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 「島根被害者サポートセンターって何をするところですか？」と良く聞かれます。

当センターは事件や事故等の被害を受けられた方及びそのご家族等に対し、電話相

談をはじめ面接・カウンセリング等を実施し、更に裁判所や検察庁・病院等への付

添支援や生活支援等、数多くの支援を行っています。 

 これからより一層、被害者の方の多様なニーズに柔軟かつ細やかな支援を行って

行きたいと考えています。 

皆さまのご支援とご協力をお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 島根被害者サポートセンター 一般社団法人 島根被害者サポートセンター 

「命の授業」開催 

当センターでは、被害者の深い悲しみや、犯罪の恐ろしさを被害者、ご遺族の声で伝え「いのち」

の大切さを考えて頂けるように出張講座を開催中。 

上記の写真は飯南高校の講演会の様子、出雲商業高校の生命メッセージ展の様子です。 
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しまね人権フェスティバル２０１１ｉｎくにびきメッセ 

７月２４日に松江市のくにびきメッセで開催された「しまね人権フェスティバル２０

１１」に参加。 当のセンターブースでは来場者の方に命の大切さを考えて頂くため 

江角由利子さん（交通犯罪被害者遺族）にご協力を頂き「ミニミニ生命のメッセージ

展」を開催致しました。来場者の方に「にこにこハートの折り紙」を折っていただき

ハートいっぱいのブースになりました。 

参加してくださった皆さまありがとうございます！！ 

 

 

ラッピングバス出発式 

昨年８月から、松江市内にサポートセンターのラッピングバスが走って

いるのをご存知でしょうか？？ 

８月 26 日には、浜田警察署・浜田市・江津市等から来賓を迎え出発式

を行いました。今年度は、石見交通株式会社にご協力いただき、県内２

台目となるラッピングバスを運行しています。運行区間は主に石見交通

浜田営業所-江津駅です。バスは２台ともピンクを基調としてかわいら

しいデザインです。センター内では、すれ違うとその日はハッピーにな

ると…噂があります。 

 

平成 23年度第４回支援員養成講座修了 

７月３０日より始まった支援員養成講座、島根県警から東日本大震災の支援に行かれ

た方の現場体験のお話などもありました。私達、被害者支援を行う立場から、支援の

必要性と被害者への寄り添う気持ちの大切さをより一層、感じることが出来ました。 

 今年は、新任研修を経て１７名の支援員が誕生する予定です。 

 今後の活躍を期待しております！！宜しくお願い致します。 

 

島根県犯罪のない安全で安心なまちづくり旬間(10月 11日～10月 20日)関連行事 

１０月 ９日「安全安心まちづくり大会」島根県民会館・中ホール 島根県警察音楽隊ふれあいコンサート 

１０月１１日「安全安心まちづくり啓発キャンペーン」ＪＲ松江駅にて実施 

島根県（主催）県警、当センター及び、まちづくり推進協議会の皆さまと一緒に安全安心 

啓発キャンペーンを行いました。 
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《主な研修・会議等》 

2011 年度全国被害者支援ネットワーク中四国ブロック研修会 ９月１０日・１１日 

・ 被害者支援について中国・四国単位での支援員研修会 （６名参加） 

 

全国被害者支援フォーラム２０１１ ９月３０日/全国被害者支援秋期研修会 １０月 1日・２日 
・ フォーラムテーマ「犯罪被害者支援の過去・現在・未来」 

・ 被害者支援について全国の支援員及び事務局を対象とする研修会  （計５名参加） 

 

県犯罪のない安全で安心なまちづくり推進協議会平成２３年度総会 １０月９日 
・ 犯罪被害者等への支援情勢、犯罪被害者等基本法や支援のあり方、関係機関との連携などに  （１名参加） 

皆 さ ん ご 存 じ で す か ？ ？ 

 

 

 

被害者の方が一日でも早く平穏な暮らしに戻れるようにいつでも、どこでも支援が受けられる社会を目指しています。 

 

 

 

 

 

 

平成２３年１１月２５日（金） １５：００〜１６：３０ 

島根県職員会館 多目的ホール 【松江市内中原町５２】※入場無料!! 

 

演題:『それでも生きて往かねばならない-犯罪被害者・遺族・そして精神科医として-』 

講師：高橋幸夫 氏（NPO 法人おかやま犯罪被害者サポート・ファミリーズ副理事長） 

医療法人 東浩会 石川病院診療内科部長 精神保健指定医 医学博士 

 

主催：島根県被害者支援連絡協議会・島根県・島根県警察本部 後援：島根被害者サポートセンター 

★このほかの週間中のイベントのご案内★ 

・ 街頭啓発キャンペーン 

１１月２４日（木）イオン松江店１６：００～（島根県警察の人気マスコット みこぴーくんの登場するかも？？） 

１１月２７日（日）グラントワ１７：００開場～（島根県警音楽隊定期演奏会） 

１１月２８日（月）ＪＲ益田駅７：３０～ ゆめタウン浜田１３：００～ 

・ パネル展示も出雲市役所や益田市役所で同時開催！！ 

《講師プロフィール》 

高橋さんは、平成１４年６月３日、自宅で奥様が拉致誘拐された事件の被害者家族です。この事件の犯人は、逮捕寸前

に自殺したため、奥様は行方不明のままです。 

 現在、NPO 法人おかやま犯罪被害者サポート・ファミリーズの副理事長として講演等の活動を通して犯罪被害者支援

を呼びかけていらっしゃいます。 
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事務局長  岡 村  弘 

 

   

本年９月から、事務局長として勤務させて頂いております岡村です。よろしくお願い致します。 

私は、今年に入って、当センター内で仕事をしていましたがその中で、支援員の皆様の電話相

談の様子や、また、取扱いは尐ないものの、支援活動等をいろいろ見て参りました。 

 いずれも被害者の方に寄り添った、温かく献身的な対応ぶりに接することができ、そのプロ意

識に感動を覚えるとともに、改めて被害者の支援活動の重要性を認識致しました。 

 当センターでは、当然のことながら「相談者に納得していただける充実した対応」を目指して

取り組んではいますが、現状は厳しく、人員こそ事務局、支援員を含めて２０数名いますが、本

業を持っている方が多いため、実際に活動できる人は極めて限られており、支援体制面の脆弱性

については、常に不安が募っているのは紛れもない事実であります。 

しかし、幸いなことに、本年度は、養成講座を修了された中から、１６名の新任の方が、近く、

支援員として仲間入りをしていただくことになりました。 

 被害者支援という同じ志を持つボランティアの仲間ですので、全員で温かく迎えて、お互い切

磋琢磨しながら、全体のレベルアップに繋げたらと願っていますし、また、この基盤の強化こそ、

今、当センターに求められている喫緊の課題でもあります。 

 私は、当面、 

○当センターの認知度を高めるための広報啓発活動の積極的推進｡ 

○人材の育成による人的基盤の強化。 

○「犯罪被害者等早期援助団体」の指定に向けた準備作業の促進。 

○士気の高い明るく風通しの良い職場づくり。 

 等について、皆様のご指導を得ながら重点的に取り組みたいと考えています。 
 

 先日、ＮＨＫの朝の連続ドラマ小説「カーネーション」の「誇り」編の中で、主人公の「小原 

糸子」を通じて、仕事に携わる人間の志のひとつとして、「使命感と誇りを持つ」ことの大切さと、

それを抱き続けながら、誠心誠意仕事に打ち込むことによって、人それぞれに「品格」が身に付

くことを、今更ながら改めて教えられました。 

 私たちは、組織人として、また、被害者支援を志す者として、この崇高な言葉を時として思い

出しながら、「被害者に優しい支援の心」を持ち続け、そこに生き甲斐、やり甲斐を見いだすこと

が出来るならば、さらに強い連帯意識が生まれ、自然と士気の高い、風通しの良い職場に成長し

ていくものと信じております。 

 私は、微力ではありますが、上記の目標に向かって日々研鑽、努力したいと考えておりますの

で、どうか皆様の一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。  

 

誇 り と 優 し さ を 持 っ て 支 援 活 動 を 

 

誇りと優しさを持って支援活動を 
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《バザー売上寄付のお礼》 

 ７月２４日に松江市のくにびきメッセで行われた「しまね人権フ

ェスティバル２０１１」にて、ハンドメイド雑貨を販売されていた

「はんどねマルシェ」様からご寄付 29,071 円を頂きました。 

かわいい巾着やアクセサリーなどの癒される手芸作品や自分でく

るみボタンを作るワークショップもあり、会場でも大人気でした。 

「はんどねマルシェ」様、温かなお気持ちありがとうござい

ました。大切に使わせて頂きます！  

《新設置の支援自動販売機のご紹介》 

県内設置場所 

○テイケイ西日本 各営業所 ５台  

○島根県運転免許センター 

○島根県益田警察署 

○島根県出雲警察署  

○山口土建     他 計１２台 

 

コカ・コーラウエスト株式会社さまのご協力で、 

支援自販機を島根県内に続々設置していただいております。 

この度、飛鳥警備保障株式会社さまが設置下さいました。 

 

 この支援自販機は企業・施設内などに設置していただくとその清涼飲料水自動販売機の売り上げの一部が、当

センターへの寄付金になるという仕組みです。（自販機設置の新規・置き換え費用は無料です。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民間協

力企業 

コカ・コーラ

ウエスト 

株式会社 

 

島根被害

者サポー

トセンタ

ー 
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詳しくは、事務局まで TEL（0852）32-5928FAX（0852）33-7928 

 

《イオン松江店 幸せの黄色いレシート活動》 

 

幸せの黄色いレシート活動３月～８月までの総額 28,400 円になりました。 

ご協力ありがとうございます！！ひきつづき来年２月まで投函箱を設置しております。 

ご協力をお願いたします。 

 

 

 
 

 

ご賛助いただいた皆さま（平成 22年 4月 1日～平成 23年 9 月末現在） 

 

 
暖かなご賛助に厚く御礼申し上げます。（敬称略） 

 

正会員 

足立 幸枝 

安部 美恵子 

安部 利一 

荒川 ゆかり 

伊藤 俊子 

猪野 郁子 

太田 明美 

太田 かおり 

大西 俊江 

岡村 弘 

岡本 倫 

小汀 泰之 

小村 俊美 

片岡 佳美 

川島 節子 

河野 美江 

川本 広志 

桐山 香代子 

蔵 あすか 

小林 亮輔 

佐貫 克幸 

角南 讓 

周藤  直美 

塚本 香苗 

徳岡 光子 

冨田 博子 

長谷川 久美 

早瀬 眞智子 

深石 優子 

藤原 良子 

美川  寛 

森田 瑞子 

山下 由利子 

余村 博樹 

ＳＳＪ株式会社 

社会医療法人 

昌林会 安来第一病院

賛助会員（団体） 

アイ・ねっと（株） 

アクサ生命保険株式会社 

出雲教 

出雲大社 

出雲の神芝居一座 

一畑薬師 

医療法人 釜瀬クリニック 

医療法人 仁風会 八雲病院 

医療法人 渡部診療所 

裏辻産業株式会社 

学校法人島根自動車学園  

出雲自動車学校・大田自動車学校 

カナツ技建工業株式会社 

株式会社出雲高等自動車教習所 

株式会社 出雲ポンプ 

毎月１１日にイオングループでは、地元のボランティア団体の名前と活動内容の入った投函箱が設置され、応援

したい団体を選び、黄色いレシートを投函すると「レシートの金額１％」を寄付出来るキャンペーンを実施中で

す。今年度から当センターの投函箱も仲間入り、ぜひ、毎月１１日はイオン松江店でお買いものを！ 
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株式会社 出雲村田製作所 

株式会社 岩多屋 

株式会社 キヌヤ 

株式会社 コアズ松江支社 

株式会社 コスモブレイン 

株式会社 山陰中央新報社 

株式会社 さんびる 

株式会社 島根銀行 

株式会社 島根富士通 

株式会社 ジュンテンドー 

株式会社 伸興サンライズ 

株式会社 セーフティネクスト 

株式会社 太閤堂 

株式会社 中央ビルサービス 

株式会社 テイケイ西日本 

株式会社 テクノプロジェクト 

株式会社 長岡塗装店 

株式会社 博愛社 

株式会社 平田自動車教習所 

株式会社松江浜乃木自動車教習所 

株式会社 松文オフテック 

株式会社 ミック 

株式会社 吉谷 

株式会社山陰合同銀行 

企業警備保障株式会社 

木次自動車教習所 

漁業協同組合ＪＦしまね益田支所 

くにびき農協協同組合 

熊野大社 

合銀ビジネスサービス株式会社 

江津金融会 

江津市建設火薬防犯協力会 

江津市交通安全協会 

江津市防犯自治会 

江津地区安全運転管理者協会 

江津ロータリークラブ 

国際ソロプチミスト益田 

国際ソロプチミスト安来 

山陰観光株式会社 Ｖｉｎｔｏ 

山陰ケーブルビジョン株式会社 

山陰ステーション開発株式会社 

山陰中央テレビジョン放送株式会社 

山陰防災電機株式会社 

自動車安全運転センター島根県事務所 

島根県飲食業生活衛生同業組合益田支部 

島根県自動車販売整備交通安全協議会 

島根県信用金庫協会 

島根県遊技業防犯協力会 

島根県労働者福祉協議会 

島根交設株式会社 

島根自動車学校 

島根電工株式会社 

島根中井工業株式会社 

島根益田信用組合 

社会福祉法人松江市社会福祉協議会 

社団法人 島根県医師会 

社団法人島根県建設業協会出雲支部 

社団法人島根県建設業協会雲南支部 

社団法人島根県建設業協会安来支部 

社団法人島根県宅地建物取引業協会 

社団法人 島根県トラック協会 

社団法人 島根県防犯連合会 

社団法人 浜田自動車協会 

社団法人 益田市医師会 

宗教法人 平浜八幡宮 

セコム山陰株式会社 

太平ビルサービス株式会社 

ダイワ石油株式会社 

大和ラヂエーター工業株式会社 

輝陽礦業有限会社 

中浦食品株式会社 

西いわみ農業協同組合 

仁多郡森林組合 

日発工業株式会社 

日新火災海上保険株式会社 

山陰統括サービス部 

日本たばこ産業㈱広島支店 

日本通運株式会社 松江支店 

野村證券株式会社 松江支店 

浜田港運株式会社 

浜田市火薬類種取扱者・建築業防犯協力会 

浜田ビルメンテナンス株式会社 

ピーシーエッグ株式会社 

ビューテック中国株式会社山陰支店 

平井建設株式会社 

ぷりんとはうすＭ２ 

平成記念病院 

平和金属株式会社デバイス事業部 

北陽警備保障株式会社 

北陽ビル管理株式会社 

ホシザキ電機株式会社島根工場 

益田鹿足歯科医師会 

益田管工事事業協同組合 

益田市防犯協会 

益田赤十字病院 

松江土建株式会社 

松江八束建設業暴力追放対策協議会 

皆美グループ 

未来アドバンス株式会社島根支社 

安来市火薬類取扱者防犯協力会 

やすぎ農業協同組合 

有限会社 斎藤ガラス店 

有限会社 高浜印刷 

有限会社東洋ユ二フォームセンター 

有限会社 ナガヨシ技建 

有限会社 野津商事 

有限会社 文華堂 

有限会社 益田葬儀社 

有限会社まつえファーマシィー 

有限会社 みしまや 

和光工業株式会社 

大田市火薬類取扱者防犯協力会 
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賛助会員（個人） 

熱田 雅夫 

尹 浩成 

伊藤 崇 

伊東 豊 

内田 充代 

大島 久 

大畑 幸三 

加藤 光治 

門脇 弘政 

神一 紀道 

白石 照雄 

高尾 源峰 

高橋 弘 

玉置 嘉輝 

永野 公 

中村 寿夫 

根来川 弘充 

野津 博 

原田 陽子 

松浦 寿二郎 

村松 文治 

山本 真 

山本 裕子 

和﨑 秀二 

この他、匼名希望の方 45名 

 

《訂正・お詫び》 

「ニューズレターVol５」にて平成２２年度会員の皆さまで一部お名

前を誤って掲載しておりました。訂正してお詫び申し上げます。 

・賛助会員（団体）              ・賛助会員（個人） 

自動車安全運転センター 島根県事務所       尹 浩成 

株式会社 コアズ松江支社 

賛助会員・寄付のお願い！ 
島根被害者サポートセンターの活動は、皆様からの会費・寄付により支えられています。 

ご賛同いただける方は、賛助会員申込書などを送付しますので、事務局までご連絡ください。 

皆様の温かなご支援とご協力をお願い致します。 

 

＜賛助会員年会費＞ 

＊個 人  1口  2,000 円 
法人・団体 1口 10,000 円 ：複数口の加入も可能です。

＜寄付金＞ 

金額の多寡は問いません。 

口座名：一般社団法人島根被害者サポートセンター 
○山陰合同銀行 県庁支店（普通） ３６４１７０２ 
○島 根 銀 行 本  店（普通） ０７２０５３８ 
○鳥 取 銀 行 松江支店（普通） ００５１５８２ 

※上記以外で振り込まれる際は、振り込み手数料は 
 ご依頼人のご負担となりますのでご了承ください。 

 

 発行・編集 

一般社団法人 島根被害者サポートセンター 
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松江市東津田町１７４１-３ 

TEL（0852）32-5928／FAX（0852）33-7928 

shimane-vsc@aqua.plala.jp 

 


