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編 集 後 記
　今号は私たち相談員にとって特別なご寄稿を頂いた紙
面になりました。
　電話の向こうの孤独や、人生の壁に立ち向かっている時
の声、声。百人百様のその心の痛み、魂からの訴えにどのよ
うにこたえたら良いのだろう？悩む相談員に長年に渡り、ご
助言下さったお二人の先生方がご勇退なさいます。どれ程
たくさんの贈り物を受け取ることができたでしょう。目には

見えない、その贈り物を自らの言葉に変えて、電話の向こう
の方々の人生にお届けすることができるように、先生方へ
の感謝のしるしとして、日々研鑽を積みたいと思います。

I wish to leave this world better than I was born.        
（私がうまれたときよりも、この世界をよくしよう。）
内村鑑三 後世への最大遺物より（天文学者ハーシェル20歳の時の言葉）
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24時間受信
年中無休

相談電話相談電話 022（718）4343022（718）4343
インターネット相談インターネット相談 https://www.inochinodenwa.org/https://www.inochinodenwa.org/

フリーダイヤルフリーダイヤル 0120（783）5560120（783）556
検 索

（毎月10日）（毎月10日）
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王子様と仲良くなったキツネが、別れ際に語った言葉。

『さっきの秘密をいおうかね。なに、なんでもないことだよ。
心で見なくちゃ、ものごとはよく見えないってことさ。
かんじんなことは、目に見えないんだよ。』

「星の王子さま」　サン＝テグジュペリ作
　内藤　濯　訳　　岩波書店発行　より

きっ
と道
はあると思うから
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想い

摂食症群について

専門委員（精神科医）　千葉　健

心
診療所から

の
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傾聴の難しさ～反省を込めて

診療所に25歳のAさんが紹介されて来ました。学生時
代から徐々に、食欲が低下し、体重も減少して近医を受
診すると、“神経症性食欲不振症“と言われ心療内科に
転院しました。その後、不安定な時だけ外来通院を繰り
返していましたが最近、抑うつ気分が重なり、過食と嘔
吐、体重減少が強くなり、身体管理と行動療法による入
院治療を行い、軽快しました。定期的な治療継続の依
頼です。
　
拒食症や、過食症をネットで検索すると、食行動の変化
だけではなく、体重や体形への過敏さや、心の何らかの
原因を背景に食欲不振に陥ったり、過剰摂取（むちゃ食
い）を行うとあり、若者100人中1人とも100人中10人
とも報告があります。
　
　原因は一つと限らず、女性に多い痩身願望があった
としても、必ずしもダイエットからだけではなく、完璧症
が上手くいかない時の自信喪失、家庭や仕事のストレス
体験もきっかけになります。この病は食べ方の問題では
ないので、無理に食べさせようとしたり、食べ過ぎを制
限することは逆効果です。基本的には人間関係の心理
要因が潜んでいて、そこに、食べたくても体が受け付け
なくなる生物学的要因（脳内ホルモン）が重なって起き

てきます。
細かい部分に囚われ、無力感から落ち込み、自傷や薬
物嗜癖に走ったりすることは、即ち、強迫症、抑うつ症、
依存症と類似した病態に関して、性格傾向も推測され
ていますが未解明です。

サポートするには、元々、何でもきちんと出来て、前向き
だった本人のこの変化に周囲が気付くと、心配して早
急の治療を勧めますが、直ぐには納得しません。本人も
意識していないストレス反応の背景に隠れている不安
や葛藤があることが多いので、先ず、今の苦しみをその
ままに受け止め、体重を単に増すのではなく、抱えてい
る心の問題を解決する日常の体力を得ることを目標に
して、本人が少しでも楽になる道を探る手助けをする気
持ちが大切です。

心身の病をよく理解し、不安をコントロールするため
に、状況を冷静に判断し行動できるようにすること(認
知行動療法)が大事で、脳内物質に働きかける薬物療
法は補助的です。専門機関で他の心身の合併症の有
無をチェックした後、病像に応じた身体的管理を受けな
がらの根気強い医療の継続と、それ以上に、本人を支え
てくれる家族と周囲の温かい見守りが必要です。

　すみれの会が大切にして
いる事として、守秘義務と場
の安全があると以前からお

伝えしてきました。広報活動の中で参加者を守りなが
ら、広く理解していただくことの難しさに直面しました。
　2006年10月に活動を始めた頃、各マスコミ関係か
ら取材の依頼が来ました。すみれの会の活動理念、方
法などについてお話しすることはできますが、自死遺族
のプライバシーに触れることは全てお断りしました。記
事にできないと言われても、私たちはこの自死遺族を守
る線を崩すことはしませんでした。
　では、広報をどうしたらよいのか。そこですみれの会
主催で講演会を開くことにしました。そして、講師として
自死遺族支援に関わってこられた方、生命に向き合って
こられた方、研究者、宗教者、教育者、支援活動の現場
の方など広範囲の方々にご協力いただきました。そこ
で、すみれの会のお報せを配布しました。私たちはどの
講師にも、今日というこの現実から次の第一歩を踏み
出すための道しるべとなる、あるいは心の支えとなる
テーマをお願いしました。講演会に来た方が、この会を
必要としている方へ、すみれの会のことをお伝えくださ
り、講話の内容をその方のために役立ててくだされば
それが最も良いことだと思います。
　今年度は2019年1月26日（土）13時30分から、シ
ルバーセンターで講師は窪寺俊之氏の講演会を予定し
ています。

　また、自死遺族支援活動をしている宮城県内の5団
体で連絡会を構成しています。それぞれ立場も活動内
容も異なりますが、互いの在り方を尊重しつつ情報交換
や、互いにサポート・協力体制をとっています。藍の会、
東北希望の会、グリーフケア研究会、宮城県精神保健
福祉センター、すみれの会の5団体です。連絡会として
シンポジウムと各団体の活動報告会を開いています。
今年度は2018年12月9日（日）13時30分から福祉プ
ラザにて行われます。講師は浜田寿美男氏、テーマは
「子供の生きにくさはどこから来るのか」です。
　すみれの会を必要としている方が自死遺族であるこ
とを考えれば、広報としてただ呼びかければよいという
ものではなく、そこから先に繋がっていくグリーフケアを
真の目的とします。それ故に細やかに心を配り、個人を
大切にしてゆくことが求められます。私たちにゆだねら
れている信頼にどのように応えてゆくのか。そのことこ
そ本来の広報活動であると私たちは思っています。

　「近所迷惑」～故河合隼雄先生の講演テープに「ボ
ランティア諸君は近所迷惑なことをしていることを考
えなさい」との言葉がありました。相手を見ず善意の
押し売りにならないようにとの戒めだったと思います。
私も相談者を何とかしてあげたいと力むと上滑りしが
ちです。分かったつもりで、なにかをしてあげようとす
るのは相手の迷惑！ 肝に銘じておきたいと思います。
　「ノンバーバル」～対面式のロールプレイングの
際、講師からクライアントの表情を見ていないと注意
されたことがあります。ノンバーバルなコミュニケー
ションがなっていないと。つい耳だけを傾けてしまう癖

がついてしまったかな・・・。
　相談員グループの雑談で、電話相談の際、相手の
顔や姿を具体的にイメージしているか話題になりまし
た。その時は浮かべる人、そうでない人半々でした。私
の場合は相手の顔を想像した方がうまく聴けるような
気がします。他の相談員さんはどうでしょうか？
　「風の電話」～ＮＨＫのドキュメンタリーで、大槌町に
ある、風の電話と呼ばれる電話ボックスが紹介されま
した。電話線は繋がっていません。震災で大切な人を
亡くした方がやって来て、受話器を握って、亡き人にた
だ語りかけているのです。本当に話しているような人
もいれば、なにも言えずボックス内でただずむ人も。
その様子は、なにも応えてはくれないけど一番寄り
添っている、究極の傾聴にも思えました。そんな場が、
いのちの電話の在り方にも通じるような気がします。
（S・S）

 気づき 

　人生の半ばをとおに過ぎ、自分自身を振り返ってみ
る。
　幼い頃に見てきた同じ世代の人たちを思い描いた
とき、自分の何と幼いことかと恥ずかしい気持ちにさ
えなる。学ぶことが多過ぎて、なかなか追いつけない
でいる現状（言い訳）。
　きっと、以前の「～でなければならない！」の気持ち
で生活していたなら苦しくて、なかなか前に進めず、
幸せを感じることも少なく生活していたのではないだ
ろうかと思う。
　震災の後、偶然、相談員養成講座の案内を見てそ
の頃の仕事に少しでも役立つのではないだろうかと
思い受けた二年の研修。思えば、それが自分自身の
成長に大きな影響を与え、ものの見方、考え方を大き
く変えてくれた。
　また、そこで出会った仲間たちも、人生を通して大

事にしていきたい存在となっている。
　気づくことを知るとそこに居る自分がいかに幸せで
あるかを感じることができ、幸せを与えてくれている
すべてのものに感謝の気持ちが自然と湧いてくる。
　不完全な自分自身の体と心を知ることで自然と他
者への思いやりも出てくる。
　頭で理解できてもなかなかこれを実践することは
難しい。
　まだまだ緩やかな成長途中ではありますが社会に
貢献するという形をとらせていただきながら、自分自
身という人間を磨き、人生を磨いていただいているこ
の環境は、私にとって良質なコミュニケーションの場
となっている。
　いましばらく、いつも素でいられるこの空気感の中
に、身を置かしていただこうと思う。（T・Y）

「守秘義務と広報活動」

※すみれの会：自死で、ご家族や大切な人を亡くされた方のわかちあいのつどい

すみれの会講演会

演題「自死で遺されたものの心の叫び」
～スピリチュアリケアの視点から～

講　師:窪寺俊之氏
日　時:２０１９年１月２６日（土） １３：３０　
場　所:仙台市シルバーセンター 第2研修室
参加費:無料
申し込みは ０２２－７１８－４４０１　仙台いのちの電話 事務局
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　いのちの電話に関わるようになったのは、1996年から。大学の

同級生である大山正博先生が当時訓練委員長としてとても忙し

そうだったので、何か手伝えることがあればと申し出たところ、事

務的な雑務でも手伝うつもりだったのに、訓練委員会というとこ

ろに入れられてしまった。心理学は専攻したが実験系だったので、

臨床は知識も経験もなく役には立てないというと、じゃ見習いか

ら始めようと中村雅知先生担当の22期相談員養成Bグループに

入れられた。

　以来、途中いわき明星大学に勤めていた7年間は休みがちだっ

たが、20年以上訓練・専門委員を続けてきた。いわき時代には、

22期の人たちや調査研究会の人たちが来てくれ、常磐ハワイア

ンセンターなどにご一緒したのも懐かしい思い出である。

　その間、継続グループ担当、SV、相談員養成研修、ネット相談

研修、読書会などいろいろ経験させていただいた。

　いわき時代に佐藤文子先生に誘われてフランクルのロゴセラ

ピーに出会い、以来ロゴセラピーの考え方は、いのちの電話活動

の足場になっている。フリー学習の読書会ではフランクルの著作

を読んできたが、電話相談での事例を引き合いに出し話し合われ

ることもある。一人で読んでいては得られない気付きがある。こ

の10月で主著「人間とは何か」を読了したが、その最後のところ

に「精神の抵抗力」の話が出てくる。人間は身体、心、精神の統一

体であるが、精神は心身と拮抗関係にあり、精神的

人格としての人間が、心身的有機体としての自分

自身に立ち向かう。フランクルは別の講演でこんな

例を出している。「ロッククライミングで恐怖を感じ

ると、自問したものです。自分と、自分の中にいる臆

病虫と、どっちが強いだろうか、と。そいつに抵抗す

ることもできるのではないだろうか、と。人間には、

不安や心の弱さに立ち向かう力が備わっているの

です。」この精神の反（抵）抗力は相談にも生かせ

る考えと思う。それでも人生にイエスという「それ

でもの力」が人間にはある。

　文章理解の心理などやっていたので、メール相

談はなじみやすかった。またメール相談では、「生き

る意味がわからない」などの相談が多いので、ロゴ

セラピーの枠組みが役立つ。精神の次元からの声

には、その次元からの返信が必要である。

　いのちの電話に関わったことで得難い経験をし、

勉強もさせていただいた。多くの素晴らしいひとた

ちに出会うことができ、楽しかった。

お世話になりました。有難うございました。

出会いに感謝
専門委員　國分　振

こく ぶん おさむ

　私が仙台いのちの電話にかかわるようになったのは、平成

１７年ですので１０年余がたちました。最初は養成や１泊研修

会、１日研修会などにも参加していましたが、私の仙台いのち

の電話についての経験・知識はごく限定されたものですし、特

に後半は私自身の高齢化から参加できる活動も減り、積極的

な提言もできぬまま、ご迷惑をかけぬことを心がけながら過ご

してきましたが、センタ－の皆さんとご一緒できた10年余の

経験は貴重なものでした。

　特にフリ－学習で有志の方々とフランクルを読む会を１0年

以上続けることができ、読書会以上の交流ができたことはう

れしいことでした。

　相談員の皆さんとご一緒しながら、電話の受け方云々より

以前の、皆さんの前向きな積極的な生きる姿勢に感動し、力

をいただくことが多かったと思います。そんな経験の場を提供

してくださったセンタ－の皆さんに心より感謝いたします。

　２０１８年は自然災害の多い年でした。豪雨―猛暑―大型

台風等により日本列島は大きな被害を受けました。８０歳も半

ばを過ぎた私は、最近はその日の天候・健康によってその日の

行動を決めるといったその日暮し。外出も限定される日々で

すが、加えて最近は身近で病人や亡くなる方も多く、年齢柄

こういうものかと思いつつもやはり寂しいものです。

　最近新潟の真壁伍郎さんからイエルク・ツインク・真壁伍郎

訳「わたしはよろこんで歳をとりたい」という本を送っていた

だきました。真壁伍郎さんは新潟いのちの電話の設立に尽力

され、その後理事長などもされて、新潟いのちの電話だけで

なく連名の運営にも積極的に発言されてこられた方で、私は

新潟在住(１９７０年こ

ろ)以来お付き合いいた

だき、何かと学ばせてい

ただいております。ツイン

クはドイツの神学者で詩

人ですが、真壁さんは昨

年ヘットカンプさんのお

すすめでこの本を翻訳す

ることになり、今年の新

年に私訳のコピ－を送っ

ていただき感動しながら読んだのでしたが、その後こぐま社

の薦めで単行本になったのです

　この本は見開きの半分が樹木や自然のすばらしい写真で

うめられ、詩と写真の協奏曲といえる素敵な本ですが、本の

中で著者は「老いを生きるとは人生の４番目の季節をいきる

ことだ　わたしたちは　その季節を一歩一歩　知っていく」

と書いています。

そして

「～わたしは　秋　木の葉が落ちるのを見るのが好きだ　

茂っていた葉が落ち　幹が軽くなり

木のもとの姿がみえてくる　

幹も　枝も　梢も　あらわになる

夏しげっていたすがたから見れば　それは厳しい　

すべてがあらわになり　木そのものがみえるからだ～」

　私は、最近気ままに水彩画を描いていますが、岩大卒業生

の藤沢君に写真撮影の協力をお願いして、樹木の幹や根の

絵を描いています。私の住居は東北大学病院に近いのです

が、その庭に松や桜の老木がたくさんあります。秋のこのシ－

ズン老木の裸の幹や根にはツインクの詩そのままのすごいエ

ネルギ－を感じます。

　仕事を退職し、いくつかのボランティアからも退き、いのち

の電話の専門委員も辞め・・・、私のアイデンティティのもとに

なっていたと思われたものが１つずつ私から離れていき、裸

の自分に直面せざるを得ない日々ですが、この時に樹齢豊か

な裸の樹木からたくさんのエネルギ－をもらうことができ、そ

れをこのような詩で味わったり、絵に表現できるのは幸せなこ

とと感謝しています。

　いのちの電話はこれからの社会でますます必要とされるこ

とでしょう。仙台いのちの電話の専門委員を辞めても、仙台い

のちの電話のますますのご発展と相談員の皆様のご健康と

ご活躍を祈っております。

老いを生きる
専門委員　佐藤　文子

さ とう こふみ
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2018年6月1日～2018年10月31日受付［敬称略・順不同］

ありがとうございます。
皆様のご支援で24時間「仙台いのちの電話」はつながっています。

第３５回いのちの電話相談員全国研修会
にいがた大会に参加して 2018年10月18日（木）～20日（土）

維持・賛助（個人）

維持・賛助(団体）

一般寄附・その他（個人）

一般寄附・その他（団体）

仙台いのちの電話

いのでんマルシェ協力団体

チャリティ自販機

活 動 報 告
2018年
6月30日
7月11日
7月21・22日
9月7・8日
9月29日
9月30日
10月6日
10月18～20日
11月16日

つどい（仙台センター）
後援会主催　尾木ママ講演会
一泊研修
フリー学習一泊研修
相談員リフレッシュ研修会（秋保）
石巻ミニマルシェ
後援会主催“いのでんマルシェ”（藤崎前）
第35回いのちの電話相談員全国研修会（新潟）
チャリティコンサート「ザ・レジェンド」

2018年7月11日
後援会主催 尾木ママ講演会

2018年11月16日
チャリティコンサート

2018年9月30日
石巻ミニマルシェ

2018年10月6日
後援会主催“いのでんマルシェ”

（藤崎前）

相　沢　光　哉
安　住　しげみ
阿　部　よし子
飯　田　博　久
茨　木　茂　子
氏　川　淳　子
遠　藤　和　子
遠　藤　　　肇
兼　為　美佳子
鴨　川　順　子
菊　地　伊津子
木　村　由　紀
熊　倉　芳　子
栗　村　貞　子
後　藤　悦　子
金　野　伸　介
今　野　まさ子
齋　藤　昭　子
斉　藤　悦　子
斎　藤　智　恵
佐　藤　俊　一
佐　藤　寿　彦
サ　ノ　カツトシ

庄　子　秋　子
庄　子　邦　子
鈴　木　　　宏
鈴　木　優　子
須　藤　き　い
関　　　美和子
武　居　美津代
田　苗　沙也佳
田部井　紀　子
出　村　和　子
寺　島　順　子
中　沢　幸　男
橋　本　榮　一
長　谷　とも子
畠　山　東　平
船　渡　代志子
松　本　幸　子
武　藤　伸　子
村　上　瑞　穂
梁　川　誠　郎
梁　川　優　子
山　口　千　鶴
横　尾　ふみ子
吉　田　淳　子
若　生　裕　俊

渡　部　昌　子
渡　部　光　子
匿名　７名

愚鈍院　青年会
愚鈍院　婦人会
眞福寺
聖ドミニコ女子修道会中島丁修道院
竹駒神社
明川寺
林香院　座禅会

坂　本　陽　一
福　山　清　蔵
森　　　和　子
匿名　３名

河北新報社
株式会社 ジー・アイ・ピー
仙台宮城野ロータリークラブ
広瀬川倶楽部
わたしの雑貨＆セラピーらべんだぁ

株式会社TGサポート
かまどや大衡店
（学法）宮城学院女子大学

センター内チャリティ（クッキー売上）
後援会いのでんマルシェ募金箱

アイリスオーヤマ（株）
（株） 青葉ガーデン
一乃庵
米工房いわい
（株）ウジエスーパー
買取のげんちゃん
鹿島台・田尻いのでんマルシェ協力会
（合資） 亀兵商店
斉藤コロタイプ印刷 （株）
サンモール一番町商店街振興組合
（株）清月記
仙台キリンビバレッジサービス （株）
（株）仙台三越
たかはしきもの工房

（株）タゼン
（有）東北いちば
東北観葉（株）
常盤洋紙（株）
（株）ドリームエンジェル
ニコニコのり（株）仙台店
（株）平孝酒造
（株）藤崎
武州養蜂園
ホームセンターダイシン
マルニ食品（株）
マルホン（株）
三島食品（株）仙台営業所
みやぎ生活協同組合
三菱鉛筆東北販売（株）
リブルマルシェ
六甲バター（株）東北営業所
わたしの雑貨＆セラピーらべんだぁ
（株）渡辺海苔店
※法人への寄附額
　605,198円

参加しての感想
＊各センター、各相談員がそれぞれに抱えている問題を
共有でき、自分の状況を判断し、初心に戻って、継続し
たいという思いになった大会でした。

＊懇親会でテーブルを囲んでの話し合い、情報交換で３０
年以上も続けておられる方もいてとても励まされ勇気
づけられました。

＊新潟センターの相談員の皆さんがてきぱきと、６００名
の参加者のお世話をしていらっしゃいました。本当にお
世話になりました。

分科会
＊「応答してもらうことによってはじめて、自分の感情を手
放すことができる」の先生の言葉に自分を振り返り納
得しました。

＊発達障害は、障害ではなく発達の凸凹。脳のプログラ
ムの少数派の持ち主とのお話に、「ふつうとは何？」「基
準とは？」と考えさせられました。

＊新潟の人は、良寛を心から尊敬しています。良寛さんの
優しさは喪失体験からきているとのことでした。

基調講演１．家田荘子高野山大僧都
　まさか、あの家田荘子さんが空海の教えを広める為
出家しているとは思いませんでした。
　さすがに剃髪はしてなかったものの、金髪は黒髪の
パーマ姿に変わり、タイトスカートでの登場でした。
　演題は生きる意味の「この世に生まれて、生きて、生
かされて」という自身のお話でした。
　生きる意味を考えると、拠り所として、宗教的なとこ
ろに行き着くのでしょうか？
　はたまた、空海は宗教家でなく、哲学者なのでしょう
か？
　一人で人生を見つめるのは苦しいのでしょうか？いろ
いろと考えさせられました。

基調講演２．史佳氏・高橋竹育氏親子（津軽三味線奏者）
「三味線と生きる～人生の絶望から救ってくれた母の一言～」
　竹山愛弟子竹育氏（母）と史佳氏の三味線を通じた絶
望からの生還。
　浅野翔君とは違った太棹の響き（芸としての津軽三味
線と角付奏者の津軽三味線の差）は格別なものでした。
特に竹育氏の「あいや節」は間の取り方が、情感あふれ
る絶品の演奏でした。
　史佳氏の絶望からの生還は、永い親子関係や、史佳氏

シンポジウム
自殺総合対策大綱におけるいのちの電話の役割
４名のパネリストによるディスカッション
＊１０年後の「いのちの電話」のビジョンをどうイメージし、
どこに向かおうとしているのか、全てのセンター、相談員
に向けられていた大きな課題が示されたのが印象に残
りました。
＊日本の自死率は減少してきているが、若者の自死率は
減っていないことや世界の自殺対策において、英国は生
きるということを包括的にとらえた活動を行っており、見
習うことの多い国であることを知りました。

の持って生まれた資質が幸いしていた印象であり、必ず
しも個々に悩む人に当てはまる話ではないと感じました。

分科会ワークショップ「インターネット・チャット相談」
　初心者向けのワークショップでしたが、チャットに関し
ては初めてでしたので、興味深く受講出来ました。
午前中はメール相談で、連盟事務局からも説明があり、３
回制の実践をパソコン６台１２名で行いました。午後は、
チャットの実践に入りました。
　メールとは、又違い、瞬間的な応答になり、推敲が出来
ません。
　従って２人態勢で、一人がシェアリング的な立場にな
り、入力した文章を、送信前にチェックしながら応答文を
打ち込んで行きます。
　短文の連続遣り取りで、３０分が目安ですが、１５～２０
往復が限界でしょう。
　将棋や、碁のように、送信した後、相手の返事を２～３
手先読みも必要かと感じました。
　テーマに基づき広げることなく、絞り込んで行く対応
も必要かと思いました。
　また、電話相談の研修はメール、チャットにも必要だと
思いますが、メール、チャット専用の研修も大切だと感じ
ました。（S・H）

✿自死遺族支援「すみれの会」月2回　第１土曜日　第3水曜日
✿「自殺予防いのちの電話」毎月10日実施（24時間フリーダイヤル）
✿無料法律相談とこころの健康相談会（仙台市委託事業）月1回
✿定例会議（毎月）
　常務会　運営委員会　研修委員会　専門委員会　ボランティアリーダー会　グループ代表者会
✿随時開催　研修企画会　調査研究会　広報委員会　養成研修部会　
✿フリー学習会（月2回）
✿相談員継続研修（月1回）
✿後援会関連（随時開催）
　後援会役員会　チャリティコンサート実行委員会　いのでんマルシェ打ち合わせ会
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資金ボランティア




