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自殺者救済活動

生活自立支援活動

10 月 1 日～10
日～ 月 31 日

10 月 1 日～10
日～ 月 31 日

電話件数 68 件

滞在者数 14 人(男性
男性 13 人、女性 1 人)

保護件数 7 件、7 人(男性
男性 5 人、女性 2 人)

自主退所 1 人(女性
女性 1 人)

帰宅件数 4 件、4
男性 4 人)
件、 人(男性

○旅館で配膳係として働いている男性は、最近
○旅館で配膳係として働いている男性は、最近

○2 日、以前保護した男性が再度助けを求めて

自転車で職場に通うようになった。お客さんが

訪ねてきた。共同生活に加わることになった。

多い時は残業して帰ってくることも増えた。休

しかしその日の夜、
しかしその日の夜、突然姿を消してしまった。

みには共同生活者の数人で
には共同生活者の数人で釣りに
共同生活者の数人で釣りに行った
釣りに行った。一番
行った。一番

心配していたところ、3 週間後に
週間後に電話があった。
電話があった。

張り切っていたのだが、自分だけが釣れなかっ

白浜に来たもののやはり気持ちが変わり、滞在

たと悔しがって
たと悔しがっていた。
しがっていた。

場所からそのまま帰宅、今は仕事を見つけ会社

○ホテルの調理場で働いている男性は、
○ホテルの調理場で働いている男性は、仕事場
いている男性は、仕事場

の寮で生活しているようだ。

で任されることが増えてきた。プレッシャーや

○12 日、白浜駅の公衆電話から電話を受け、男

忙しさで体調を崩すこともあったが、仕事に
忙しさで体調を崩すこともあったが、仕事には

性を保護した。各地を転々としており、死ぬ覚

休まずに行くことができた。

悟で白浜に来ていた。集団生活に自信がないと
悟で白浜に来ていた。集団生活に自信がないと

○まちなかキッチンで働いているメンバー
○まちなかキッチンで働いている メンバー(3
メンバー

共同生活に加わることをためらっていたが、保

名)は今月も落ち着いて働くことができた。
は今月も落ち着いて働くことができた。役割

健所の職員に促され、とどまることになった。

分担がはっきりしてますますスムーズになっ

○14 日、夫のＤＶで悩む女性が保護を求めて訪
夫のＤＶで悩む女性が保護を求めて訪

てきた。

ねてきた。共同生活に加わることになった。

○ホテルで清掃の仕事をしている男性は、今月
○ホテルで清掃の仕事をしている男性は、今月

○同日、観光に来ていたアメリカ人の男性が、
同日、観光に来ていたアメリカ人の男性が、

もマイペースに過ごしていた。とても和やかな

持ってきた銀行のカードが使えず、寝る場所が

人柄で皆から親しまれている。

ないと訪ねてきた。一晩宿を貸すことになった。 ○まちなかキッチンで皿洗いをしていた男性
○18 日夜、女性を保護した。近所に交際中の男

は、12
は、 日旅館への就職がきまり、働き始めた。

性と住んでいたが、その男性の母親と口論にな
性と住んでいたが、その男性の母親と口論にな

○長く引きこもりの生活をしていた男性は、共
○長く引きこもりの生活をしていた男性は、共

り家を飛び出した。共同生活に加わることにな

同生活者と些細なことからもめごとになり、飛

った。

び出してしまった。役場の福祉係や保健所の職

○20 日、以前ここで生活し、自立していた女性
自立していた女性

員の協力により戻ってくるが、また
員の協力により戻ってくるが、また出ていくと
、また出ていくと

が訪ねてきた。話をしている中で落ち着き
が訪ねてきた。話をしている中で落ち着きその
話をしている中で落ち着きその

いうことを 2 回繰り返した。ご両親に連絡を取
繰り返した。ご両親に連絡を取

日のうちに帰宅した。

り、本人と今後の事について話し合った。住民

○31 日、男性が相談に来た。
男性が相談に来た。話をしている中で

票を移し、ここでもう一度自立に向けて頑張る

落ち着きそのまま帰宅
落ち着きそのまま帰宅した
そのまま帰宅した。
した。

ことになった。その後は落ち着いて生活をして
いる。
○高校の先生だった男性は、午
○高校の先生だった男性は、午前中は近くの福
祉作業所へ行き、午
業所へ行き、午後はまちなかキッチンの皿
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洗いをし始めた
洗いをし始めた。自
始めた。自己破産
。自己破産の
己破産の手続きをすすめ、
手続きをすすめ、
定期的に
定期的に精神科へ通
精神科へ通院
へ通院をしている。作
をしている。作業所へ行
き始めたころは体調を崩し休むことも
き始めたころは体調を崩し 休むこともあった
休むことも あった
が、徐々に体力も戻り落ち着いてきた。
○皿洗いをしている男性は、夕方
皿洗いをしている男性は、夕方から夜にかけ
夕方から夜にかけ
ての仕事がたびたび入
ての仕事がたびたび入るようになった。夕食
るようになった。夕食を
夕食を
先に済
先に済ませて深夜まで働いている。午
夜まで働いている。午前中の作
前中の作
業も率
業も率先して動
先して動いている。網戸
いている。網戸の
網戸の修理やワ
理やワック

今月も6
今月も6年生の女の子
生の女の子が中心に集まった。難
が中心に集まった。難

スかけなど力を発揮
スかけなど力を発揮してくれた。
発揮してくれた。

関だった算
だった算数の「速
数の「速さ
「速さ」が終わり、今月は比
わり、今月は比

○病院で調理
病院で調理補
で調理補助をしている男性は、近所の
助をしている男性は、近所の草
、近所の草

例、反比例苦戦した。
反比例苦戦した。

むしりに精
むしりに精をだしたり、地域
をだしたり、地域のお祭
のお祭りの手伝
りの手伝い
手伝い

4年生の女の子
生の女の子がこの夏
がこの夏から11
から11月の
11月の音楽
月の音楽会
音楽会

をしたりと大
をしたりと大活躍だった。しかし度々
だった。しかし度々やりす
度々やりすぎ
やりすぎ

に向けてピ
に向けてピアノの伴奏の
伴奏の練習をしている。今
練習をしている。今

たり、立ち位置
たり、立ち位置がわからなかったりと
位置がわからなかったりと怒
がわからなかったりと怒られる

月はその大詰
月はその大詰めだった。
大詰めだった。谷
めだった。谷本先生に指導
本先生に指導して
指導して

ことも多かった。

いただきながら毎
いただきながら毎日よく頑張った。

○夫のＤＶで悩んでいる女性は、以前住んでい
た家へ
た家へ自分の荷物
自分の荷物を取りに行った。
荷物を取りに行った。弁
を取りに行った。弁護士事務

理事長夫妻
理事長夫妻が、中
が、中学校のこころの相談室
校のこころの相談室の

所へ相談にいった
所へ相談にいった。
いった。普段は
普段は明るく楽
るく楽しい人柄だ

相談員をしている関
相談員をしている関係で、宿題
係で、宿題を家でしてく

が、かっとなって大声
が、かっとなって大声をあ
大声をあげ
をあげることもあった。

ることが難
ることが難しい生徒
しい生徒を放課後
放課後コペルくんで
ペルくんで

○今月保護された沖縄
今月保護された沖縄からきた男性は、
沖縄からきた男性は、人
からきた男性は、人付き

見ていくことになった。
見ていくことになった。来られない時は連絡
来られない時は連絡

合いが苦手
合いが苦手で今まで生き
苦手で今まで生きづ
で今まで生きづらさを感じ
らさを感じてきた。
感じてきた。

をするという約束
をするという約束が
約束が守れず、どうしてもごま
れず、どうしてもごま

共同生活になじ
共同生活になじむことも難
むことも難しく、引き籠
しく、引き籠ってい

かしてしまう
かしてしまうということが
しまうということが続
ということが続いた。
いた。あきらめ

ることが多かった。精神科
ることが多かった。精神科の
精神科の病院へ受
病院へ受診
へ受診し、今
し、今

ずに関
ずに関わっていく

後 療法士の
療法士 の 方 からカウ
からカ ウ ン セ リング
リン グ を受けつつ
様子をみていくことになった。
様子をみていくことになった。徐
をみていくことになった。徐々に共同生活
にも慣
にも慣れ、月末
、月末には就職活動
には就職活動も始めた。
○今月保護された女性は、体調を崩し病院
今月保護された女性は、体調を崩し病院へ通
病院へ通

・相談電話
2、9、16、
16、23、
23、30日
30日に毎週休まず行った。今
週休まず行った。今
月も2
月も2名の相談員が続
名の相談員が続けてきてくださった。

った。共同生活にも徐
った。共同生活にも徐々に慣
々に慣れ、作
れ、作業なども頑
張っていたが、同じ部屋
張っていたが、同じ部屋の女性ともめ出て行っ
じ部屋の女性ともめ出て行っ

・まちなかキッチン

た。後日交際中の男性と共にあいさつにきた。
た。後日交際中の男性と共にあいさつにきた。

今月は2949
今月は2949個
2949個のお弁当
のお弁当を
弁当を販売した。
販売した。毎
した。毎日4件

元いたところで生活することができるようだ。

のお宅に無料
のお宅に無料で
無料で惣菜を
惣菜を提供することができた。
提供することができた。

自殺予防活動

・今後の講演予定
今後の講演予定

・放課後
・放課後クラブ・コペルくん
クラブ・コペルくん

11月
11月23日
23日：徳島県牟岐町役場
：徳島県牟岐町役場

開催日数
開催日数18
日数18日、
18日、延べ
日、延べ人数
延べ人数115
人数115人
115人

11月
11月29日
29日：御坊市役所
：御坊市役所
1月14日
14日：西牟婁郡振興局
1月25日
25日：病院協会
：病院協会
1月28日
28日：有田振興局
2月12日和
12日和歌山工
日和歌山工業高校
歌山工業高校
2月22日
22日有田川町
3月11日
11日泉大津市
3月15日
15日大阪司法書士会
大阪司法書士会

