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宗教性のはたらき
　人は生活のなかで悩みを持ちます。人間の苦悩は生
活の文化的基盤との関連を持っていて、文化としての
宗教性がそこに影響を与えています。カウンセリングは
宗教的なものと関わりをもつことがあります。私は、釘
抜地蔵石像寺というお寺の境内にあるカウンセリング
ルームで、臨床心理士として、また、住職として、クライ
エントにお会いしています。仏菩薩などの大いなるもの
の象徴が生きている寺でのカウンセリングでは、クライ
エントの深層に息づく宗教性がはたらき、カウンセリン
グに影響を与え、クライエントの癒しや心のおさまりに
関わることを多く経験してきました。
　宗教性のはたらきは魂のはたらきです。魂のはたらき
は、不思議な出会いや重要なかかわり、深い意味を持
つ巡り合わせの気づきと、気づきによる癒しを生みま
す。図らずも偶然に、重要で深い意味のある巡りあわせ
に、出会ってしまった、と感じたとき、私たちは「思いも
よらない不思議なご縁をいただきました」と言うことが

あります。日本人は「縁」という表現で、癒しやおさまり
に関わる人や物、仏・菩薩や先祖などを含めた森羅万
象との出会いや結びつきの重要で意味深い巡りあわせ
を表わしてきました。
　縁の現象は、心理的に意味がある「とき」に因果的に
は無関係な事象が同時に発生し、同時発生した事象に
意味ある一致がみられるという、共時的に布置された
現象である、と言えます。しかし、心理学的に言うより「不
思議なご縁を頂きました」と言う方が心に馴染み、よく
わかります。日本人は、魂のはたらきによる重要で意味
深い巡りあわせの関係性の気付きを、自身の力を超え
る何かから頂いた縁なのだ、と心の奥深く腑に落として
受け容れることでおさまりや癒しを得てきたのです。

「物語」の創造
　縁の現象は不思議です。不思議を経験した人はそれ
を誰かに語らずにはおれません。縁の不思議が語られ
るとき、その語りは自然に「物語」となります。語りが誰
かに受け止められると、縁が表わす巡りあわせの重要
さや意味深さが心に入り、癒しやおさまりを得て、「物
語」を自分にふさわしいものとして、人はそのなかに生
きることができるのです。カウンセリングの目標の一つ
に、クライエントが人間社会や自分自身と関わることが
でき、結びつきに癒され、心におさまりが得られて、そ
のなかに生きることのできる「物語」の創造があると言
えます。

「 同 行 二 人 」

� 釘抜地蔵住職・教育学博士・臨床心理士　　　　　　�
� 京都いのちの電話研修委員　加藤　廣隆
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（1面から続き）

　急死した母の喪の仕事がカウンセリングの課題で
あったクライエントの女性が、「母の穏やかで優しくて
あったかい顔が見えます。一人で居るときに、時々、胸
のなかにお母さんがいて、何かはわからないが、私に
話をしてくれ、それが聞こえることがあります。私もなん
となくそうしたくなり、今までのこと、今のことを小さな
声で母に話すように言ってみるのです。すると不思議な
ことにすっと落ち着くのです」という「物語」を創造され
ました。クライエントはいつもお参りに来ていたお寺で、
神仏や先祖などに守られて、母と関わるカウンセリング
を進めていきました。日本人は、死者は「ホトケ」となり
子孫を守るという宗教性を持っています。日本人の宗
教性を活かして母との縁を再創造し、母とつながり、母
の守りを得る「物語」を創造することで喪の仕事を済ま
されたのです。

同行二人（どうぎょうににん）
　このような「物語」がクライエントによって創造される
時にはいつも、クライエントの「物語」を創造する力に、
「すごいなあ」と感嘆させられます。「物語」を興味深く
受け止めていると、その人の背後にある「物語」の創造
に関わる何かを感じることがあります。「物語」が日本人
の宗教性のなかで創られたとき、クライエントと共にカウ
ンセリングの過程を歩んできた神様や仏様、ご先祖様な
どの大いなるものの存在を感じるのです。カウンセリン
グのなかで、クライエントが、カウンセラーに「物語」を
受けとめられると、その「物語」を主体的に自分のもの

とすることができます。クライエントは、自分は一人では
ないのだ、自分には自分の人生を共に歩んでくれる大
いなるものが存在するのだ、と気づくのです。クライエン
トは人生の強い味方である伴走者をみつけたのです。
　四国八十八ヶ所巡礼の修行をされる人の笠や杖に
は、いつもそばにいて見守って下さっている弘法大師と
共に修行するのだという意味で「同行二人」と書かれて
います。修行は勇気のいることであり、怖いことです。カ
ウンセリングは自分に向き合う怖く危険な心の旅であ
り、修行と言えます。修行ですから、信頼のできる同行
者が必要です。神様や仏様、ご先祖様のような大いな
るものが「同行二人」なら、心強い限りです。
　寺に布置され、縁が生じて来談したクライエントは、
住職であるカウンセラーに、現実的な世界と心理学で
言うところの普遍的無意識の世界と言える大いなるも
のの世界とをつなぐ役割を求めるときがあります。カウ
ンセラーが、クライエントと神仏との出会いをアレンジ
できる役割としてそこにいることには意味があります。
魂の問題に関わるようなカウンセリングと宗教性が、宗
教性の象徴が生きている寺というトポスにおいて緊密
に結ばれ、手を握り、力を合わせることで、クライエン
トの深層にある自らの宗教性のはたらきを再び取り戻し
て癒しを生むからです。
　日本人の宗教性とカウンセリングとの関わりは深いも
のがあります。クライエントが「同行二人」の経験をされ
るに到る道を共に歩む修行を深めていきたいと思って
います。

活 動 報 告
▶相談員第36期認定式、千・二千時間感謝式

　4月4日（土）に第36期認定式が行われ、9名が新たに相談員の仲間になりました。
また、電話担当二千時間相談員に2名、千時間相談員に4名の方がなられ、今年度の
登録相談員は141名になりました。（5月現在）

▶フリーダイヤル自殺予防いのちの電話研修

　7月18日（土）に阪田憲二郎先生による、フリーダイヤル自殺予防いのちの電話研
修が開催され、『自傷行為の理解と対応』をテーマとした講義ののち、グループによる
討論と全体でのシェアリングが行われました。

▶38期養成講座宿泊研修会

　5月9日（土）に第38期生の養成講座がスタートしました。6月13・14日の宿泊研
修につづくグループ研修と体験からの学びによって、ノウハウではない人との関わりに
気づきながら、相談員への第一歩を歩み始めました。

2015 年 11 月 1日	 京都いのちの電話	 第 105 号

− 2−



2015年度�社会福祉法人�京都いのちの電話

公開講演会・第39期相談員募集説明会
2016年2月7日（日）�
午後2時〜4時（受付開始1時半）　於：ウィングス京都

人の痛みに寄り添う�
〜�スピリチュアル・ペインから考える�〜
講師：藤井　美和�氏　関西学院大学 人間福祉学部 教授

2016年3月6日（日）�
午後2時〜4時（受付開始1時半）　於：ウィングス京都

�心は折れても大丈夫�
� 〜�回復する力の育て方�〜
講師： 大野　　裕�氏　精神科医 

　　　　一般社団法人 認知行動療法研修開発センター 理事長

＊講演会終了後、相談員募集説明会を行います。ご興味のある方は是非ご参加ください。

京都いのちの電話事務局　�TEL.075-864-1133��FAX.075-864-1134�
（9：30〜18：30 日・祝日休）

藤 田 も も（共演 池内里花）

12月6日（日）14：00開場／15：00開演
＊開演前、ロビーにて毎年恒例のミニバザー同時開催

同志社女子大学�栄光館（烏丸今出川東入ル）

入場券／2,000円�［全席自由］

京都いのちの電話�チャリティーコンサート2015
チケット申し込み・お問合せ

京都いのちの電話事務局�
（京都市西郵便局私書箱35号）

TEL.075−864−1133

▲ ▲ ▲ ▲

　受　信　件　数　 ▲ ▲ ▲ ▲

2015年2月1日〜
� 2015年9月30日 15,799件

開局以来�
（2015年9月30日現在） 709,989件京丹後市 

「自殺ゼロフリーダイヤル」に 
協力しています

京丹後市民の方から受信します。

0120-689-107
［毎日・無料］

’15年2月１日～‘15年8月25日、京都いのちの電話が
京丹後市民から受けた受信件数は92件でした。

自殺予防 いのちの電話
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  こころ

0120-738-556
毎月10日8：00〜翌日8：00 【24時間無料です】

＊毎月10日はフリーダイヤル「自殺予防いのちの電話」実施日です

4月 4日（土） 相談員36期認定式、千・二千時間感謝式
11日（土）イオン贈呈式

37期生2年次研修開講『応答実習・ステップ
アップ編』（宮脇宏司氏）
部活連絡会

15日（水） 共同募金会贈呈式
18日（土） 38期生養成講座受講者選定面接

5月 9日（土） 38期養成講座開講式・講座『ボランティア論』（平田哲氏）
理事会・評議員会・運営委員会

11日（月） 会計監査
16日（土） 38期養成講座『電話相談概論』（中西龍一氏）

評議委員会

22日（金） 理事会・評議委員会
29日（金） 京丹後市自殺ゼロ実現推進協議会
30日（土） 38期養成講座『電話相談と感受性』（日髙正宏氏）

6月 4日（木）日本いのちの電話連盟 定時社員総会
13・14日 38期養成講座 宿泊研修会（於：関西セミナーハウス）

15日より毎週 グループ研修（全6回）
30日（火） 事業委員会・部活連絡会

7月 4日（土） 36期 認定後フォローアップ研修（岡田盾夫氏）

37期2年次セミナー『精神医学概論』（武本一美氏）

5〜7日 日本いのちの電話連盟事務局長会議（東京）
（中瀬事務局長）

18日（土） フリーダイヤル自殺予防いのちの電話研修（阪田憲二郎氏）
24日（金） 運営委員会

8月 1日（土） 38期養成講座 グループ全体研修 研修スタッフ
6日（木） 広報委員会
8日（土） 38期養成講座『応答の基本』（森田琢美氏）

29日（土） 38期養成講座『応答実習1』研修スタッフ
9月 5日（木） 38期養成講座『応答実習2』研修スタッフ

12日（土） 37期2年次セミナー『相互ミラー描画展開法』（名取琢自氏）
14日（月） 研修委員会
26日（土） 38期養成講座『電話相談研修1』（日髙正宏氏）

相談員全体研修『グリーフ・ケア入門』（才藤千津子氏）

事
務
局
日
誌

毎月11日イオン洛南店で、イオン幸せの黄色い
レシートキャンペーンを実施しております。

入場�
無料
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社会福祉法人 京都いのちの電話
事 務 局：�〒616‒8691 京都西郵便局私書箱 35号�

TEL.075‒864‒1133��FAX.075‒864‒1134�
URL.http://kyoto-lifeline.com/

発 行 人：平田　哲
編 　 集：�京都いのちの電話　ニュースレター編集委員会
郵便振替：01050‒0‒44782

　最近、意見が違う人が話し合って共通の答えを生み出す習慣が消えた様に感じる。Aという意
見とBの意見があると、それぞれの意見を主張し合うことに終始してしまう。そこからCを創出す
る、という作業がない。話し合うことは意見の相違があるから必要なのだ。多種多様な情報が手
軽に届き、一直線に短時間で結論が出されるのが現代である。話し合うよりも結論が優先される。
言葉を交わすことは、そこに人間関係が生み出されるはずである。関係を問題にせずに結論を
最優先させる世界となり、言葉の意味が退化してしまった。言葉を交わすことから豊かな関係が
生み出されることを大切にしたい。� （糸井国雄）

編
集
後
記

多くの方のご支援を必要としています。歳末ご寄付のお願い いのちの電話の活動は、相談ボランティアと 
資金ボランティアによってなりたっています。

千人会後援会費
毎年継続して納入していただける個人または法人の方
Ａ．�個 人 会 員　年間１口１万円
Ｂ．�法人・団体　年間１口１万円・５万円・10万円

賛助会員
京都いのちの電話の趣旨に賛同して、ご寄付いただける方�
（金額はいくらでも結構です）

ご寄付の免税について
京都いのちの電話は、税法上の優遇措置の対象となります。
お振込先
郵 便 振 替　◦01050-0-44782
銀 行 振 込　◦�三菱東京ＵＦＪ銀行京都支店　普通299707
　　　　　　◦�京都銀行帷子の辻支店　普通130302
口　座　名　社会福祉法人　京都いのちの電話

Ａ．1口�10,000円　Ｂ．1口�5,000円
❖�ご寄付いただいた個人・団体は確定申告によって寄付金控除
が受けられます。
❖�お名前は「京都いのちの電話感謝報告」に掲載し、歳末賛助
会員として登録させていただきます。

ご送金は右記の口座をご利用ください。

社会福祉法人 京都いのちの電話

あなたも相談員になりませんか？
多くの人がさまざまな悩みを抱えて苦しんでいます。あなたのお力を貸してください！

京都いのちの電話は、1982年開局以来、33年にわたり相談活動を続けているボランティア団体です。
あなたも、私達と共にボランティア活動に参加してみませんか。

今年度より事業案内（6月発行）、ニュースレター
（11月・3月発行）に変更されました。

5月21日付でつぎの理事・監事・評議員の皆様がご退任されました。
京都いのちの電話の活動に長くご支援賜り心より感謝申し上げます。
　理　事　杉本一義様、丹田長史様、富田謙三様
　監　事　佐々浪元彦様
　評議員　 卜部宏様・木戸美一様・小林正様・新宮一成様

また次の皆様が新たにご参加いただけることになりました。
　新任　監　事　小田照巳様
　　　　評議員　山口基樹様・渡邊高志様

 応募資格  20歳〜68歳の男女 

 ＊学歴・職業経験不問、志のある方

 募集人員  50名

 養成研修  1年次　 2016年5月28日（土）開講〜2017年3月 

【1泊研修（必須）・講義・グループ研修・実習、他】

 2年次　 2017年4月〜2018年3月 

【インターン研修】

 場　所  京都市内

 受講費用  1年次　前期25,000円　一泊研修13,000円　後期15,000円

 2年次　（インターン）研修　10,000円

 応募方法  下記事務局にお問合せの上、「募集要項」をご請求ください。

  ＊「募集要項」は2016年1月発行予定です。 

＊申し込み受付は2016年2月より

一泊研修（トラストウォーク）

相談員研修

電話相談風景

相談員認定式

京都いのちの電話事務局
〒616-8691 京都西郵便局私書箱35号

TEL.075−864−1133（月〜土 9：30〜18：30）

FAX.075−864−1134
ホームページ http://kyoto-lifeline.com/

後　援

京都府　京都府教育委員会　京都府社会福祉協議会

京都市　京都市教育委員会　京都市社会福祉協議会

NHK厚生文化事業団近畿支局　京都新聞社会福祉事業団　朝日新聞京都総局

毎日新聞京都支局　読売新聞京都総局　日本経済新聞京都支社　京都商工会議所
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