
042-327
    -4343

認定NPO法人

ひとりで悩まずに

命をつなぐ　気持ちをつなぐ　明日へつなぐ

第 101 号　2017 年 8月１日発行

自殺予防 いのちの電話

弁護士による法律相談

０１２０－７８３－５５６
毎 月 1 0 日 　 8 : 0 0 ～ 翌 日 8 : 0 0

０４２－３２８－４３４３
毎月第 1・第 3 火曜日　16:00~18:00

目　次　　

自殺予防いのちの電話公開講座
ドリアン助川氏・講演…………………２

4,246 回 の ベ ル ……………………… ６
ご寄附ありがとうございます……………７

▼今から2年前。私は子どもの施設職員として働
き始め、電話相談員としてボランティアをし始め
ました。▼ある日の仕事場面。子どもとの面接で、
私は自分の行動が「あなたのため」であると伝え
ました。それは、現状に不満を持った子どもが、
私の言動に反抗的な態度を取ったために、伝えた
言葉でした。今思えば、あの時伝えた言葉は、子
どもの対応に困った、私自身に向けた言葉になっ

ていたように思います。▼ある日の電話相談
場面。私はかけ手に「あなたのため」にそろ
そろ電話を切ってはどうかと伝えました。そ
れは、長電話になっていたかけ手の負担を考
えたために、伝えた言葉でした。今思え
ば、あの時伝えた言葉も、長電話に疲労
を感じてきた、私自身に向けた言葉にな
っていたように思います。▼「あなたの
ため」に伝えた言葉は、実は「私のため」
に伝えた言葉でもありました。この言葉
には、どんな想いが含まれていたのだろ

　　　 う。ふっと考えてみると、本音の自分に
　　　 気付けるように思っています。（М・М）

●　 ●　 ●　 鈴　の　音　 ●　 ●　 ●　

多摩の草花  photo 今城則子
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「自殺予防いのちの電話」公開講座

あなたが生まれて、
世界も生まれた
～人が生まれてくることの意味～

ドリアン助川講師 氏

　皆さん、こんにちは。ドリアン助川です。 
　今日はお招きいただきまして、ありがとうございます。
　皆さんの中にもそれぞれ、人はなぜ生きるのかという
ことを、もうひとつふたつ、答を持たれている方々が多
いと思います。今日はこれが正解ですよというようなこ
とではなくて、こういう考え方もあるんじゃないかとい
う、ひとつの提案をしたいだけです。皆さんの心のたく
さんある引き出しの中に、それをそっと入れていただけ
ればと思います。
　私がこのような場所に呼ばれるようになったのは、多
分この『あん』という作品がきっかけだと思います。こ
の物語をなぜ書いたのか、そもそもこれはどういう物語
なのかという話から始めたいと思います。
●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　●
　30 歳を過ぎてから、「叫ぶ詩人の会」というバンドで
メジャーデビューしました。歌うよりは叫ぶに近いこと
をやっていました。気が付いたらお客さんも増えて、深
夜放送のパーソナリティを始めることになりました。
　「正義のラジオ！ジャンベルジャン！」。生放送中に、
リスナーが今悩んでいること、怒っていること、悲しい
ことを電話してくるのです。日本放送のオペレーター室
に 20 人の学生のアルバイトがいて、全国からかかって
くる電話をメモにとる。そしてそのメモがどんどん私の
テーブルに投げ込まれます。次はこういう人だよ、と。
　当時、とにかく若者が深夜放送を聞いてくれたんです。
１時間に１万コールです。せいぜい取っても６件か７件
の電話しか取れないんですけれど、１万コールを越えま
して。そういう時代です。
　そのラジオの深夜放送の中で、みんなの悩みを受ける
だけではなくて、こちらから問うこともあるわけですね。
３ヶ月に１回、ラジオのリスナーを集めて、話をする機
会があるんです。
　僕がよくみんなに聞いたのは、どうして俺たちは生ま
れてきてしまったんだろう。生まれてきてしまった以上

は、生き抜かなければいけないのだろうか。途中で嫌に
なったら死ぬという道もあるけど、それはいけないこと
なんだろうか。あるいは、生きることに意味があるんだ
ろうか。意味はないのか。あるとすればそれは何なのか。
　問うに易く答えるに難しい質問です。人類が誕生した
ときからずっとある基本的な問いかけです。僕は答が欲
しくて問うたわけじゃなくて、考えてほしいから言った
のです。
　10 人いれば 10 人の答えがあっていいんじゃないか
という意味で聞いたんです。
　ところが、10 人いて 10 人同じことを言うんですよね。
しかも、あんまり考えずに。ほとんど脊椎反射じゃない
かという形でこう言うわけです。

「社会の役に立たなければ生きている意味がない」と。
「誰かの役に立たないと、生まれてきた意味がない」と。
「社会の役に立たなければ死んじゃったほうがいい」と
みんな言うわけです。
　一応立派な答ですよ。様々な道で人がプロとして生き
ていくというのは、誰かの役に立つということですから。
私たちは一人では生きられないから社会を作らなければ
いけない。その社会の役に立つということは立派なこと
です。けれども、本当に 10 人が 10 人それでいいのか
と疑問に思ってしまった。人間の存在価値ってそれだけ
なのかという問いかけが僕の中にあったわけです。
　それはどういうことかというと、二つ、今振り返ると
思いがあります。
　ひとつは、1996 年のことです。
　『あん』という物語は「ハンセン病」という病気が背
景に出てくる物語です。昔は「らい病」と言いました。
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　1996 年まで日本は「らい予防法」という、言ってみ
れば悪法がありまして、らい病にかかった皆さんは仮に
病気が完治しても一生療養所から出られないという、信
じがたい法律がありました。これが 96 年に廃止されて、
これまでに病気が治っていても何十年も療養所の外に出
られなかった皆さんの人生が、メディアによって明るみ
に出てきたわけです。
　この皆さんに対して、一般的な意味で、社会の役に立
つ、立たない、ということを人生の価値観の定規として
あてがうことが、果たしていいことなんだろうか。
　私は「社会の役に立たないと、生きてる意味ないんじゃ
ない」という言葉は、そういう場合においては非常に暴
力的ではないかとすら思います。
　それからもうひとつは、私たちのバンドのプロデュー
サーの息子さんが、２歳で亡くなってしまうという痛ま
しいことがありました。この２歳の子、この子の２年間
の生涯はなんだったんだ、人の命ってなんなんだろうと
いうことを考えている時に、らい予防法のこともあって、
その中高生たちの無邪気な「役に立たないと生きてる意
味ないじゃん」という言葉に対して、なにか私の中に強
烈な違和感が生じたんですね。
　勘違いしないでくださいよ、役に立つことはいいんで
すよ。いいんですけれど、そうじゃないこともあるんじゃ
ないかっていうことを探りたくなったわけです。
　社会の役に立つ、立たないじゃなくて、私たちには
もっと別の意味でこの世に存在する意味があるんじゃな
いか。それをいつか小説にしよう、できればハンセン病
問題を背景にして書こう、と。
●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　●
    『あん』という物語は、元ハンセン病のご夫婦が私の
音楽のお客さんとして来てくれたことから、書き始める
ことになりました。Ｍさんといいます。Ｍさんは奄美大
島の出身で、中学校に入る前に発症して親元を離れ、鹿
児島の療養所に入ります。岡山県の療養所の中に、ハン
セン病の少年・少女のための高校ができます。一学年
３０人くらいという大変狭き
門に、Ｍさんは合格して、転
院が認められ、鹿児島から岡
山に移動することになります。
Мさんが鹿児島から運ばれた
時、当時の国鉄は客車を使わ
せませんでした。全国の若い
子たちが貨車で運ばれたんで
す。その貨車の横には「伝染
病患者移送中」という横断幕

が張られて、明け方に岡山に着く。通勤通学の人たちが
遠巻きに見守る中、彼らは消毒薬をかけられてしまいま
す。その屈辱をМさんは忘れられない。
　高校に行っても職員室に入ることは許されない。修学
旅行も、島をただ船の上から見る。上陸禁止。皆、泣いた。
悔しくて、こんなんだったら来るんじゃなかったって。
　そういう話を一つひとつメモるたびに、そうかと思っ
たんです。多少知っているつもりだったんですけれども、
元患者さんから初めて苦しい声を聞いて、びっくりした
んですね。つまり 1996 年以降、囲いから初めて出てき
た元患者のみなさんが一般の方たちに接する機会がたく
さんあった。そこで何が起きたのか。差別も受けたかも
しれないけれども、たぶん、僕のようにびっくりする。
つまり、こっちも一人の主人公として立たせられるとい
うことで、初めて二人の主人公としての出会いがある。
この立場から書く。
　1998 年から 2009 年まで日本では毎年３万人を超え
る自殺者が出ました。この 11 年間で 40 万人以上の方
が自殺で姿を消しています。今は２万人台までに下がっ
てきたのですが、実は 20 代 30 代の自殺率がどんどん
上がって今、死因のトップです。この 20 代 30 代の若
年層の自殺率が世界ワースト、最悪の１位です。
　日本を大好きだよと誉めてもらうのも良いですが、美
しい国であるとか豊かな国であるというけれど、本当に
そうならば、なぜ日本の若者達は世界で１番死ぬのか、
考えていきたい。
　若年層の自殺の理由のほとんどは、病気でも経済的な
理由でもないのです。やはり生きることの困難さに直面
している。虚無に出合って虚無に吸い込まれてしまう。
●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　●
　小説『あん』に出てくる吉井徳江さんの最後の手紙の
一部を朗読したいと思います。ここに、役に立つ、立た
ないということではない、生きる意味、徳江さんがたど
り着いた意味があります。
　　　　　　　　　　　●　●
　私は小さい頃、なにになりたいという夢が特にない子

供でした。なんといっても戦時でしたし、なにかになり

たいというよりは、いつまで生きていけるのだろうとい

う漠然とした不安の方が大きかったような気がします。

　でも、この病気になり、もう二度と世間には出られな

いとわかってから、なりたいものへの夢を持つように

なって、困りました。

　まずは、前にも言いましたように、教師です。子供が

好きでしたし、学ぶことも好きでした。実際、園内の学

校で私も学びましたし、成人してからは小児の患者に対
『あん』（ポプラ文庫版  2015 年）
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し授業らしきものをやったこともあります。

　しかしやはり本音を言うと、私は垣根の外に出たかっ

たのです。世間に出て、そこできちんと働いてみたかっ

たのです。だれもが口にするように、世のため人のため

に働いてみたかったのです。

　この思いはずっと続きました。病気ならいざ知らず、

治ってからも園の外には出られない私。こんなにも働い

てみたい、世の中の役に立ちたいと思っているのに、現

実は垣根に閉じこめられたまま、世の人々の税金で食べ

させてもらっている。

　何度死にたいと思ったかわかりません。私の心には

きっと、世の役に立たない人間は生きている価値がない

という思いがあったからでしょう。人が生まれてきたの

は、世のため人のために役立つためだという信念があっ

たからなのです。

　それが、いつどういうきっかけで変わったのか。

　はっきり覚えているのは、園の森を一人で歩きながら、

煌々と光る満月を見ている時でした。もう、木々のざわ

めきや虫や鳥に対して、「聞く」ことを始めていた頃です。

　月の光であたりは薄青く輝いており、木々もまた自ら

気を発するように揺れ動いていました。私はあの森の道

で、本当にただ一人で月と向かい合っていたのです。

　なんと美しい月だろうと思いました。もう見蕩れてし

まって、自分がやっかいな病気と闘っていることや、囲

いのなかから出られないということもその時は忘れてい

たのです。

　すると、私はたしかに聞いたような気がしたのです。

月が私に向かってそっとささやいてくれたように思えた

のです。

　お前に、見て欲しかったんだよ。

　だから光っていたんだよ、って。

　その時から、私にはあらゆるものが違って見えるよう

になりました。私がいなければ、この満月はなかった。

木々もなかった。風もなかった。私という視点が失われ

てしまえば、私が見ているあらゆるものは消えてしまう

でしょう。ただそれだけの話です。

　でも、私だけではなく、もし人間がいなかったらどう

だったか。人間だけではなく、およそものを感じること

ができるあらゆる命がこの世にいなかったらどうだった

か。

　無限にも等しいこの世は、すべて消えてしまうことに

なります。

　ずいぶん誇大妄想だなと店長さんは思うかもしれませ

ん。

　でも、この考え方が私を変えたのです。

　私たちはこの世を観るために、聞くために生まれてき

た。この世はただそれだけを望んでいた。だとすれば、

教師になれずとも、勤め人になれずとも、この世に生ま

れてきた意味はある。

　世の中には、生まれてたった２年ぐらいでその生命を

終えてしまう子供もいます。そうするとみんな哀しみの

なかで、その子が生まれた意味はなんだったのだろうと

考えます。

　今の私にはわかります。それはきっと、その子なりの

感じ方で空や風や言葉をとらえるためです。その子が感

じた世界は、そこに生まれる。だから、その子にもちゃ

んと生まれてきた意味があったのです。

　ハンセン病におかされた者だけではなく、きっと誰も

が、自分には生きる意味があるのだろうかと考える時が

あるかと思います。

　その答ですが……生きる意味はあるのだと、私には今、

はっきりわかります。

　もちろん、だからといって目の前の問題が解決される

わけではなく、生きていくことは苦しみの連続だと感じ

られる時もあります。

　私ね、とても嬉しかったのですよ。裁判で勝って、私

たちを閉じ込めた法律が廃止されて、自由に外を歩ける

ようになった時。だって、それを目指してみんなで何十

年も頑張ってきたのですから。

　だけど、その喜びは苦しみと背中合わせでした。

　柊の垣根を越えて街を歩けること。バスや列車に乗れ

ること。旅だってその気になればできる。それはもちろ

んとても喜ばしいことです。50 年という歳月を経て外

に出られた時のことは忘れません。なにもかもが輝いて

いましたから。でも、歩いているうちに気付くのです。

どこに行っても私の知り合いはいないし、家族もいない

のです。どこに行っても、私は知らない国に迷い込んだ

一人でしかないのです。

　遅過ぎたのね。自由を与えられた年齢が遅過ぎたので

す。せめてあと 20 年早ければ、外の世界でも人生を築

けたかもしれません。だけど 60、70 になってから、はい、

歩いていいですよと言われても、私たちにはやりようが

なかったのです。

　でも、だから私、お菓子を作ってきたのね。甘い物を

こしらえて、涙を溜め込んだ人に食べてもらってきたの

です。そしてそれで、私も生きられたのです。

　　　　　　　　　　　●　●
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　徳江さんの手紙に込めた気持ちは、哲学的には「存在
論」です。なぜ私たちは存在しているのか、と。
　ロバート・ヘンリー・ディッケ。アメリカの宇宙物理
学者です。この人の唱えた学説の中に「人間原理」とい
うのがあります。
　もしこの宇宙空間に、宇宙空間というものがここにあ
るぞと意識できる心あるいはその心を持った生命体がひ
とつもなければ、誰もこの宇宙があるということを証明
できない。すなわち宇宙は消えてしまことになる。
　ではなぜ私たちはここにいるのか、それは宇宙が自分
の存在を証明するためにどうしても欲しかったからだ。
宇宙は自らの存在のために、心を持つ生命というものを
長い長い、長い時間をかけて内包した、と。私たちも宇
宙の一部です。宇宙以外のものではありません。
　こういう考え方がディッケの「人間原理」です。
　宇宙の始まり、宇宙がたったひとつの一点から爆発し
て始まったというビッグバンという言葉があります。し
かし、その一点はどれだけの質量だったのか、どれだけ
の温度だったのか、なぜ爆発したのか、その周りはいっ
たいなんだったのか、よく考えてもわからないんです。
　哲学的な意味で本当のビッグバンというのは、君が生
まれた時なのです。君が生まれた時に、君が今意識して
いるこの世もいっしょに生まれたんです。
　そして理解してほしいことは、どんなにみじめな人も、
どんなにお金を持ってない人も、あるいは重度の障害が
あって一生ベッドで寝たきりの人も、一生病室にいなけ
ればいけない人も、等しくこの世を意識している。この
世の存在のために必要な一人なんだ。
　物があるだけでは存在できない。それを聞いて観て感
じる心があってはじめて存在できる。その二つの価値は
等しいんだよ。その片側に私たちがいます。
　私たちがなぜ生命をこうつないでいくのか。それは、
私たちが生命をつないでいかないと、意識する心という
ものはいつかなくなってしまうかもしれないから。どん
なにみじめな人も等しくそれを背負っています。
　世界とは、実はあなたなのだ。
　私たちは自分の人生について考える時、ついつい自分
を分離して考えてしまいます。いくら稼いだか、どうい
う立場にいるのか。しかし、実は私たちが見ている月や
太陽、すぐそばをかすめて飛んでいくチョウチョ一匹、
それもすべて私たちの人生の一部なんです。
　この世の中も、この世の中を意識する心があって存在
することができます。単独で存在し得るものはどこにも
ないということです。つまりすべては関係性の中にある。
私たちは所有ということでなく、関係性の中にあります。

　私たちの心というのは神羅万象が眠っていますから、
人生の旅というのは心の中の旅でもありますね。
　心の中に何があるのか、内面に何があるのかと巡って
いくのが人生の旅でもあります。そして「自分探し」と
いうもってこいの言葉がある。しかし、本当に探す自分
はこの肉体の中にあるのかということです。
　単独で存在し得るものはない。すべては関係性の中に
ある。探している対象を自分の中だけ、この深淵の中を
見つめて探そうとしても、僕はたぶん出てこないと思う
んですよ。
　私たちが自分探しで探そうとするものは、関係を断っ
てしまった、分断されてしまった自分の中にはない。必
ず何らかの関係性の中から探すべき自分というのが見え
てくるはずです。
　今でもよく悩んでいる人からの手紙が来るんです。“自
分探しに疲れ果ててずうっと引きこもっています ” とい
うような。引きこもって何か読んでいるんならいいのだ
が、そこになんにも探すべき君はいないよ、と。何かと
接触しないと、君、自分て出てこないよ、と。どんなに
淡いものでもいいですから関係性を持つということが、
落ちて行ってしまう深淵、虚無から逃れる唯一の道なん
ですね。私たちは分断されてはいけない。なぜなら世界
ももう一つの私自身の姿であるからです。
　私たちの人生は、通帳や私たちの家にあるわけではな
く、私たちが見聞きするものすべてが私たちの人生なん
だという意味で、たとえば、今人生がうまくいってなく
ても美しい月を見られた日はそれでいいじゃないかとい
う励ましの言葉で、今日の講演を閉めたいと思います。
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この公開講座は、厚生労働省の自殺防止対策事業の一環として、

2017 年 2 月 18 日（土）南大沢文化会館で開催されました。

ドリアン助川

1962 年生まれ。早稲田大学第一文学部東洋哲学科卒業。放送作家、ラジオ

のパーソナリティ、バンド結成など活躍は多岐にわたる。現在は音楽道化師

ユニット「アルルカン・ヴォイス・シアター」のボーカルとしてライブ展開中。

2015年小説『あん』が映画化されるなど著書も多数。近著に『あなたという国』

（新潮社）「坂道」（ポニーキャニオン）などがある。
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出会いの季節である新年度からはや４ヶ月が過ぎ、

太陽がさんさんと降り注ぐ夏真っ盛りとなりました。新

しい出会いを順調に育んでいる人もいれば、うまくいか

ず悩んでいる人もいることでしょう。人は学校や職場、

近所や趣味の集まりなど様々な場所で生涯どれだけの人

と出会い、別れるのでしょうか。 どれだけの人が自分

の人生に影響を与えるのでしょうか。人は人に支えられ

て生きていますが、時には人に傷つけられることもあり

ます。そして、また人に傷つけられた傷は、人によって

癒されていきます。

人は一人では生きていけませんが、苦しさに胸が押

しつぶされそうな時は、人との関係を絶って一人で抱え

込み自問自答しがちになってしまうと思います。で、そ

の結果、同じ考えや感情に囚われてしまい、頭の中をグ

ルグル駆け廻り離れなくなって余計に苦しくなってしま

うようです。一つの考えや一つの感情に縛られてしまう

と、トンネルの中に入ったままで出口が見つからない状

態になり、心の中は焦りと不安でいっぱいになってしま

うのではないかと思います。

いのちの電話にも「ちょっと聞いて下さい。一人で

いると、朝から同じ考えに取りつかれて苦しくなったの

で……」とか「一週間前の出来事ですが、まだ尾を引い

ていて……」といった電話がかかってきます。胸にたまっ

た思いを人に話すと少しそよ風が吹くようで、「人と話

すと気持ちが楽になるんですね。」といって電話が終わ

る時、私達相談員の心に電話のかけ手と出会えてよかっ

たという思いがじんわりと広がってきます。人に話すこ

とで気持ちが楽になったり、自分の気持ちの整理ができ

たりします。人との出会いはそんな力を秘めていると感

じています。私達相談員は「一期一会」を大切にして、

今日はどんな出会いが待っているのかなと思いを馳せな

がら、一年 365 日、朝 10 時から夜 9 時まで、休まず

電話を受け続けています。

●　出会い　●

■２０１７年１月～２０１７年４月

４,２４６回のベル
042-327
    -4343

東京多摩いのちの電話

内容別受信状況 2017 年 1 月～ 2017 年 4 月 2017 年 1 月～ 2017 年 4 月　年代別受信件数
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Ａ．認定ＮＰＯ法人東京多摩いのちの電話の賛助会員になってください
　①個人会費　年額　　　 3,000円　　 5,000円　　 10,000円　    50,000円
　②法人会費　年額　　   30,000円　   50,000円　   100,000円　   500,000円
Ｂ．寄付金にご協力下さい   金額はご自由です 　＊賛助会員、寄付金ともに税制上の優遇措置があります。
　　〔振込先〕 銀行振込　 ◎ゆうちょ銀行　　
　　　　　　　　　　　　　ゆうちょ銀行⇒ ゆうちょ銀行　（普）８４２１１０３１
　　　　　　　　　　　　　他 金 融 機 関 ⇒ ゆうちょ銀行  店番０１８（普）８４２１１０３
　　　　　　　　　　　　　　  ◎多摩信用金庫国分寺南口支店　（普）０２５９６９１
　　　　　　　郵便振替　　００１００－７－１６８７７８
　　　　　　　口座名義　　特定非営利活動法人　東京多摩いのちの電話
　　　　　　　　 　　トクヒ）トウキヨウタマイノチノデンワ

東京多摩いのちの電話の相談活動は寄付でなりたっていますあなたのあたたかいご支援を

　ご寄付ありがとうございます（ 2017 .1～ 2017 . ４）　　　総額 3,113,015円

赤城　毅　　浅井房代　　浅原敏子　　荒田滋子　　安齋瑠美　　安藤裕子　　飯島奉子　五十嵐明子　　
池田珠生　　井坂トキ    石川隆子　　石川紀子　　石河正樹　　板垣繁基　　伊藤博子　　伊藤嘉章　　
稲葉乃婦子　　井上惠子　　岩井通子　　殖栗信夫　　内田　隆　　江島廣子　　笈川光郎　　相知裕子　　
大川博之　　大仲　強　　岡崎京子　　岡﨑陽子　　岡田允子　　落合文雄　　小幡美和子　　小原武夫　　

カトリック調布教会　　シチズン時計（株）　　武美会富士診療所　　日本基督教団阿佐ヶ谷教会
日本キリスト教団東美教会　　日本基督教団四谷新生教会　　日本聖公会東京教区

（株）フォックス・ワン　　ボランティアグループふらっと　　財団法人東京 YMCA
東京 YMCA 西東京コミュニティーセンター　　東京多摩いのちの電話後援活動の会　　全体会

個　　人　含賛助会員 （敬称略・順不同）

（敬称略・順不同）法人・団体・グループ

（お名前には正確を期しておりますが、万一誤りがありましたら、事務局までご一報下さい）

笠水上祐子　片山朋子　　金崎好江　　鎌田るり子　北原有機夫　　楠木令子　 小勝佐知子　     児玉幸子　　
小林裕子　　小林京子　　小林永子　　齋藤尚子　　佐々木文子　　佐藤マチ子　　佐藤裕子　　重村朋子　　　

柴田綾子　   清水康雄　　城石敏恵　　杉原百合子　　鈴木亜由美　　鈴木　榮　　鈴木節子　鈴木洋子　　
清家絢子　　台とみ子　　多賀　努　　髙井住和　　髙橋千秋　　髙村はるみ　　瀧口淳子　　瀧山勝久

竹田正美　  武田英敬　竹之下和子　  田中幸子　　田中正和　　田村慶子　　田村三保子　 調子博久
津川博子　　鶴澤曜子　　鶴田美紀　　戸田晴実　　直井伸一　　仲井　緑　　中川享子　　中川　満
長澤雅子　　中嶋直子　　中嶋献児　　中村従子　　七星　妙　　並木信一　　並木　博　　並木泰子
成田順子　　新見節子　　成澤尚子　　南北逸子　　西川陽子　　西原雄次郎　　新国基子　　野澤まり子
萩野和一郎　　藤原　明　　橋渡志保子　　橋本芳子　　長谷川隆子　　長谷部咲子　　馬場千恵子
浜野喜美江　　林　道子　　樋口　太　　彦坂幸子　　廣池利邦　　藤澤茂子　　藤本義明　藤本祐子
前田　啓　　松平一美　　宮守美智子　　村田藤江　　村野雅義　　村守黎子　　目黒廣子　　森　ポ蘭
森美智子　　森田麻里子　　師岡  智　　谷田貞子　　籔田久子　　山﨑美也子　　山徳幸子　　山宮千恵
山宮庸司　　山本英司　　山元克彦　　吉村俊介　　　米山秋惠　　脇田孝夫　　（匿名 6 名）
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暇をみて緑の多摩丘陵を歩いた。とも
すれば見過ごしてしまいそうな小さな
草花も、自分の居場所をしっかりと見
つけている。私もそうなりたい。

Tea Break

　臨床実践の経験がないため逡巡いたしましたが、これま
で当会の活動に長く携われてきた高塚雄介先生からのご推

薦、私の研究室を訪ねて下さった職員の方の熱意、かつて

の指導教員であられた星野命先生が当会発足時の精神的支

柱であられたというご縁から理事をお引き受けすることに

いたしました。自らの命を自らが断つという悲しい出来事

を防ぐ最後の砦としての活動に奉仕の精神で取り組まれて

いる皆さんに少しでもお役に立てるよう、力を尽くしたい

と思っております。

「東京多摩いのちの電話」の理事をお引き受けするにあたって

日時 ： 2017 年 10 月 15 日 （日）
          10 ： 00 ～ 15 ： 00

会場：コミュニティスペース旭通り

　　　（JR国立駅南口より徒歩 5分）

献品：雑貨・日用品・手作り小物等

　　　（今回はスペースの関係で、衣類はご遠慮下さい）

問い合わせ：認定 NPO 法人 東京多摩いのちの電話 事務局
　　　　　  TEL　０４２－３２８－４４４１
　　　　　  FAX　０４２－３２８－４４４０
　　　　　  e-mail:tama@tamainochi.com
収益は「認定 NPO 法人東京多摩いのちの電話」の活動費にさせていただきます。
皆さまのご来場をお待ちしています。

東京多摩いのちの電話 活動支援チャリティー

● 2017 年 12 月 2 日 ( 土 )13：30 開演
●小金井 宮地楽器ホール 大ホール
● 9 月 1 日（金）チケット販売開始
●全席指定 2500 円
●お問い合わせ・お申し込み
　Tel  042-328-3368（月～金 10 時～ 17 時）

●主催：東京多摩いのちの電話後援活動の会

● ●

● ●

明星大学教授　岡　林　秀　樹

プロフィール：

1995 年に国際基督教大学にて博士学位取得後、東京都老人総合研究所研究員を

経て、1999 年より明星大学に勤務、専任講師、助教授を経て 2007 年に教授、

2016 年より大学院人文学研究科長に着任。専門領域は、生涯発達心理学・老年

心理学、具体的には高齢者の幸福感に影響を及ぼす要因を検討している。

JORRY ROGERS   コンサート
ジョリーラジャーズ

庭の見える喫茶店

まどい 円居

小金井市本町５－３３－５（坂本）
Tel&Fax：０４２－３０１－５５１３
営業日：木・金・土　営業時間：午後 2 時から５時
e-mail：madoi@jcom.home.ne.jp

稲城市長・高橋勝浩氏　町田市長・石阪丈一氏

認定 NPO 法人東京多摩いのちの電話の
顧問になっていただきました。

バ ザ ー の お 知 ら せ

国立駅より徒歩 5 分
　旭通りを入り 2 つ目の信号角

大
学
通
り

ロータリー

国立駅 交番
至 国分寺

●りそな銀行

●モスバーガー

郵便局●

●ミニストップ

●ブティック
スマイル

旭
　通
　り


