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自殺者救済活動
3 月 1 日～3
日～ 月 31 日
電話件数 65 件
保護件数 3 件、3 人(男性
男性 3 人)
帰宅件数１
男性１
帰宅件数１件、１
件、１人(男性
男性１人)
○5 日、3
日、 年ほど前一か月ほど滞在していたこ
とのある男性が戻ってくることになった。
○7 日、三段壁から電話があり、男性を保護し
た。3
た。 日ほど前から三段壁の近辺をうろうろし
ながら悩んでいた。自死念慮が強い。共同生活
に加わることになった。
○11 日、数日前から電話で相談にのっていた男
性が当 NPO を訪ねてきた。3
を訪ねてきた。 年前にも連絡し
たことがあり、その時からずっと考えてきたと
いう。話をしている中で落ち着き帰宅した。今
いう。話をしている中で落ち着き帰宅した。今
後も連絡を取り合うことになった。
○22 日、以前うちから自立し、近くのホテルで
働いていた男性が戻ってくることになった。ホ
テルを辞め、元いた場所に戻る計画がうまくい
かず、結局行くあてを失ってしまった。共同生
活に加わり、もう一度頑張ることになった。

生活自立支援活動
3 月 1 日～3
日～ 月 31 日
滞在者数 20 人(男性
男性 20 人)
○7 日に保護された男性は、自死念慮が強く、
行政の方に面接していただき、精神科を受診、
また耳の不調を訴え病院に行った。生活保護の
申請を行った。来た当初本を読むことだけが楽
しみだと話していたが、徐々に他の共同生活者
しみだと話していたが、徐々に他の共同生活者
とも打ち解け、掃除等手伝いもできるようにな
ってきた。
○先月保護された 70 代の男性は、12
代の男性は、 日いつも
と様子がおかしかったため、脳こうそく等を危
惧して、救急搬送された。結果的には脳には何

の異常はなく、熱があったためふらふらしてい
たのだということがわかった。15 日まだ本調子
ではなかったが、もう出て行ってもとの生活に
ではなかったが、もう出て行ってもとの生活に
戻るんだといってしまった。しばらく後を追っ
ていたが、途中で見失い、結局警察に保護され
た。もう一度戻ってくることになった。しかし
24 日また広島に行くと出て行った。25
日また広島に行くと出て行った。 日南部
で深夜歩いていた時にトラックと交通事故に
で深夜 歩いていた時にトラックと交通事故に
遭い病院に搬送された。病院に迎えに行き戻っ
てくることになった。
○9 日、新聞配達をしている 30 代の男性と、
警備員をしている 30 代の男性と喫茶店で働く
10 代の男性の 3 人でシェアハウスに引っ越し
をした。アパートを借りて自立する前段階とし
て新しい試み。
○引きこもりの生活がながかった 30 代の男性
は、作業所に通い始め、順調に頑張っていたが、
11 日、作業所で仕事をしている最中に調子が悪
くなり帰ってきた。
○まちなかキッチンで働いている 50 代の男性
が 24 日から鳥取に合宿で免許をとりに出かけ
日から鳥取に合宿で免許をとりに出かけ
た。また昔に借りていた借金があることがわか
た。また昔に借りていた借金があることがわか
り、取引先と交渉しお金を返した。
○高校の先生だった男性は、21
○高校の先生だった男性は、 日～23
日～ 日の間
に実家に帰省。お父さんと話をしてくることが
実家に帰省。お父さんと話をしてくることが
できた。
○まちなかキッチンで洗濯をしている男性も
20 日から 23 日まで実家に帰省。老人ホームに
いるお母さんに会いにいくことができた。
○まちなかキッチンで配達をしている 50 代の
男性は自転車
男性は自転 車 が 好 きで休
きで 休 みのたび
みのた び によく出か
けていたが、最近はバイ
けていたが、最近はバイクで
バイクで旅
クで旅に出るようにな
った。
○旅館で配
旅館で配膳
で配膳をしている男性は、5
をしている男性は、 月に白浜
月に白浜で
白浜で
行われるトライ
行われるトラ イ アスロ
アスロ ンに挑戦
ンに挑戦することに
挑戦 することにな
することに な
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りトレ
りトレーニングに励んでいる。
○旅館の
旅館のフロントで働いている男性は、借金を
フロントで働いている男性は、借金を
返し始めた。

・今後の講演予定
今後の講演予定
5月17日
17日：和歌山いのちの電話
：和歌山いのちの電話講座
いのちの電話講座

自殺予防活動
・放課後クラ
・放課後クラブ・コペ
後クラブ・コペルくん
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138
人数138人
138人(内中学生42人)
3月20日
20日小学校の
小学校の卒
校の卒業式が行われた。コペ
が行われた。コペル
コペル
くんに来ていた子たちも多
くんに来ていた子たちも多くが卒
くが卒業した。子ど
業した。子ど
もの成
もの成長に嬉
長に嬉しさとさみしさを感じ
しさとさみしさを感じた。
感じた。
受験勉強に来ていた
験勉強に来ていた3
強に来ていた3人の中学
人の中学生たちは無
生たちは無事
志望校に合
志望校に合格
校に合格することができた。お母さんと一
緒に合格
に合格しましたと報告
しましたと報告しに来てくれ、一
報告しに来てくれ、一緒
しに来てくれ、一緒に
合格を喜んだ。
はじめ人間自然塾
め人間自然塾 新庄公園へ遠足
3月22日
22日(土)はじめ人間自
め人間自然塾
間自然塾を
然塾を開催した。
開催した。
今回は、おに
は、おにぎ
おにぎりを作って新
りを作って新庄公園へ歩いて
庄公園へ歩いて遠
歩いて遠
足！12
足！12人
12人が参加した。最年少
した。最年少は4月から1
月から1年生に
なる女
なる女の子。片道
の子。片道6
片道6キロの道を歩ききった
を歩ききった。
った。公
園の遊具で
遊具で遊びまくり、帰りは
遊びまくり、帰りは車
まくり、帰りは車かなと大
かなと大人は
思っていたが、半
っていたが、半数以上
数以上の子が帰りも歩いて帰
ることになった。
勢い込んで帰りも歩く！
んで帰りも歩く！と言っていた子も、
帰り着いた頃
帰り着いた頃には、足
には、足が棒になったといってい
た。よく頑張ったと
た。よく頑張ったと思
よく頑張ったと思う。

・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。
・まちなかキッチン
今月は
今月は2709個
709個のお弁
のお弁当を販
当を販売した。
カウンタ
ウンター、看板
ー、看板、
看板、観葉植物
観葉植物の
植物の写真
毎日4件のお宅に無料
件のお宅に無料で
無料で惣菜を
惣菜を提供することが
提供することが
できた。
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