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自殺者救済活動
11 月 1 日～11
日～ 月 30 日
電話件数 97 件
保護件数 11 件、11 人(男性
男性 8 人、女性 3 人)
帰宅件数 6 件、6
男性 4 人、女性 2 人)
件、 人(男性
○1 日、2
日、 年前に保護、数日滞在したのち帰宅
した 70 代の女性を再度
代の女性を再度保護した。
女性を再度保護した。この
保護した。この 2 年の
間、大阪で生活保護を受けて生活していたが地
元の役場職員と意見の相違があり、勝手に飛び
出し三段壁に来て
出し三段壁に来てしまった。三段の
段壁に来てしまった。三段のお土産屋さ
しまった。三段のお土産屋さ
んに助けられ
んに助けられ一晩泊めてもら
助けられ一晩泊めてもらった
一晩泊めてもらった。翌日
った。翌日、
。翌日、警察
に保護され、役場の福祉係に連れられ
に保護され、役場の福祉係に連れられ当
役場の福祉係に連れられ当 NPO
にきた。共同生活に加わることになった。
きた。共同生活に加わることになった。
○5 日、以前か
日、以前か電話で
以前か電話で相談を受け
電話で相談を受けていた男性か
相談を受けていた男性か
ら「今白浜駅にいる
ら「今白浜駅にいる」と
白浜駅にいる」と電話
」と電話を受けた
電話を受けた。家族と
を受けた。家族と
の関係で悩んでいた。白浜でやり直すことも視
の関係で悩んでいた。白浜でやり直すことも視
野に入れた話し合いをした。しかし、翌朝姿が
野に入れた話し合いをした。しかし、翌朝姿が
見えず連絡を取ったところ、もう一度家に帰る
見えず連絡を取ったところ、もう一度家に帰る
決心がつき、帰途についていた。
決心がつき、帰途についていた。
○6 日、三段壁のパトロールをしている中で男
性を保護した。話を聞いている中で落ち着き帰
宅した。その後も連絡を取り合っている。
○7 日、白浜駅にいると男性
日、白浜駅にいると男性から電話を受け、
にいると男性から電話を受け、
保護した。共同生活に加わることになった。
○8 日、三段壁近くのコンビニから電話を受け
男性を保護した。共同生活に加わることになっ
た。
○同日、三段壁から電話があり女性を保護した。
一言も話をしようとせず、部屋でじっと過ごし
一言も話をしようとせず、部屋でじっと過ごし
ていた。様子見
ていた。様子見つつ関わりを持っていたが
様子見つつ関わりを持っていたが、数
つつ関わりを持っていたが、数
日後、ここに
日後、ここには
ここにはいれないと出て行った。説得も
れないと出て行った。説得も
むなしく逃げ切られて
むなしく逃げ切られてしまった。
逃げ切られてしまった。29 日夜、再び
三段壁から
三段壁から電話があ
から電話があった。
電話があった。「わたしはもう死ぬ
のでいいんです。でもわたしのほかにもう一人

女性が崖の方に走っていったんです。」と。警
」と。警
察に応援を要請し
察に応援を要請し、その女性は警察に
応援を要請し、その女性は警察に保護され
、その女性は警察に保護され
た。別の女性は見つけることができなかった。
た。別の女性は見つけることができなかった。
○11 日、和歌山市内から男性が
日、和歌山市内から男性が相談
和歌山市内から男性が相談に来た。
相談に来た。話
を聞いている中で落ち着き帰宅した。
○14 日、三段壁から電話があり、男性を保護し
た。話をしている中で落ち着き帰宅した。
○16 日、近くの警備会社
日、近くの警備会社で働
の警備会社で働き始めた
で働き始めた 20 代の
男性が住むところがなく相談に来た。共同生活
に加わることになった。
○20 日、約
日、約 10 年前にうちから
年前にうちから自立した男性が
にうちから自立した男性が
体調を崩したことで仕事がなくなり、相談に来
体調を崩したことで仕事がなくなり、相談に来
た。共同生活に加わり、もう一度やり直すこと
た。共同生活に加わり、もう一度やり直すこと
になった。翌日帰宅し
になった。翌日帰宅し、
翌日帰宅し、荷物を片付けてきた。
○25 日、近くに住む女性の方から相談の
近くに住む女性の方から相談の電話が
相談の電話が
あった。
あった。経済的に苦しく、電気代を滞納し、電
気が止められてしまっていた。保育園に通う男
の子がおり生活に行き詰っていた。話を聞き、
の子がおり生活に行き詰っていた。話を聞き、
支援することにした。

生活自立支援活動
11 月 1 日～11
日～ 月 30 日
滞在者数 18 人(男性
男性 17 人、女性 1 人)
○今月保護された女性は、18 日に階段を登り切
ったところで転倒し、救急車で運ばれた。もと
もと足が悪かったのだが、歩行が困難になった。
介助が必要なため、入院することになり、
介助が必要なため、入院することになり、その
することになり、その
後施設に移ることになった。
○先月保護された沖縄から来た男性は、精神科
を受診。発達障害があると診断された。病院と
役場と連携してどう支援していくか話し合い
をした。パートタイム
をした。パートタイムで
イムでレンタカ
ンタカーの仕事に就
ーの仕事に就
いた。たばこをやめることが難しく、援助を受
いた。たばこをやめることが難しく、援助を受
ける姿勢
ける姿勢に問題が
問題が感じられることが多
じられることが多かった。
○夫の DV で悩み
で悩み保護された女性は、11 日離婚
届を提出した。家族と話をするため九州
出した。家族と話をするため九州の
九州の実家
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に帰省
に帰省したが、うまく話をしてくることができ
なかったようだ
なかったようだ。
ようだ。27 日にもどってきた。当面
当面は
白浜で自立に向
白浜で自立に 向 けて就
けて 就 職活動
職活 動 をしていく予定
をしていく 予定
だ。
○今月保護された九州
今月保護された九州出
九州出身の男性は、豆腐
男性は、豆腐屋に
豆腐屋に
就職することができた、朝早
職することができた、朝早くから頑張
くから頑張ってい
頑張ってい
る。
○10 年ぶりに戻
りに戻った男性は、
った男性は、警備会社に就
警備会社に就職を
果たした。
＊今月は、施設周辺
今月は、施設周辺の
周辺の草むしりとガレ
むしりとガレー
ガレージの
木材の
木材の整理、町
理、町から借
から借りているア
りているアパート階段の
さびとりなどの作業
さびとりなどの作業に精を出した。
作業に精を出した。
今月は風邪
今月は風邪を
風邪をひいた人が多
いた人が多かった。共同生活
なので体調管
なので体調管理を徹底
理を徹底していきたい。
徹底していきたい。

自殺予防活動
・放課後
・放課後クラブ・コ
クラブ・コペルくん
開催日数
開催日数20
日数20日、
20日、延べ
日、延べ人数
延べ人数1
人数159人
59人(内中学
内中学生49
人)

・相談電話
6、13、
13、20、
20、27日
27日に毎週休ま
毎週休まず行った。今月
ず行った。今月
も2名の相談員が続
の相談員が続けてきてくださった。

今月から帰ってすぐ
今月から帰ってすぐにおやつではなく、「お
やつの時
やつの時間」を決めて、その時
間」を決めて、その時にいる大人も一

・まちなかキッチ
まちなかキッチン
キッチン

緒におやつを食べ
におやつを食べている。
食べている。温
ている。温かい飲み
かい飲み物を
飲み物を用
物を用意

今月は
今月は2696個
696個のお弁
のお弁当を販売した。
販売した。毎
した。毎日4件
し、ドリ
し、ドリン
ドリンクバーのような
クバーのような感覚
ーのような感覚で
感覚で楽しんでいる。 のお宅に
のお宅に無料
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。
不思議と会話も
不思議と会話も弾み
と会話も弾み、子
弾み、子供
、子供たちのいろんな話を
聞くことができた。
週に一度は手作
に一度は手作りおやつをしている。好評
りおやつをしている。好評だ
好評だ

・今後の講演予定
今後の講演予定
1月14日
14日：西牟婁郡振興局で
：西牟婁郡振興局で講演

ったのはおもち。ホッ
ったのはおもち。ホット
ホットプレートで
プレートで焼
ートで焼いたお餅
いたお餅

1月25日
25日：病院協
病院協会で講演

にチーズをのせ、
をのせ、のりではさんで食べ
のりではさんで食べた。
食べた。

1月28日
28日：有田振興局で
：有田振興局で講演

中学1年の勉強
年の勉強会にさらに今月から男子中
勉強会にさらに今月から男子中学
会にさらに今月から男子中学

2月12日
12日：和歌山工業高校
和歌山工業高校で
工業高校で講演

3年生の受験勉強
年生の受験勉強が
験勉強がスタートした。苦手意識
タートした。苦手意識の

2月22日
22日：有田川町で
有田川町で講演

強い英語を中心に
英語を中心に勉強
を中心に勉強していくことになった。
勉強していくことになった。

3月11日
11日：泉大津市で講演
3月15日
15日：大阪司法書士
大阪司法書士会
司法書士会で講演

はじめ人間自然塾
はじめ人間自然塾再
然塾再開！！
11月
11月9日(土)石釜ピザ作
石釜ピザ作りをした。14
りをした。14人の
14人の小
人の小
学生が参
生が参加した。3
加した。3つのグ
つのグループ
ループに分かれ、ピ
かれ、ピ

今年も皆
今年も皆様に支えら
様に支えられてここまで来ること
ザ生地をこね
生地をこね、思い思いに自分
いに自分のピザを
ピザを作った。 ができました。
ができました。今年は
今年は65
今年は65人を保護することがで
65人を保護することがで
服は粉で真っ白に。スモ
っ白に。スモー
スモークでホタテや鮭、チ
きました。(12
きました。(12月
(12月13日
13日現在)例年に比べ
年に比べると
比べると少
ると少な
ーズも焼いた。おなか一杯
いた。おなか一杯になるまで食べ
になるまで食べ、片
食べ、片
付けも頑張
付けも頑張った。
頑張った。次
った。次はお餅
はお餅つきだ！
つきだ！

く、落ち着いていました。
今年も本
今年も本当に多
当に多くの方に御
くの方に御寄付を頂
付を頂き、支援
物資を頂き、あたたかい言葉
き、あたたかい言葉をかけて頂
をかけて頂きまし
た。来る新
た。来る新しい年もよろしくお願
しい年もよろしくお願いいたします。

