２０１３（平成２５）年１月

一般社団法人

島根被害者サポートセンター

寒中お見舞い申し上げます。
おかげさまで当センターもまた新たな年を迎えさせて頂くこと
ができました。
本年も皆様のご支援ご協力を賜りながら、一層の支援活動の
充実をはかってまいります。どうぞよろしくお願い致します。
ｲﾗｽﾄ：WANPUG

被害者支援って･･･
島根被害者

何をしてくれるのかな？

サポートセンター

どんな活動をしている

って何するところ？

団体なのかな？

付き添い

関係機関との連携

専門家による相談

自助グループ

病院、裁判所、行
政機関への付き添
い、買い物など日常
生活を送る上で必
要な付き添いを行
います。

弁護士、警察、県、
市町村などの関係機
関と連携して、悩み
の解決のお手伝いを
します。

面接相談の結果、必
要に応じて専門家に
よる相談を行います。

被害者やそのご家
族が交流する自助グ
ループ活動への参加
の呼びかけを行うと
ともに、その活動へ
の支援を行います。

■臨床心理士による
カウンセリング
■弁護士の紹介

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。
被害に遭いながらどこに相談すればいいのかわからない方がたくさんおられます。
ここに「相談できる場所」があることを知って下さい。そして、教えてあげて下さい。

どうか、一人で悩まないで、まずはお電話を下さい。
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平成２４年１２月８日（土）

７年前に起きた JR 福知山線脱線事故の被害者 山下亮輔さんを講師に『一両目の生存者～伝えたい想い～』
を演題にご講演頂きました。事故当時の様子、救助されてからの入院生活、心的外傷を克服していく経緯に
ついて写真をスクリーンに映しながらお話しして頂きました。また、ギターによる弾き語りを交えて「人と
のつながり」等について語って頂きました。

聴講された方のご感想
糸の歌、感動しました。幸せの布の縦の糸になれたらどんなに
いいかと本当に感じさせてもらいました。あとの２曲も素晴ら
しかったです。ありがとうございました。
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聴講された方のご感想

聴講された方のご感想
つらい治療等に頑張って来られたことや周囲
の方々への感謝の気持ち等、淡々と話される
姿に深い感銘を受けました。あらためて命の

力強く生きようとしている前向きな姿、とても感動
しました。周囲の人達からの本当の支援とは・・・
もう一度しっかり考えたいと思います。

大切さを自覚し、あの大変な事故についても
私達は忘れてはならないと思いました。誰も

聴講された方のご感想

がすばらしい可能性を持っていることを感

一人でも多くの人に聞いて欲しい話でした。人は一

じ、明日への希望をいただきました。私自身

人ではなかなか生きていけませんね。つくづく思い

多くの方々に支えられていることを再認識

ました。身体に気をつけ講演を続けて下さい。

し、絆を深めていきたいと思います。

今回の講演会をお知りになったきっかけは？
新聞･テレ
ビ等, 2

その他, 4

チラシ, 17

支援員Ａの感想
講演会の企画、準備、実施などに関わらせてい

新聞・テレビ等
チラシ

知人・友
人, 45

ただき、良い経験になりました。

知人・友人

聴講される方々への広報活動、日時、場所の設

その他
（複数回答有り）

定、講師の依頼など様々な事を、多くの方々がそ
れぞれ役割を担い、無事講演会を開催することが

「島根被害者サポートセンター」についてどの
くらいご存知ですか？

10
12

41

10

できたと思います。
事件・事故の被害者
を支援する団体だと
知っていた。
サポートセンターの
バスや自販機などで
見たことはある。
名前だけなら聞いた
ことがある。
全く知らなかった。
（複数回答有り）

年代
10代, 1

会をお知りになったことが印象的でした。また、
「一人でも多くの人に聞いて欲しい話でした。」と
感想をいただき、私もそう思いました。
このような機会を頂き、有り難うございました。
今後も機会がありましたら、何かの形で関わらせ
ていただけたらと思います。

10代

40代, 3

50代, 12
60代, 20

聴講された多くの方が知人・友人からこの講演

20代, 4
30代, 5

70代以上,
18

できました。全ての要素が揃って開催することは

20代
30代
40代
50代
60代
70代以上
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ふれあい警察展
10/20（土） 島根県民会館で島根県警察音楽隊定期演奏会に併せ「ふれあい警察展」が開催されました。
当センターもオブジェを展示し、多くの来場者の方にセンター事業について知って頂くことができました。

しまね人権フェスティバル
10/28（日）浜田市金城町

ふれあいジムかなぎで開催。

パネル・オブジェを展示し、
「島根被害者サポートセンターを知っていますか？」とアンケートをし、周知
を図りました。また、たくさんの子どもたちが心を込めて折紙でハートを作ってくれました。

たくさんのハートありがとう♪
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「命の大切さを学ぶ教室（命の授業）」
6/11 大東高校、7/3 三刀屋中学校、7/4 松江工業高校、8/30 安来高校、9/18 松江市立女子高校
9/20 益田中学校、11/6 出雲工業高校で開催しました。平成 25 年 2 月には松江商業高校で開催予定。

三刀屋中学校：西川和子さん（愛媛）
「犯罪被害者遺族となって想うこと」

益田中学校：市原千代子さん（岡山）
「子どもたちを被害者にも加害者にもさせないために」

出雲工業高校：江角由利子さん（島根）
「亡くなった娘からの生命のメッセージ」

「命の授業」とは？
今、子供達が巻き込まれる事件や事故が数多く起きています。
当センターでは、犯罪を受けた被害者又はその遺族の深い悲しみの声を届け、
命の大切さ、今生きている事への感謝や犯罪についての認識を今一度考えて貰
えるように「命の授業（講演会）
」を開催しています。
講師謝金・講師旅費は無料です。開催を希望される学校は、当センター事務局までご連絡ください。

犯罪被害者週間

毎年 11/25～12/1 は犯罪被害者週間です。

犯罪週間の前 11/22（木）にイオン松江ショッピングセンターで、被害者支援の街頭キャンペーンを行いました。

県警音楽隊のミニコンサートもありました

また、JR 松江駅・JR 出雲駅・JR 益田駅、および雲南地区交通安全大会等でもティッシュとチラシを配って広報
活動を行いました。犯罪被害はいつ誰に起こるかわかりません。どうか被害者やその御家族に対する御理解と御
配慮、あたたかい御支援をお願いします。
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支援自販機除幕式《市町村役場で初めて設置された支援自動販売機のご紹介》
11/28（水）邑南町役場１階の玄関ホールに支援自販機が設置されま
した。邑南町・川本署・販売機管理会社ネオス様の協力で実現しまし
た。公的機関では警察署や運転免許センター等に設置頂いていますが、
市町村役場は初めて。除幕式には、桑野修・副町長、中村康広・川本
署長らが出席されました。

飲
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マ
ス
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ッ
ト

支援自販機 県内設置場所
○飛鳥警備保障(株)

○出雲徳州会病院

○(医)仁風会八雲病院

○石見交通

○奥出雲町中央公民館

○邑南町役場

○鹿島町産業振興協同組合

○(株)江津建設会館

○山陰観光 各店(２台）

○三洋電機

○島根県警察本部

○島根県運転免許センター

○島根県西部運転免許センター

○島根県警機動隊

○島根県警察学校(２台）

○島根県出雲警察署

○島根県雲南警察署

○島根県浦郷警察署

○島根県大田警察署

○島根県隠岐の島警察署

○島根県川本警察署

○島根県津和野警察署

○島根県浜田警察署

○島根県松江警察署

○島根県益田警察署

○島根県安来警察署

○(株)ソルコム島根支店

○大栄電機(株)

○テイケイ西日本各営業所(４台)

○島後交通安全協会

○日立金属(株)(３台）

○ＢＡＯＯ三刀屋店

○益田教育委員会

○益田地区広域クリーンセンター

○まるなか建設(株)

○(有)藤増ストアー 各店(３台）
その他、現在 51 台設置

敬称略
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「犯罪被害者支援自動販売機」は、清涼飲料の売上げの一部を「島根被害者サポートセンター」
に寄付する支援システムで、犯罪の被害に遭われた方やその御家族・御遺族のための支援に活
かすために、自動販売機オペレーターの協力を得て、設置するものです。
現在は、島根県運転免許センターや警備会社など、県内に５１台が設置されていますが、更
なる支援の充実に向けて、多くの方にご協力
していただくとともに「島根被害者サポート
センター」の認知度を向上させるため、自動
販売機の設置促進に努めているところです。

寄付金
寄付金は、付き添いなどの直接
支援や支援業務に携わる支援員の
育成費用など、犯罪の被害に遭わ
れた方やその御家族・御遺族をサ
ポートしていくための事業に活用
しています。

◎ 支援システム
①設置承諾

③管理委託

設置先様
④売上金○○％

島根被害者

②設置協定

サポート
センター

自動販売機
オペレーター

④寄付金○○％
※ 設置場所・販売価格・販売手数料等の説明にはサポートセンター又は自動販売機オペレーターの担当者
が連絡いたします。
（設置先様のご要望・条件や売上状況により販売価格・手数料を決定致します）
※ 使用許可書が必要な場合はサポートセンターより提出いたします。
※ 自動販売機の設置にあたっては、設置先様、自動販売機オペレーター及びサポートセンターの 3 社で協
定書を交わします。
※ 置き換え費用、ラッピング費用等設置費用の負担はありません。
※ 商品の詰め替えや空き容器の回収等のすべての作業を自動販売機オペレーターが行います。

詳しくは、事務局まで TEL（0852）32-5928
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平成 24 年度第５回支援員養成講座修了
今年度は、7 月 14 日から 9 月 15 日までの間に計 5 日間開催
し、13 名の方々が支援員養成講座を修了されました。
現在 7 名が新任研修中で、これを経て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。
どうかよろしくお願い致します。

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
〒690-0011 松江市東津田町１７４１－３
TEL(0852)32-5928
FAX(0852)33-7928
メール
毎月 11 日、お店にボランティア団体の名前と活
動内容が書かれた投函箱が設置され、応援したい
団体の箱に黄色いレシートを入れると「レシート
の金額の 1％」を寄付出来るキャンペーンです。
島根被害者サポートセンターも設置して頂いて
おります。ご協力お願いします♪

shimane-vsc@aqua.plala.or.jp

HP http://www.shimane-vsc.or.jp
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