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自殺者救済活動

生活自立支援活動

8 月 1 日～8
日～ 月 31 日

8 月 1 日～8
日～ 月 31 日

電話件数 87 件

滞在者数 14 人(男性
男性 14 人)

保護件数 6 人(男性
男性 5 人、女性 1 人)

自立 1 人(男性
男性 1 人)

帰宅件数 2 人(男性
男性 1 人、女性 1 人)

○白浜では、夏休みはかきいれ時ということも

自主退所 2 人(男性
男性 2 人)

あり、外に働きに行っている者は、休みなしで

○2 日、女性を保護。相談を受ける。その日の

一ヶ月を乗り切った。また、まちなかキッチン

うちに帰った
うちに帰った。
った。

などで働く者たちも、非常に忙しく、皆フル回

○8 日、40
日、 代男性を保護。人生に疲れたという

転だった。

のが本音。もともと教会に
のが本音。もともと教会に行った
教会に行ったことがあり、
行ったことがあり、

○2 度目の共同生活を経験していた男性が、就

信仰をもつに至っていた。しかし、今までの生

職先の寮に入ることが決まり自立していくこ
職先の寮に入ることが決まり 自立していくこ

活から逃れたかったようだ。しばらく滞在する

とになった。給料のうち、
とになった。給料のうち、4
給料のうち、 万円を食費や小遣

ことになった。

い寮費にあて、残りはうちで預かって貯金して
い寮費にあて、残りはうちで預かって貯金して

○19 日、男性を保護。仕事がなくなり生活でき

いくことで合意。年間 100 万円以上貯まってい

なくなったことが一番の悩みだった。もう一度
なくなったことが一番の悩みだった。もう一度

く計算だ。お酒に弱いので、自分を律していけ

やり直そうと 21 日に帰った。その後、就職を
日に帰った。その後、就職を

るかが問われている。

果たすことができ、現在は頑張って働いている。 ○5 月に自立した男性が仕事も生活も成り立た
月に自立した男性が仕事も生活も成り立た
○28 日、男性を保護。別れた妻と再度一緒に暮

なくなり帰ってきた。共同生活に戻りたくない

らし始めたがうまくいかず、逃れるようにして

男性は、時間の猶予を求め、その間に出て行く

白浜に来た。ストレスが多い生活だったらしく、 先を決めるというので、9
先を決めるというので、 月末までの時間を設
とにかく帰りたくない、ここに置いてもらえな

定し、ゲストハウス一階の一室に住まわせるこ

いかとの相談だった。死ねないなら生きるしか

とにした。

ない、生きるなら別の場所でもう一度やり直し

○6 日、男性が生活保護をもらっている町へ戻

たいとの思いで
たいとの思いで、一番いい道はないかと模索し

った。

ている。

○8 日に保護した男性は、毎日コペルくんに集
日に保護した男性は、毎日コペルくんに集

○29 日、男性を保護。バイクで来きたようだ。
日、男性を保護。バイクで来きたようだ。

まる子どもたちに癒されているようだ。子ども

携帯を持っていたので道順を説明して、自力で

の世話も好きなようで、子どもたちと夏休みの

来てもらおうとしたが迷い、とれとれ市場の前

工作などを作って遊んでくれている。元気が出
工作などを作って遊んでくれている。元気が出

で保護するに至った。保護した直後に話をした
で保護するに至った。保護した直後に話をした

てきたようだ。

が、その後、なかなかゆっくり
が、その後、なかなかゆっくり話せないまま時
ゆっくり話せないまま時

○毎日、ゴミ拾いに出かけている男性が、この

間が過ぎ、次の日の夕方、出かけたままいなく
間が過ぎ、次の日の夕方、出かけたままいなく

夏の日照の中でも休みなしでゴミ拾いに出か
夏の日照 の中でも休みなしでゴミ拾いに出か

なった。自宅に戻ったようだ。

けた。最近は声をかけてくれる人も出てきた。
けた。最近は声をかけてくれる人も出てきた。

○31 日、男性を保護。

非常にイキイキしている顔を見ると、生きる場
所を見つけたんだなあと思わされる。
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○28 日に保護した男性は、内装や外装、防水な

2

お楽しみ企画
しみ企画として、
企画として、8
として、8月18日
18日和歌山サイ
和歌山サイエ
サイエ

ど様々な仕事をしてきたようで、気づいたとこ

ンスシアタ
ンスシアターキ
アターキャラ
ーキャラバン
ャラバン隊
バン隊の赤阪先生をお
赤阪先生をお招
先生をお招

ろを直して
ろを直してくれている。
くれている。

きしてジャ
きしてジャン
ジャンピングロケット、
グロケット、竹
ット、竹トンボ
トンボ、ブー
メランの工作をした。皆目を
メランの工作をした。皆目を輝
ンの工作をした。皆目を輝かせ、食らいつ
くように説明を聞
くように説明を聞いていた。

自殺予防活動
・コペルくんサマースペシャ
・コペルくんサマースペシャル
参加人数
参加人数
8月4日～9
日～9日までお泊
日までお泊まり会を行った。昨
まり会を行った。昨年に
引き続き、1
き、1，2，3年生は一泊二
年生は一泊二日、
泊二日、4
日、4年生、二
年生、二
泊三日、
泊三日、5
日、5，6年生は四泊五
年生は四泊五日に
四泊五日に挑戦
日に挑戦。
挑戦。参加者な
参加者な
んと54
んと54名
54名。これ以上は入らないと思う人数が来
て感謝。
感謝。BBQととれとれの
BBQととれとれの湯
ととれとれの湯を満喫した。
満喫した。眠
した。眠た
い目を擦
い目を擦って行ったラジオ体操
って行ったラジオ体操。
ラジオ体操。↓(写真)
写真)
8月25日には、トイ
25日には、トイラ
日には、トイランドヨネク
ドヨネクラの米倉さ
米倉さ
んをお招
んをお招きして、カプラ
きして、カプラをした。
カプラをした。二
をした。二つの大
つの大きな
橋が完成、大
成、大人も子供
人も子供も夢中になった。

4年生は三
年生は三日目のお昼ご飯
日目のお昼ご飯を
昼ご飯を担当、
担当、玉葱に
玉葱に苦
戦しつつも美味
しつつも美味しいハンバー
美味しいハンバーグ
しいハンバーグを作ってくれ
た。全
た。全日参加した
参加した5
した5年生は「テ
年生は「テレ
「テレビは見なくて
もいいけど、さすがにゲーム
もいいけど、さすがにゲームしたい。」と最終
と最終
日につぶ
日につぶやいていた。1
やいていた。1週間テレビもゲーム
もゲームも
なしの生活。夜
なしの生活。夜も遅くまでハンドベ
くまでハンドベルの
ドベルの練習
ルの練習を
練習を
し、最終
し、最終日の発表
日の発表会には
発表会には学校
会には学校からたくさん先生
学校からたくさん先生
が見に来て下
が見に来て下さった。練習
さった。練習の成果を
練習の成果を十
の成果を十分発揮で
発揮で
きたと思う。

・相談電話
6、13、
13、20、
20、27日
27日に毎週休まず行った。今月
休まず行った。今月
も2名の相談員
の相談員が続けてきてくださった。
・まちなかキッチン
夏の間、人手不足
夏の間、人手不足になる中、皆のがんばりに
手不足になる中、皆のがんばりに
感謝。
感謝。衛生面、品質にこだわっていくための意
品質にこだわっていくための意
識改革に
識改革に取り組む必要を
組む必要を感じている。
感じている。
・KGK夏キ
KGK夏キャ
夏キャンプで奉仕
KGKの夏キ
KGKの夏キャ
の夏キャンプが和歌山県由良町で行われ、
和歌山県由良町で行われ、
集会のひ
集会のひとコマをいただきメ
とコマをいただきメッセージを語る
機会を頂
会を頂いた。感謝
いた。感謝。
感謝。

