商工従業員 人を表彰
〜観光講演会も同時開催〜

さ」に関する標語募集は、皆さんの
か。

ストレスとの付き合い方なども講演

会や教室を通じて伝えてきました。
ここでは、24年度から継続して開

催している「ゲートキーパー養成講

座」に参加した経験を持つ、川瀬保
健師に話を聞きました。

平成 年度神奈川県青少年育成
功労者として︑また︑野沢龍さ
ん︵須雲川︶が平成 年度神奈

県立青少年センターで2月
日︑伊東タツ子さん︵湯本︶が

県青少年育成
功労者表彰／
青少年活動
推進者表彰

記憶にも新しいのではないでしょう

川県青少年育成活動推進者とし
てそれぞれ表彰されました︒
いずれも︑永年にわたり地域
青少年の健全育成に尽力された
功績が認められたものです︒

15

誰でも﹁命の門番﹂に
ボランティアなど地域の人たち
も︑そして家族や友人も︑誰も

求められる役割は異なります︒
しかし︑専門家や医師など専門
的に支援する人も︑民生委員や

もちろん︑職種などによって

悩んでいる人に気付き︑声を
掛け︑話を聞いて︑必要な支援
がゲートキーパーとして支援者
になることができます︒
大切な人の命を救うために︑
自分が行動する︒それがゲート

世界的にも効果的な自殺対策
の一つになっているゲートキー
パーに︑特別な資格は必要あり
ません︒
﹁気づき ﹁｣傾聴 ﹁｣つなぎ﹂
﹁見守り﹂の4つがポイントで

3月2日㈪から︑平成 年度
の町民交通傷害保険の加入申し
込みを受け付けます︒
万一の交通事故に備え︑家族
みんなで加入しましょう︒
対 象 町内在住の方︑町内に
通勤・通学している方
加入期間 4月1日㈬〜平成
年3月 日㈭︵中途加入可︶
保険料︵年額︶ 1口360円
︵1人2口まで加入可︒中途加
入は月割額1口 円︶

で解決しようとせず︑話せる範
囲で知人や専門機関に話を聞い
てもらうことで︑自身の心の安
定を保つことも大切です︒

一人で悩まないで
自殺は︑本人だけでなく遺さ
れた家族や周囲の人たちに大き
な悲しみを与えます︒
自殺を考えている人は︑自分
一人では抱えきれない悩みや感
情に耐えられないと思ったら︑
家族や友人︑身近な人を頼って
ください︒話しづらいと感じる
ならば︑県などの相談窓口を利
用しましょう︒
話を聞き︑寄り添ってくれる
人は︑必ず身近にいます︒

航
※空機・船舶などによる事故
は支払いの対象外です︒
支払われる保険金
○死亡または事故による後遺障
害認定を受けた場合
100万円
○けがにより医師の治療を受け
た場合︵治療期間による︶
5︐000円〜 万円
受付場所 総務防災課︑出張所
その他 この保険は︑他の保険
︵健康・労災・生命・傷害・自
動車保険︶などと関係なく︑保
険金が支払われます︒
照会先 総務防災課
☎85︱9561

の場合

月 日㈪から町民交通傷害保険の
加入受け付けが始まります

す︒

キーパーです︒
支援する人もまた︑自分の心
の声に耳を傾けましょう︒一人

につなげ︑見守る人︒
これを﹁ゲートキーパー 命
｣(
の門番︶といいます︒

―
―

方は︑前述の窓口に直接取りに
来てください︒
これからも分別ルールを守り︑

を予定しています︒

□環境課☎85 9565
―
□ 環境センター☎83 6
―596

照会先

引き続き﹁燃せるごみ﹂の削減
にご協力をお願いします︒
分別の仕方を紹介した﹁資源
とごみの分け方・出し方ガイド﹂

また︑環境課︑環境センター︑
出張所でも︑3月 日から配布

が︑紛失などにより手元にない

年度版 ご
｢み収集カレンダー の｣配布
ンダー﹂は︑3月 日㈫発行の
回覧﹁まちだより﹂に併せて︑

平成 年度版﹁ごみ収集カレ

平成

12

平成22年度から展開している町の

どが参加し︑火山噴火の仕組み
や箱根火山の生い立ち︑日本の
活火山についての説明を熱心に
聞いていました︒
︻優良従業者︼
◎川﨑武彦
︵東洋埠頭㈱強羅山荘︶
︻永年勤続者 年以上︼
◎勝俣章彦 他 人
︻永年勤続者 年以上︼
◎森 直子 他 人

28
保
※険料が引き下げられました︒
︵平成 年度は480円︶
保険の対象 国内での車両︵電
車・自動車・二輪車・自転車な
ど︶の衝突および横転事故︑ま
たは歩行中の車両との接触事故

27

2

各世帯に配布する予定です︒

10

月 日︑仙石原文化センタ
ーで︑商工従業員表彰式が行わ

30

保健師 川瀬 幸さん

――私たちができる自殺予防はどの
ようなことがありますか。
そうですね。「ちょっと表情が暗
くなったな」とか「夜寝られていな
いのかも」とか「なんか疲れた顔を
26

3

31

26

「こころの健康づくり」として、

第87回選抜高等学校野球大会に、勝俣翔貴君（宮城
野／ 年）が所属する東海大菅生高等学校が、東京都
代表として出場します。同校は 年ぶり 回目の出場
となります。
大会は 月21日㈰〜 月 日㈬の12日間、阪神甲子
園球場で開催されます。
投打に活躍が期待される勝俣君に、ぜひ応援をよろ
しくお願いします。

自殺対策。23年度の「いのちの大切
火山の説明だけでなく箱根の自然環境の素晴らしさな
ども語られました

26

健康福祉課健康推進係

30

23

20

36

ゲートキーパー養成講座
自殺を予防する 〜私たち一人ひとりにできること〜
日 時
月23日㈪14時〜15時30分
場 所 役場本庁舎 階会議室
講 師 独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター
精神保健研究所 小高真美さん（社会福祉士）
対 象 町内在住・在勤の方
持ち物 筆記用具
その他 受講者はゲートキーパーとして認定します。
申込方法 電話で申し込んでください。
申込・照会先 さくら館☎85−0800

10

れました︒
この表彰は︑町内の商工事業
所に勤務し︑他の従業員の模範
となる優良従業員と︑勤続 年
以上の従業員の方を表彰してい
るもので︑今回は優良従業員1
人︑永年勤続者 人が表彰され
ました︒︵敬称略︶
また︑式典後には﹁箱根火山
を知ろう！﹂と題した講演会も

開催され︑多くの観光従事者な

20

27

18

―― 月に講座が開催されるとのこ
とですが。
自殺予防というとハードルが高い
イメージがあると思いますが、本当
に誰にでもできること。重苦しく考
えなくていいと思うんです。
ゲートキーパーは、自殺を考えて
いる人を自殺に踏み込ませないため
に、気付いて止める存在。
でも、やっぱり聞く側がつらくな
ることもあるので、聞く側の逃げ場
を知るという意味でも、気軽に講座
に参加してほしいです。

春の選抜出場へ！

62

――川瀬さんから見て、ゲートキー
パーとはどのような存在だと思
いますか。
自殺予防は、専門的な人じゃない
とできないだろうと思っていました
が、そうではなく「 自分の家族や
友達、地域の人 といった身近な人
だからこそ命を守ることができる」
のがゲートキーパーなのではないで
しょうか。

しているな」といった変化に気付く
ことです。
「最近発言が暗くなったな」とか
もその一つですね。いつもと何か違
う。そこに気付けることが大切です。
そのためには、相手をよく見るこ
とです。よく見ていれば変化に気付
くことができます。家族や友達、近
所の人もそうですが、普段何気ない
ときの、話す様子を見ていてくださ
い。
あとは、何か特別なことをすると
いうよりは、ささいな話でいいので、
普通に会話をする感覚で相手の話を
聞くことです。
――ゲートキーパー養成講座を受講
したそうですが。
私は平成25年度に受講しました。
受ける前までは「自殺対策」とい
うとすごく暗いイメージしかなかっ
たんです。でも「ゲートキーパーは
命の門番」だというのを聞いて､｢自
殺に向かおうとしている人に寄り添
う」というイメージに変わりました。
受講後には「自殺予防は誰にでも
できることなんじゃないか」と思え
るようになりました。
61
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4
県｢心の電話相談｣☎0120 821 606 9:00〜21:00(受け付けは20:45まで。土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
5

2015.March
広報 はこね

