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１０月７日の遺族会で、ボランティア（受付・案内係など）をしてくださる方は、
１１：００までに会場にお越しください。
（ファシリテーターをして下さる方は１０：００）

今回の会場は、日本福祉大学 名古屋キャンパス です。
（ 各線「鶴舞」駅 ）
遺族会は、１３：００開場、１３：１５スタートです。

★ 自死遺族支援シンポジウムのお知らせ …………………………………・・
１．開催日時：

平成１９年１１月４日（日）１３時３０分～１６時４０分
開場 １３時～

開演 １３時３０分～

終演

１６時４０分

中区役所地下ホール（名古屋市中区、中区役所地下１階）※定員５００名

２．会場：
３．主催：

リメンバー名古屋自死遺族の会及び名古屋市

４．内容：
プロローグ： 詩「自死した大切なあなたへ－自死遺族当事者の想い －」
（１３時３０分～）

…自死遺族が奏でるﾌﾙｰﾄの生演奏を BGM に、
自死遺族達の思いを綴った詩を、自死遺族が朗読します…
第１部：

自死遺族当事者のお話～自死遺族の思いの語り合い～（１３時４５分～）

…配偶者を、父親を、子供を、兄弟を亡くした遺族が思いを語り合います…
第２部：

シンポジウム ～自死遺族支援の取り組みとこれから～（１４時４５分～）

１６時２５分

閉会挨拶

５．参加費：

１６時４０分

閉会

無料（事前申し込みは不要です。当日会場へ直接おいでください。
）

６．後援≪予定≫： 愛知県、愛知県教育委員会、名古屋市教育委員会、愛知県臨床心理士会
順不同

愛知県精神保健福祉士協会、中日新聞社、名古屋シティエフエム

７．連絡先：名古屋市健康福祉局障害福祉部障害企画課 〒460‐8505 名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号
担当：藤井 TEL（052）972-2532 FAX(052-)951-3999 e-mail：a2633@kenkofukushi@city.nagoya.lg.jp

【総合司会】 リメンバー名古屋自死遺族の会 代表幹事 近藤浩子
【シンポジスト】

行政から・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 内閣府自殺対策推進室参事官
マスコミから・・・・・・・・・

高橋広幸氏
中日新聞社より

学識経験者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 名古屋大学名誉教授

蔭山英順氏

助成団体より・・・・・・・・ 日本財団（公益・ボランティア支援グループ公益チーム）
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公益担当リーダー 長谷川隆治氏

自死遺族当事者・・・・・・ ﾘﾒﾝﾊﾞｰ名古屋自死遺族の会代表幹事
【コーディネーター】

・・・・・・・・・・・・・・・・ ﾘﾒﾝﾊﾞｰ名古屋自死遺族の会代表幹事

鷹見有紀子氏
花井幸二氏

★ シンポジウム準備会へのお誘い …………………………………・・
11 月 4 日のシンポジウムに向けて、準備作業日を設けています。ご都合のよろしいとき（時間帯）だけで
も結構ですので、資料の準備やパネルの制作など、お手伝いくださる方を募集しています。
また、シンポジウム当日のスタッフも大募集しています！
きっと楽しいと思いますので、ぜひご参加ください。
★10 月 27 日（土）午後（13:00～16:30） 南生涯学習センター 美術室
★10 月 28 日（日）午前＆午後（10:00～16:30） 南生涯学習センター 美術室
★11 月 3 日（土）午前＆午後（9:00～16:30） 中村生涯学習センター 美術室

【会場の行き方】

南生涯学習センター…名古屋市南区東又兵ヱ町 5-1-10
市バス「日本ガイシ スポーツプラザ」下車 北へ徒歩約 500m JR「笠寺」下車 西へ徒歩約 500m

中村生涯学習センター…名古屋市中村区鳥居通 3-1-3
地下鉄「本陣」下車 4 番出口 南西へ約 300m

◎当日スタッフの昼食は、事務局でまとめて手配します。手配の都合上、当日スタッフとしてご参加
くださる方は １０月２２日までに ご連絡をお願いします。
◎午前中にリハーサル＆設営等の準備をしますので、シンポジウム当日スタッフは朝９時に会場入り
してください。

★ 受付名簿を廃止します ……………………………………………………・・
これまでは、初めてのご参加の方のみ、事前にお申し込みをいただいておりましたが、
受付が滞ってしまうこと、お名前をおっしゃりたくない方もいらっしゃること、
などなどの理由により、２００７年１０月の遺族会から、事前申し込みと受付名簿を廃止します。
それに伴い、過去にお申し込みいただいた方の情報も、

・郵送会員の方のお名前とご住所
・りめーるに登録されている方のメールアドレス
以外は原則として廃棄させていただきます。
会からのご連絡を希望される方は、
おそれいりますがあらためて郵送会員か「りめーる」にご登録くださいますよう、お願い致します。
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★ 秋の遠足のお知らせ …………………………………………………・・
■日 時：２００７年１１月１８日（日）午前１１時～１６時ぐらいまで
■集合場所：11:00 公園正面（北）入口、総合案内所前
■行き先：愛・地球博記念公園
http://www.pref.aichi.jp/koen/AI_CHIKYU/ai-top.htm
地下鉄東山線「藤が丘」からリニモ「愛・地球博記念公園」駅下車
または
愛知環状鉄道「八草」からリニモ「愛・地球博記念公園」駅下車
※雨天時は検討中
■参加費：公園までの交通費、昼食代、飲み物代など
■申し込み先：事務局 （メール・ファックス・郵便等でお申し込みください）
お名前（ニックネーム可）
、ご連絡先（メール、電話、FAX など。当日連絡できるものであれば助かります）
をお知らせください。
■申し込み期限：１１月１１日（日）まで
■キャンセルについて：当日でも結構ですので、ご連絡ください。
詳しくはお申し込みいただいた方にご連絡いたします。

★ 名古屋市の自死遺族相談（無料）

……………………………………・・

大切な人を自死で亡くされた方を対象とした相談が、名古屋市精神保健福祉センター「ここらぼ」で始まり
ました。先ずはご予約のお電話をなさってください。
■対象：名古屋市に在住、在勤あるいは在学で、大切な人を自死で亡くされた方
■相談日時：毎月第 2 火曜日午前 10 時から 12 時(1 回 2 組予約制)
■内容：臨床心理士による相談(予約制)

次回は１０月９日です。

※相談員は、当会の代表幹事でもある、近藤浩子さんです。

■その他：相談は無料で、秘密は固く守られます。(継続したカウンセリングが必要な場合は、相談機関を紹
介します。)
■申込・問合せ先

名古屋市精神保健福祉センターここらぼ
（名古屋市中村区名楽町 4-7-18(地下鉄東山線「中村日赤」駅下車、徒歩 7 分)

電話番号:052-483-2025 ファックス番号:052-483-2029

★ ご寄付ありがとうございます！ …………………………………………・・
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東区の太田様より、会の運営に 10,000 円のご寄付をいただきました。
ありがとうございます、大切に使わせていただきます。

★「リメンバー福岡」のご案内

……………………………………………・・

■日 時：2007 年 12 月 15 日（日）午後 1 時１５分～4 時 （午後 1 時開場）
■会 場：あいれふ ８F 視聴覚室 A 福岡市中央区舞鶴２-5-1
■内 容：自死遺族同士のグループトーク
■問い合わせ・参加申し込み先：F A X：０９２－５２５－２３０８

メール：rem.hukuoka@wood.dti2.ne.jp

★ ～こころの居場所～ AICHI 自死遺族支援室 分かち合いの会 ………・・
＜以下は、～こころの居場所～AICHI 自死遺族支援室のホームページからの転載（抜粋）です。
リメンバーとは別団体ですので、申し込み先等お間違えのないようお願い致します＞
◎分かち合いの会
日 時： １０月２７日（日） 13:30～15:30 （開場 13:15）
場 所： 伏見ライフプラザ 第一研修室
名古屋市中区栄 1-23-13 伏見ライフプラザ 12Ｆ（白川公園西側 中消防署と同じビルです）
参加費：
（１回につき）分かち合いの会 1,000 円
申 込： メールまたは電話でお問い合わせの上、お名前とご連絡先を添えて下記までお申込みください。
○メールアドレス

cocoroibasyo@yahoo.co.jp

○電話番号

０９０－４４４７－１８４０（12:00～21:00）

○郵送先

〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南 1-20-11 NPO プラザなごや
～こころの居場所～ AICHI 自死遺族支援室

※氏名、連絡先等個人情報については、当方の事情で開催日の変更等が
あった場合の連絡のみに利用し、他の目的では利用いたしません。
※電話でのご相談はお受けしておりません。
＜転載（抜粋） ここまで＞

★「リメンバー神戸」のご案内

……………………………………………・・

■日 時：200７年１１月２５日（土）受付 ２時１５分～ 開始 ２時半～
■会 場：あすてっぷ神戸（神戸市男女共同参画センター）
【交通】ＪＲ「神戸駅」徒歩７分 神戸市営地下鉄「大倉山駅」徒歩３分 神戸高速鉄道「高速神戸駅」徒歩
３分
■問い合わせ・参加申し込み先：
〒651-2109 兵庫県神戸市西区前開南町１の２の１ 阪神高齢者・障害者支援ネットワーク内
ＴＥＬ．０５０－５５３２－８８１３ ＦＡＸ．０７８－９７７－０２２４ Ｅ－ｍａｉｌ．kobe@hospice.jp
遺族会終了後、忘年会があるそうです！
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★連絡先、その他 ………………………………………………………………・・
■電話：０９０－８５４４－９４０８（応答メッセージのみ）

「この電話を転送します、そのままお待ちください。
」というメッセージが流れ、応答メッセージにつなが
ります。応答メッセージは１分間程度で、次回の遺族会の日時や場所などのご案内が流れます。
※電話をかけてくださった方からメッセージを録音することはできません。
※遺族会当日以外は、スタッフが電話をとることはありません。
（普段は誰も出られないので、充電してお
りません）
遺族会当日のみ、ボランティアスタッフが電話口にでます。
「道がわからない！」
「何時からスタートだっ
たっけ？」というときに、お電話くださいね。
次回、電話開通時間は、１０月７日（日）12：00～13：40

■e-メール：remember_nagoya@yahoo.co.jp
「remember」と「nagoya」の間の「 ＿ 」は「 － 」
（ハイフン）ではなく、
「 ＿ 」
（アンダーバー）ですのでお間違えのないようお願い致します。
■FAX：020-4668-8925

■郵便：〒458-8799 名古屋市緑郵便局留め

■りめーる：メールでのご連絡を希望される方には、２００７年度より、yahoo のメーリングリストの機能を利用
した「りめーる」に登録させていただき、一斉配信させていただくことにしております。パソコン版りめーると
携帯版りめーるがあります。配信を希望される方は、
「○○版りめーる登録希望」と書いて、メールにてご連絡く
ださいませ。
■郵送会員の方は年会費をお願い致します。

★郵送会員への登録方法
・リメンバーしんぶんの郵送を希望される方は、「郵送会員」年会費をお支払いください。リメンバーしんぶ
んを発行の都度、郵送致します。 （最新号は遺族会で配布しておりますし、最新の情報はホームページか
らもごらんになれますので、インターネットにつながる環境をお持ちの方は、郵送会員に登録される必要は
ありません。また、遺族会開催情報は、「りめーる」でも配信しています。）
・「郵送会員」の年度は、事務管理の都合上、1 月 1 日より 12 月末までとさせていただいています。
１月～６月末までのお申し込み（前期）…１０００円 もしくは 切手１３枚
７月～１２月末までのお申し込み（後期）…５００円 もしくは 切手７枚

・ 登録の手続きは、郵便番号・住所・氏名を記入の上ご送金いただくか、切手をご郵送ください。
・ 遺族会の当日、受付でお支払いいただいても結構です。 郵送会員入金用 郵便振替口座 00800-3-166920

発行が遅れてすみませんでした。

リメンバー名古屋自死遺族の会 たかみ
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