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自殺者救済活動
9 月 1 日～9
日～ 月 30 日
電話件数 43 件
保護件数 3 件、3 人(男性
男性 2 人、女性 1 人)
帰宅件数 2 件、2
男性 1 人、女性 1 人)
件、 人(男性
○15 日、電話で相談を受け男性を保護した。話
を聞き、共同生活に加わることになった。17
を聞き、共同生活に加わることになった。
日、一度身辺を整えるために実家に戻った。24
日、一度身辺を整えるために実家に戻った。
日、男性から手紙が届いた。
男性から手紙が届いた。もう一度地元で頑
いた。もう一度地元で頑
張ることになった。
○21 日、普段から電話相談を受けていた女性が
三段壁にいると連絡を受け、保護した。話を聞
き少し落ち着いた様子だった。一晩泊まり翌日
少し落ち着いた様子だった。一晩泊まり翌日
帰宅した。
○27 日朝、三段壁から電話を受け、男性を保護
男性を保護
した。首にくっきりと自殺未遂をした跡が残っ
ていた。希死念慮が強かったため、こころの医
療センターに連れていき、入院が決まった。

生活自立支援活動
9 月 1 日～9
日～ 月 30 日
滞在者数 11 人(男性
男性 11 人)
自立 2 人(男性
男性 2 人)
○8 日、ホテルの調理場で働いている男性が自
立した。猫を連れて一軒家へ移った
立した。猫を連れて一軒家へ移った。自立後一
一軒家へ移った。自立後一
度顔を見せに来た。髪を短く切っていた。
度顔を見せに来た。髪を短く切っていた。元気
っていた。元気
に頑張っているようだ
に頑張っているようだ。
○29 日、警備会社で働いている男性が自立した。
今後は警備会社を辞め、母の介護をしつつ働く
ことになった。
○旅館で配膳係として働いている男性は、今月
○旅館で配膳係として働いている男性は、今月
も良く頑張った。最近、ピアノを習いたいと夜
にピアノの練習を始めた。両親とも連絡をとる
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、今月も落ち着いて仕事をすることが
る男性は、今月も落ち着いて仕事をすることが
できた。営業にいつも力を注いで頑張っている。
地域の運動会にもコペルくんの子どもたちの
応援に駆け付けた。
○ホテルの調理場で働いている男性は、今月も
○ホテルの調理場で働いている男性は、今月も
良く頑張った。共同生活の中で何かトラブルが
あった時、当事者の話を良く聞き助言している
場面が何回かみられた。落ち着いて生活できて
いるように感じる。
○まちなかキッチンで働いている
○まちなかキッチンで働いている 50 代の男性
は、胃の調子も落ち着いてきた。明るく皆を盛
は、胃の調子も落ち着いてきた。明るく皆を盛
り上げている。弱い人やできない人にも適切に
励まし教えている場面をたくさん見ることが
できた。
○まちなかキッチンで配達やお米とぎ
○まちなかキッチンで配達やお米 とぎをして
とぎ をして
いる男性は、今月も明るく頑張っていた。休日
には自転車で串本まで行った。ハローワークに
も行きはじめ、
も行きはじめ、今後の方向性を考えている。
はじめ、今後の方向性を考えている。
○ホテルで清掃の仕事をしている男性は、今月
も良く頑張った。一度実家に戻り両親と話して
くることもできた。
○まちなかキッチンで皿洗いをしている男性
は、ハローワークに行き就職活動を始めた。ハ
ローワークに初めていった日の夜、突然、もう
ローワークに初めていった日の夜、突然、もう
出て行くと他の共同生活者に告げて出て行っ
てしまった。数人が話を聞き、引き留めたので
帰ってくることが出来た。気を取り直してホテ
ルの面接を受けたが、結果は不採用だった。今
はコンビニ
はコンビニの結果待
の結果待ちをしている。あきらめず
ちをしている。あきらめず
に頑張ってほ
に頑張ってほしい。
○長く引きこもりの生活をしていた男性は、ま
ちなかキッチンのお手伝
ちなかキッチンのお手 伝 いや掃除片づ
いや掃 除片づけなど
除片づ けなど
一生懸命
一生懸命頑張っている。
懸命頑張っている。
○高校の
高校の先生だった男性は、自己破産
生だった男性は、自己破産の手
己破産の手続
の手続き
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を進めている。起
めている。起きてくることができない時も

ればと思う。

少し減
少し減ってき
ってきた。23 日に神戸
日に神戸のア
神戸のアパ
のアパートの片づ
ートの片づ
けを終
けを終えた。
○皿洗いをしている男性は、今月も落ち着いて

・相談電話
4、11、18、25日
25日に毎週休ま
毎週休まず
休まず行った。今月
行った。今月

仕事に行くことが出来た。共同生活の中での人
仕事に行くことが出来た。共同生活の中での人

も2名の相談員
の相談員が続けてきてくださった。 地

間関係も良
間関 係も良好
係も良 好 で気持
で気 持 ちよく良い距離
ちよく良い 距離感
距離 感 で他の

域の方々
域の方々にもっと活用して頂
にもっと活用して頂ける時間
ける時間になれ

人と関
人と関わっている。

ばと思う。

○調理経験
○調理経験のある男性は、
経験のある男性は、11 日病院の調理補
院の調理補助
の仕事に就職がきまった。
仕事に就職がきまった。健康診断
がきまった。健康診断などの手
健康診断などの手続
などの手続
きを済
きを済ませ、来月頭
ませ、来月頭から研修
から研修が始まる。
研修が始まる。

・まちなかキッチン
まちなかキッチンの日替
まちなかキッチンの日替わり弁
わり弁当は、Ａ
当は、Ａと
Ｂ(主に肉と魚)の 2 種類の
種類の主菜からどちらかを
主菜からどちらかを

自殺予防活動

選べるようになっている。さらに最近は
選べるようになっている。さらに最近は肉
るようになっている。さらに最近は肉と魚、

・放課後クラブ
・放課後クラブ・
後クラブ・コペルくん

両方の主菜
両方の主菜を入れた
主菜を入れたお
を入れたお弁当を販売している。一
販売している。一

開催日数
開催日数1
日数17日、延べ
日、延べ人数
延べ人数146
人数146人
146人

つのお弁
つのお弁当を昼
当を昼と夜の２
と夜の２回にわけて食べ
回にわけて食べたい
食べたい

台風が接近し、子どもたちの
台風が接近し、子どもたちの登下校
が接近し、子どもたちの登下校中に
登下校中に丁
中に丁度

お年寄りなどの
年寄りなどの要望
りなどの要望があった
要望があったためだ
があったためだ。
ためだ。

大雨が
大雨が降った日があった。全
った日があった。全身びしょぬれで帰
ょぬれで帰
ってきた子どもたち。支
ってきた子どもたち。支援物資として
物資として頂
として頂いた洋
いた洋

またごはんを特別にやわらかく炊き、おかずを
細かく切るなどの対応も
などの対応もはじめた
はじめた。
細かく切る
などの対応も
はじめた
。

服に着替
に着替えさせた。
えさせた。着
せた。着替えて、あったかいココ
えて、あったかいココ

写真は今月販売したオードブル
写真は今月販売したオードブル(3 人前 2000 円)

アを飲
アを飲んで元気になった子どもたちはそ
んで元気になった子どもたちはその日
も宿題を頑張った。
宿題を頑張った。
写真は
写真はびしょぬれになった子どもたちの
ょぬれになった子どもたちの制服
れになった子どもたちの制服。
制服。

今月も6
今月も6年生の女の子を中心
生の女の子を中心に毎日平均8
平均8

・今後の講演予定
今後の講演予定

名集まった。
名集まった。町
まった。町の陸上競技大会や運動会の練習
競技大会や運動会の練習
で砂だらけになった体操服姿
だらけになった体操服姿で
体操服姿で下校してきた。
下校してきた。
「速さ
「速さ」の問題に
問題に苦戦しつつも良く頑張ること
苦戦しつつも良く頑張ること
ができた。
今月末
今月末に行われた運動会では皆良く頑張っ
ていた。特
ていた。特に6年生たちは最後の運動会という
こともあって、勢
こともあって、勢いが感じられた。運動会の翌
日、母子支
日、母子支援施設から来ていた女の子たちが引
施設から来ていた女の子たちが引
っ越しをした。短い間
しをした。短い間の関わりしかできなかっ
たが、今後も何らかのかたちでつながっていけ
たが、今後も何らかのかたちでつながっていけ

10 月 16 日：富田小学校で
：富田小学校で講演
南陽高校(愛知県
南陽高校 愛知県)修学
愛知県 修学旅行で
修学旅行で講演
旅行で講演
10 月 19 日：神奈川県の教会で
：神奈川県の教会で講演
の教会で講演
10 月 20 日：和歌山イン
：和歌山インマヌエル教会で
マヌエル教会で講演
ル教会で講演

