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自殺者救済活動
6 月 1 日～6
日～ 月 30 日
電話件数 74 件
保護件数 6 件、7 人(男性
男性 5 人、女性 2 人)
○2 日深夜に三段壁から電話があり、母娘を保
護した。母親の気持ちが落ち着かないため車内
護した。母親の気持ちが落ち着かないため車内
で話を聞きながらドライブをしていたが、トイ
レに行きたいと立ち寄ったコンビニで 2 人とも
逃げてしまい、最終的に田辺警察に保護される
ことになった。
○12 日、大阪に住む男性から電話
大阪に住む男性から電話があった。
電話があった。家
族とのトラブルで家を出て行かざる負えなく
なった。白浜まで電車で来ることになり、男性
なった。白浜まで電車で来ることになり、男性
を保護した。共同生活に加わることになった。
○12 日、息子の事で相談に乗ってほしいと母親
息子の事で相談に乗ってほしいと母親
から電話があった。長く引きこもりの生活が続
から電話があった。長く引きこもりの生活が続
いていた。相談の結果、共同生活に加わること
いていた。相談の結果、共同生活に加わること
になり、翌日男性を保護した。
○17 日、田辺市の福祉センターから相談を受け、
男性を保護した。
男性を保護した。相談に乗り、話を聞く中で落
した。相談に乗り、話を聞く中で落
ち着き、翌日帰宅した。
ち着き、翌日帰宅した。
○28 日、警察から連絡を受け、男性を保護した。
男性を保護した。
話を聞く中で落ち着き、翌日帰宅した。
○30 日、うちから自立し、近くの警備会社で働
いている男性が相談に来た。同僚で家賃を滞納
いている男性が相談に来た。同僚で家賃を滞納
し、住む場所に困っている人がいるということ
だった。相談の結果共同生活に加わることにな
だった。相談の結果共同生活に加わることにな
り、男性を保護した。
り、男性を保護した。

生活自立支援活動
6 月 1 日～6
日～ 月 30 日
滞在者数 10 人(男性
男性 10 人)
自立 1 人(男性
男性 1 人)
○ まちなかキッチンで配達や調理などを担当

している男性が、自立した。これからは近くの
アパートに住み
アパートに住みまちなかキッチン
に住みまちなかキッチンで働く。
まちなかキッチンで働く。コン
で働く。コン
ビニのバイトの夜勤も始めた。
○旅館で配膳係をしている男性は、今月も落ち
○旅館で配膳係をしている男性は、今月も落ち
着いた生活をすることができた。
○まちなかキッチンで配達や皿洗いをしてい
る男性は、感情が抑えきれずに大声を出してし
まう場面があった。仕事には熱心に取り組んで
いる。
○ホテルの調理場で働いている男性も、
○ホテルの調理場で働いている男性も、今月も
落ち着いて仕事をすることができた。忙しい夏
に向けて後輩を指導する立場になった。
○ もう一人のホテルの調理場で働き始めた男
もう一人の ホテルの調理場で働き始めた男
性 も今月も落ち着いて仕事をすることができ
た。朝からの仕事を頑張っている。
○4 月に保護された
月に保護された 50 代の男性は、まちなか
代の男性は、まちなか
キッチンの皿洗いや午前中の手伝いに加わる
ようになった。責任感があり、気持ちよく仕事
をしている。
○5 月の後半に保護された男性もまちなかキッ
チンの皿洗いや朝のお米とぎに加わっている。
両親と連絡を取り合いながら出てきた先のア
パートの解約の手続きを進めている。
○先月保護された別の男性は、まちなかキッチ
○先月保護された別の男性は、まちなかキッチ
ンの皿洗いを手伝っている。就職活動も始めた。
○今月家族とのトラブルで家を出た男性が一
度アパートの解約のために地元に戻り、手続き
を済ませることができた。
○引きこもりの生活が長かった男性は徐々に
共同生活に慣れてきた
共同生活に慣れてきたようだ
生活に慣れてきたようだ。
ようだ。
○警備会社で働いている男性は、仕事を続けつ
つ、自立に向けて頑張っている。
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自殺予防活動
・放課後クラブ・コペルくん
開催日数21
開催日数21日、延べ人数
21日、延べ人数173
日、延べ人数173人
173人
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・まちなかキッチン
まちなかキッチンで働くメンバーが
まちなかキッチンで働くメンバーが増
ッチンで働くメンバーが増え、段
取りもスム
取りもスムー
スムーズになってきた。夏に向けて力
になってきた。夏に向けて力を

今月も6
今月も6年生の女の子を中心に集まって来た。 あわせて頑張っている。
いつも来ているメンバーが、同級生で近くの母

冷やしうどんやぶ
やしうどんやぶっかけうどんの試作品
っかけうどんの試作品を
試作品を

子支援施設に住む女の子
支援施設に住む女の子2
に住む女の子2人を誘ってきた。さ

つくっている。アイス
つくっている。アイスコーヒ
コーヒーやジュ
ーやジュー
ジュースなど

らに賑やかで楽しい。母子支援施設とも
らに賑やかで楽しい。母子支援施設とも良
母子支援施設とも良い関

も販売していく
販売していく予定
していく予定だ。
予定だ。

係を築
係を築き、協力
き、協力し合っていきたい。
協力し合っていきたい。
今コペルくんに集まっているメンバーの中

お弁当の売
当の売れ行きも安定
れ行きも安定してきている。お
安定してきている。お弁
してきている。お弁
当の販売
当の販売で生み出された
販売で生み出された利益
で生み出された利益を、
利益を、無料
を、無料配
無料配食とい

には学校
には学校の
学校の授業だけでは理解できない子が
授業だけでは理解できない子が多
だけでは理解できない子が多

う形で地域
で地域のお年寄りや生活に困窮
のお年寄りや生活に困窮した方
した方々

い。宿題
い。宿題をきちんと終えることと、わからない
宿題をきちんと終えることと、わからない

に分配していく。現
配していく。現在は毎
在は毎日5件のお宅に届
件のお宅に届け

ことをわからないままにさせない指導をし続

ている。

けて行きたい。
・NHKラ
NHKラジオに出
ジオに出演
に出演
6月29日WKTK(ワ
WKTK(ワクテカ
クテカ)ラヂオ学園というラ
ヂオ学園というラ
ジオ番組に出
ジオ番組に出演
組に出演。中高
。中高生に向けてメッセージ
生に向けてメッセージを
届けることができた。放
けることができた。放送
た。放送後、中高
後、中高生からの相
談の電話が殺到
談の電話が殺到した。
殺到した。

梅を砂糖と
砂糖と漬けこんで、手作
けこんで、手作り梅ジュー
梅ジュースを
つくりました！
つくりました！
・今後の講演
・今後の講演の
講演の予定
・7 月 13 日(土
土)大阪
大阪狭山
大阪狭山市
狭山市講演
・8 月 27 日(火
火)ルーテル
ルーテル教団
ルーテル教団大
教団大久保教会で講演
会で講演
・9 月 8 日(日
日)なかもず
なかもず教
なかもず教会で講演
会で講演

谷本先生手
谷本先生手作
先生手作り、わらび餅！
り、わらび餅！
・相談電話
5、12、
12、19、26日
26日に毎週休まず行った。
毎週休まず行った。今月
まず行った。今月
も2名の相談員
の相談員が続けてきてくださった。

