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自殺者救済活動
4 月 1 日～4
日～ 月 30 日
電話件数 85 件
保護件数 9 件、9 人(男性
男性 6 人、女性 3 人)
○3 日、警察から男性を保護
警察から男性を保護したと連絡があり、
男性を保護したと連絡があり、
役場職員が
役場職員がその男性を
職員がその男性を連れてき
その男性を連れてきた
連れてきた。共同生活に
加わることになった。
○8 日、三段壁から電話があり、
日、三段壁から電話があり、男性を保護
三段壁から電話があり、男性を保護し
男性を保護し
た。話をしているうちに落ち着き、翌日帰宅し
た。
○9 日、三段壁から電話があり、
日、三段壁から電話があり、男性を保護
あり、男性を保護し
男性を保護し
た。共同生活に加わることになったが、
共同生活に加わることになったが、12 日車
を置いたまま突然いなくなってしまった。心配
して捜索したが見つけることができなかった。
○19 日朝、三段壁から電話があり男性を保護し
三段壁から電話があり男性を保護し
た。何もかも海に捨てて死のうとしていた。23
た。何もかも海に捨てて死のうとしていた。
日、捨ててしまった免許の更新にいくため地元
に帰省。そのまま帰っ
帰省。そのまま帰って
帰って来なかった。
○同日、三段壁から電話があり、女性を保護し
た。入水自殺を図ろうとして海に入ったため、
全身ずぶ濡れだった。話をしていくなかで落ち
着き、翌日家族のもとに帰宅した。
○26 日、警察から連絡を受け、女性を保護した。
話をする中で落ち着き家族と連絡をとった。翌
話をする中で落ち着き家族と連絡をとった。翌
日帰宅した。
○27 日、三段から電話があり、男性を保護した。
共同生活に加わることになった。
○28 日、三段から電話があり、男性を保護した。
うつ病を患っており、30 日にこころの医療セン
ターに入院した。
○30 日、タクシーにのって女性が訪ねてきた。
日、タクシーにのって女性が訪ねてきた。
三段に行きたいと運転手に告げたところ、夜中
に女性一人を三段にお連れすることはできな

いといわれ、「なら教会はないか？」
なら教会はないか？」と尋ねて
きた。話を聞く中で落ち着き、翌日家族のもと
きた。話を聞く中で落ち着き、翌日家族のもと
に帰宅した。

生活自立支援活動
4 月 1 日～4
日～ 月 30 日
滞在者数 7 人(男性
男性 7 人)
自立 1 人(男性
男性 1 人)
○先月から共同生活に加わった男性が、今月初
めにホテ
めにホテル
ホテル関係の職場に就職を果たした。そし
関係の職場に就職を果たした。そし
て 30 日に会社の寮に移ることができた。何度
も自殺未遂を繰り返してきた男性だが、すごく
も自殺未遂を繰り返してきた男性だが、すごく
生き生きと毎日仕事を頑張っている。
○同じく先月から共同生活に加わった男性も
ホテルの調理場で働き始めた。練習したお刺身
やお寿司を差し入れてくれる。人間関係で苦労
することもあるようだが、毎日頑張っている。
○旅館で配ぜん係をしている男性は、仕事の中
休みに配達等、まちなかキッチンでも本格的に
働き始めた。すごく安定していて、ムードメー
カーだ。
○まちなかキッチンで配達を担当している男
性も変わらず毎日頑張っている。同じ共同生活
者ともめることもあったが、自分の短所や弱さ
を自覚し、それにあった行動をしようと頑張っ
を自覚し、それにあった行動をしようと頑張っ
ている。
○まちなかキッチンとコンビニの両方で働い
ている男性も落ち着いて仕事をしている。
○警備会社で働き始めた男性も、毎日朝早くか
ら頑張っている。仕事にやりがいを感じている
ら頑張っている。仕事にやりがいを感じている
ように見受けられる。来月には自立することを
目指している。
○今月頭に共同生活に加わった男性は、就職活
動をして、22 日にホテルの調理場に就職が決ま
った。来月から働き始める。笑顔も増えてきた。
○今月末に共同生活に加わった男性も、はじめ
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・まちなかキッチン
今月1
今月10日に今まで一年以上
日に今まで一年以上働いた方が
年以上働いた方が辞
働いた方が辞め

慣れてきたようだ。

ることになり、メンバ
ることになり、メンバーの入れ替
ーの入れ替わりがあった。

自殺予防活動

バタバタとしている反面
タとしている反面、お
反面、お弁
、お弁当の数や無料
当の数や無料の
無料の

・放課後クラブ・コペルくん

惣菜の数は安定してきて
惣菜の数は安定してきている。また全
の数は安定してきている。また全体
いる。また全体の流れ

開催日数1
開催日数16日、延べ人数81
日、延べ人数81人
81人

もどんどん良
もどんどん良くなってきた。来月からはさらに

○スプリングスペシャル～お昼御飯
○スプリングスペシャル～お昼御飯だ
御飯だ！コペ

店舗を
店舗を使ったうどん屋
ったうどん屋に挑戦する
挑戦する予
する予定だ。さら

ル君～

に地域
に地域の必要に
必要に応えるまちなかキッチンを目
指したい。

春休みに行
ったスペシャ
ル企画。
企画。後半戦
もたくさんの
子どもたちが
集まった。
最終日は、
最終日は、屋台
日は、屋台ごっ
屋台ごっ
こ！たこやき、たませ
たこやき、たませ
ん、ラーメン、フ
ん、ラーメン、フラン
ク フ ル ト 、 焼 きそば
きそ ば 、
クレープジュ
ープジュース。お
ジュース。お
店屋さんもお
店屋さんもお客
さんもお客さんも同時
さんも同時に楽しむことがで
きた。ご飯づ
きた。ご飯づくりだけでなく、お
飯づくりだけでなく、お掃除
くりだけでなく、お掃除も
掃除も皿洗い
皿洗い
も一生懸命
も一生懸命頑張っ
懸命頑張っ
た。
4月から新しい学
月から新しい学
年になった子供
になった子供た
子供た
ちが変わらずたく
さん集
さん集まってくれ
た。6
た。6年生の女の子
生の女の子
が多く、だんだんとお姉
く、だんだんとお姉さんになってきたこと
さんになってきたこと
を実感する。最近
感する。最近はまた
最近はまたピアノ
はまたピアノブームがやって
ピアノブームがやって
きたのか、とにかく早く宿題
きたのか、とにかく早く宿題を
宿題を終えて、ピアノ
えて、ピアノ
を弾くのが楽
くのが楽しみなようだ。毎日「
しみなようだ。毎日「猫踏んじゃ
んじゃ

・今後の講演予
・今後の講演予定
講演予定

った」を
った」を高速で
高速で弾いている。
いている。

・5月18日
18日：和歌山いのちの電話
：和歌山いのちの電話相談
いのちの電話相談員
相談員養成講

定着している子供
定着している子供たちがいる
子供たちがいる反面
たちがいる反面、
反面、低学年の
低学年の
人数が伸び
人数が伸びないのが課
伸びないのが課題
ないのが課題である。

座で講師
・5月19日：御坊市で
：御坊市で講演
・6月23日
23日：南部ロイヤルホテルで
：南部ロイヤルホテルで講演
ルホテルで講演

・相談電話
相談電話
3、10、17、24日
24日に毎週休まず行った。今月
休まず行った。今月
も2名の相談員が
相談員が続
員が続けてきてくださった。

・6月29日
29日：立正佼成会で
正佼成会で講演
会で講演

