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自殺者救済活動
2 月 1 日～2
日～ 月 28 日
電話件数 78 件
保護件数 4 人(男性
男性 4 人)
帰宅件数 2 人(男性
男性 2 人)
○5 日、三段壁の看板を見たという 30 代男性
から電話があった。電話を受けた時には、すで
に三段壁
に三段壁を離れ、
を離れ、コンビニにいた
コンビニにいた。そこで会う
約束をし、保護した。妻との間で問題があり、
約束をし、保護した。妻との間で問題があり、
それに悩んでいた。話をする中で落ち着き、家
それに悩んでいた。話をする中で落ち着き、家
族と連絡を取り、その日に
族と連絡を取り、その日に帰宅した。
その日に帰宅した。
○8 日、深夜に三段壁から電話があり、30
日、深夜に三段壁から電話があり、 代の
男性を保護した。失業したことを期に、消費者
男性を保護した。失業したことを期に、消費者
金融からお金を借りるようになり、経済的に行
き詰っていた。頼れる家族や親戚
き詰っていた。頼れる家族や親戚はおらず、死
頼れる家族や親戚はおらず、死
ぬしかないと思っていた。共同生活に加わるこ
ぬしかないと思っていた。共同生活に加わるこ
とになった。
○朝 6 時ごろ三段壁から
時ごろ三段壁から泣きながら
から泣きながら、助けてほ
泣きながら、助けてほ
しいと 30 代の男性から電話があり、
代の男性から電話があり、保護した。
10 月に妻と離婚し、祖母の家で生活している。
現在無職で
現在無職で、生きる意味を失っていた。話をし
無職で、生きる意味を失っていた。話をし
ている中で落ち着き、その日のうちに帰宅した。
○15 日昼過ぎ、近くに住む女性が、路上で出会
った 60 代の男性を心配し連れてきた。共同生
代の男性を心配し連れてきた。共同生
活に加わることになった。生活保護を受けてい
たが、人間関係のトラブルで上手くいかなくな
り、路上生活をしていた。

生活自立支援活動
2 月 1 日～2 月 28 日
滞在者数 15 人(男性
男性 15 人)
帰宅 1 人(女性
女性 1 人)
自主退所１人(男性１人
自主退所１人 男性１人)
男性１人
○今月保護された 30 代の男性と社会福祉協議

会の行っている無料の
会の行っている無料の弁護士相談に行き、自己
無料の弁護士相談に行き、自己
破産に向けて手続きをしていくことになった
破産に向けて手続きをしていくことになった。
手続きをしていくことになった。
翌日から
翌日から家の片づけ
から家の片づけに帰ったが、それから連絡
家の片づけに帰ったが、それから連絡
がなく、心配している。
がなく、心配している。
○今月保護された 60 代の男性は少し足を引き
ずって歩いており、他にも体調の優れないとこ
ろがあった。住民票を移し
ろがあった。住民票を移し、病院に通院し始め
移し、病院に通院し始め
た。
○9 日、リストカットを繰り返していた女性が、
たびたび三段壁に行き、警察に保護されること
が続いたため、こころの医療センターに入院す
ることになった。しばらくして落ち着き、家に
帰りたい気持ちが出てきたので
帰りたい気持ちが出てきたので、家族と連絡を
出てきたので、家族と連絡を
取った。
った。19 日、父親とお兄さんが迎えにきて家
父親とお兄さんが迎えにきて家
に帰った。
に帰った。
○以前路上生活していた男性が、共同生活に加
以前路上生活していた男性が、共同生活に加
わってから一年がたった
わってから一年がたった。来たばかりの頃は、
一年がたった。来たばかりの頃は、
元の生活に戻りたい
元の生活に戻 りたいと
りたい と 出て行っては戻ってを
出て行っては戻って を
繰り返していたが、今はす
繰り返していたが、今はすっかり落ち着いて、
たが、今はすっかり落ち着いて、
みなに慕われつつ、自分のできることを一生懸
命している。
○まちなかキッチンの惣菜で働いている男性
が、アルバイトを始めた。やりがいを持って取
り組んでいる。
○旅館で働いている男性は、自立へ向けて準備
○旅館で働いている男性は、自立へ向けて準備
をしている。アパートを探し始めた。
○耳の不自由な男性は、泌尿器にも不調を感じ
○耳の不自由な男性は、泌尿器にも不調を感じ、
不調を感じ、
病院にいった。精神科
病院にいった。精神科の病院と耳
神科の病院と耳鼻科
の病院と耳鼻科に加えて
鼻科に加えて
こちらも通院し、薬
こちらも通院し、薬を飲みつつ様子
みつつ様子をみていく
様子をみていく
ことになった。
○まちなかキッチンで働く 20 代の男性は、か
っとなって怒
っとなって怒ってしまうことがあり、そうなら
ないために自分を変
ないために自分を変えようと努力
えようと努力している。コ
努力している。コ
ペ ルくんでも子ど
ルくんでも 子どもたちに
子ど もたちに真剣
もたちに 真剣に向き
真剣 に向き合
に向き 合 う 姿
を見ることが増
を見ることが増え、共同生活の中でも、怒
え、共同生活の中でも、怒るの
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をぐっと抑
っと抑えられることが多
られることが多くなった。
くなった。

自殺予防活動
・放課後クラブ
・放課後クラブ・
ラブ・コペルくん
開催日数
開催日数1
日数18日、延べ
日、延べ人数
延べ人数150
人数150人
150人(内中学生6人)
2月に入り、参
月に入り、参加人数が増
加人数が増えた。夏休
えた。夏休みから
夏休みから
しばらくお休
しばらくお休みしていた子
していた子が多かったが、その
かったが、その
中の4
中の4年生の女の子
年生の女の子3人と1
人と1年生の女の子
年生の女の子がコペ
ルくんに来るようになった。
ルくんに来るようになった。みんなでそろばん
みんなでそろばん
を習っているため、週
っているため、週に2回そろってコペ
そろってコペルく
んに来ている。活気が
んに来ている。活気が増
活気が増してさらに楽
してさらに楽しくなっ
た。

・相談電話
4日、11
日、11日、
11日、18
日、18日、
18日、25
日、25日
25日に行なった。１
に行なった。１名相

・はじめ人間自然塾
はじめ人間自然塾
7日、マ
日、マイクロバスを借りて、
クロバスを借りて、南部梅林
バスを借りて、南部梅林に
南部梅林に遠
足に行った。南部梅林
足に行った。南部梅林は、
南部梅林は、日
は、日本一とも
一ともいわれる

談員が休まず来て下
まず来て下さっている。この時間を
さっている。この時間を待
いる。この時間を待
ちわびているかのようにかけてこられる方
ちわびているかのようにかけてこられる方が
たくさんいる。

梅林で、な
梅林で、なだ
で、なだらかな山
らかな山の斜面に見
斜面に見渡
に見渡す限りの梅
りの梅
を見ることができる。
を見ることができる。「25名限定！」
25名限定！」と
名限定！」とチラシ
チラシ

・まちなかキッチン

に記載し、
記載し、参
し、参加者を募
加者を募ったところ、
ったところ、2
ところ、2日で定員
日で定員

しばらくお休
しばらくお休みしていたところから再
みしていたところから再び注

を満たし、お断
たし、お断りしなければいけないほど
りしなければいけないほどだっ

文がきたり、
きたり、営業に力
業に力をいれたこともあり、注
をいれたこともあり、注

た。

文数が少しずつ伸
数が少しずつ伸びて来た。配達
びて来た。配達コースの見直
コースの見直

当日は絶好
日は絶好の
絶好の遠足日和
足日和。各自おにぎりやおか

しを行った。新メ
しを行った。新メニ
新メニューにも力
ーにも力を入れている。

ずを弁
ずを弁当箱詰め、
当箱詰め、飲
詰め、飲み物やおやつ、遊具
やおやつ、遊具をたく
遊具をたく

また今までの定番メ
また今までの定番メニ
定番メニューにひ
ーにひと手間加えた

さんもってバスへ乗
さんもってバスへ乗り込んだ。梅林につくと、
梅林につくと、

り、副
り、副菜の充実
菜の充実もはかった。
充実もはかった。最
もはかった。最近は魚
近は魚のメニュ

梅の取材に来ていたテレ
に来ていたテレビ
テレビ局のカメ
のカメラマンに

ーにも力
ーにも力を入れ、日によっては魚
を入れ、日によっては魚を主菜にした
主菜にした

遭遇し
遭遇し、何名か
何名かインタビュ
インタビューを受けた。近くに
ーを受けた。近くに

お弁当
お弁当が肉主菜のお弁当
のお弁当と張り合うこともめ

ある小目津公園
ある小目津公園にも
小目津公園にも行き
にも行き、
行き、遊具な
遊具などで思いっき

ずらしくなくなった。魚
ずらしくなくなった。魚の仕入れ先
入れ先も増えてき

り遊んだ。帰りのバスでは、遊
帰りのバスでは、遊び疲れたのか爆
れたのか爆

て、良
て、良いものが仕
いものが仕入れられるようになった。ま

睡している子
している子が多かった。春
かった。春の訪れを感じる良
れを感じる良

すます喜
ます喜ばれる美
ばれる美味しいものをつくっていき

い一日となった。

たい。
・おからク
おからクッキー
週に１度
に１度のペースで製造
ースで製造、
製造、販売している。産
販売している。産
直店な
直店などで販売中。
販売中。郵送
中。郵送での
郵送での販売
での販売も行っている
販売も行っている
することもできる。前にテレ
することもできる。前にテレビの取
テレビの取材
ビの取材に来られ
たカメ
たカメラマンの方
ンの方からたくさん注文
からたくさん注文を
注文を頂いた。
・キムチ
白菜キム
菜キムチを隔週
チを隔週でつけ、まちなかキッチン
隔週でつけ、まちなかキッチン
の店舗や産
店舗や産直店
や産直店におろしている。また
直店におろしている。また注文
におろしている。また注文が入
注文が入
れば郵送
れば郵送での
郵送での発送
での発送も行っている。
発送も行っている。100g120
も行っている。100g120円
100g120円。

