致します。 

 社会福祉法人「いのちの電話」
理事長 宍戸信次郎様 

いのちの電話の働きについて 
1. はじめに（自己紹介を兼ねて） 
   只今ご紹介にあずかりました社会福祉法人

「いのちの電話」理事長の宍戸と申します。本
日は皆様お忙しい中このような機会を頂き大変
有難うございます。只今紹介いただきました通
り瀬尾さんとは、私の親父と瀬尾さんのご両親
から50年以上のお付き合いになります。その関
係で那須に家を作りまして将来は定住も考え
ております。 

   私が属しているのは社会福祉法人「いのちの
電話」という組織ですが、東京の23区を中心と
した組織になります。「いのちの電話」は各県ほ
とんどに一つ以上のセンターがございます。現
在は約50のセンターがございます。栃木県にも
宇都宮と足利にセンターがございます。 

 いのちの電話をご存知ですか？  
 本日お集りの方で「いのちの電話」の相談員
を知っている方や、また周りに相談員がいると
いう方は、ほとんどいないと思います。実は当
然でございまして「いのちの電話」の相談員は
相談員をしていることを口外してはいけないこ
とになっており、現職の大事なルールでありま
す。守秘義務を守ることが組織の生命線になっ
ております。 
 実は私は東京にて相談員をしております。3
年前から理事長に就任しており、東京で初め 

て、私が相談員をしていることを公にしました。
それまで理事長が相談員を兼ねている人はお
りませんでした。私が初めて相談員も兼ねた東
京の「いのちの電話」の理事長になりました。覚
悟を決めて少々危険なことがあるとしても、自
分の顔と名前を出しても皆様に分かって頂きた
いという思いがありました。 

 活動の実態を示す数字としては 
   47 24 365 50という数字は「いのちの電話」の

全体の活動を示す数字です。まず47とは「いの
ちの電話」の活動が47年続いております。1971 
年10月1日に東京で「いのちの電話」の活動が
始まりました。その後、各センターが各県に広
がりまして栃木県は1980年にセンターが出来
たと聞いております。24 365という数字は24時
間365日電話を受け続けているという数字です。
途中休憩もなく休みもありません。47年間24時
間365日電話を受け続けているという組織であ
ります。 

   2 5 0  2. 5万 130万という数字は東京の「い
のちの電話」の力を示す数字です。東京の「い
のちの電話」のボランティアは現在約250人、こ
の250人のボランティアが1年間に約2万5千件
の相談を受けております。東京は47年間活動
しており一番最初から数えると130万件を超え
る相談を受けていることになります。 

2. 電話相談の働き 
 基本姿勢 

いのちの電話は、苦悩の多いこの時代に生き
るものが互いによき隣人となって、一人一人の
いのちを大切にしようという思いから生まれまし
た。いのちの電話は、思いを同じくする多くの
ボランティア相談員によって電話を通じた対話
を中心に、次に掲げる事項を基本として活動し
ます。 

 ボランティア、隣人、素の人 
• ボランティア 

「いのちの電話」は47年間ボランティアによって
運営されております。相談員はセンターまでの
交通費も自分で持ち、相談員になるには2年相
当の研修を受けたうえで認定されます。その2
年の間には相当の費用が掛かりますが、それ
も自分持ちであります。このことには理由がござ
いまして「いのちの電話」という組織は、そのほ
とんどを民間の個人・団体（企業を含む）の寄
付だけで支えられているからです。 

• 隣人 
電話を受けた瞬間にその人とつながります。電
話を取るまでは、その人がどこの人で、どんな
人で、どういう悩みを抱えているか全く分かりま
せん。しかし電話を取った瞬間に私達の隣人と
なります。 

• 素の人 
「いのちの電話」の相談員は専門家ではござい
ません。ただの普通のおじさんだったり、おば 4 



次回例会      平成30年10月17日     担当 親睦委員会 観月会 

近隣クラブ例会日 
  火曜日  西那須野/いとう屋 0287-36-0028 

近隣クラブ例会日 
  木曜日  大田原/ホテル龍城苑 0287-24-2525 

  水曜日  塩原/塩原カントリークラブ 0287-35-2211   木曜日  那須/ホテルエピナール那須 0287-78-6000 
  木曜日  大田原中央/勝田屋記念会館 0287-23-4165   金曜日  黒羽/ホテル花月 0287-54-1105 

10月 3日欠席(敬称略) 
髙木 茂・前田貴宏・斎藤幸夫・荒井昌一 
檜山達郎・秋間 忍・和気勝利・髙木慶一 

前回 9月26日分メークアップ(敬称略) 
石山桂子・泉 道夫・田中 徹 

会報委員会：稲垣政一・和気勝利・秋間 忍・藤﨑善隆 

さんだったり、そういう人達が隣人として悩みを
聞く、つらい思いを一緒に考えるところです。な
かにはカンセラーの資格を持った方、保護司
の方もおりますが、電話を取った瞬間には専門
の知識や義務をいったん置いて、普通の人間
として向き合います。宗教や心理学や哲学を
もってお話はしません。マニュアルも一切ござ
いません。電話をかけてきた方に素の自分が
答える。素の人間として相談者の気持ちを理
解することが「いのちの電話」の活動の大事な
ところだと思っております。 

 匿名性、守秘義務→ 信頼を得られるかどうか 
が生命線 
お話しされたことは誰にも公開しないことが前
提になって相談が始まるわけですから、匿名性
については厳しいくらいに原則を守っておりま
す。 

 なかなか繋がらない電話、という現実 
残念ながら現在なかなか電話が繋がりません。
我々が電話を受けている最中に、どのくらい電
話がかかっているかは分かりません。ただ分
かっていることは電話が終わったら、ほぼ次の
瞬間に電話が鳴ります。電話を受けている間
に何人の方がこの電話にかけているか分から
ないのです。本当にたくさんの方から電話を頂
いている現状です。数年前にNTTに調査を依
頼した結果、かけてきた方の数パーセントしか
実際には繋がってはいない、ですから100人に
一人か二人しか繋がらないのが現実です。お
そらく東京だけではなく全国の各センターも同
じ状況と考えられます。この状況を解消するに
は相談員を増やすしかなく、東京ですと10倍
100倍増えればおそらく全てに対応できると思
いますが現実的には非常に困難です。このよう
な状態は「いのちの電話」が始まってからずっ
と続いております。 

 どんな内容が多いのか 
守秘義務が大原則ですので詳細を報告するこ
とはできませんが、ありとあらゆる相談がかかっ
てきます。 

 相談員は何をするのか 
傾聴という言葉があります。耳を傾けるように 

聞くということです。カウンセリングでは傾聴が
あって共感があって受容します。我々の素人で
は受容することや共感することは困難ですが傾
聴することならできます。まずは傾聴することを
我々は目指しております。 

 自殺防止対策？ 
「いのちの電話」は自殺防止のために働いてい
ると理解している方がたくさんいると思います。
もちろんそういった働きをしていることも事実で
す。但しそれは結果としてだと思います。我々、
相談員は、死にたいと思っている電話を受けた
場合に、死んではいけませんとは、あまり言い
ません。なぜかというと死にたいと言っている人
に死んではいけませんというと、話がかみ合わ
ないのです。死にたいと思っている方には異常
なエネルギーと緊張感がございまして、ゆっくり
話を聞くことにより異常なエネルギーと緊張感
を少しでもおさめることが出来ればと思っており
ます。 

3. なぜ、電話相談ボランティアが続けられるのか 
「いのちの電話」の相談員になるには、けっこう
高いハードルがございます。実際に電話を受
けると、嫌な電話や全員から感謝を頂けるわけ
でもございません。それでも相談員が長い間続
けているのは、私が思うに、それまで自分が見
えていた世界があっと広がるからです。また相
談の内容を自分に置き換えることにより自分自
身を見つめなおすことが出来るからです。「い
のちの電話」を必要としている方がたくさんおり
ます。必要とされる人になる重さ、生きている意
味を考えるうえで、是非とも相談員を目指してく
ださい。 

４. 現在、そしてこれからの課題 
ネット検索ヤフーニュース、いのちの電話、特
集記事「なぜ、あなたの声を聴き続けるのかい
のちの電話相談員」を一度ご覧いただけると幸
いです。 

 本日はご静聴ありがとうございました。これからも
いのちの電話の働きを、お支えください。 
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