～たくさんのご支援ありがとうございます～

発行：小さないのちのドア事務局 発行日：2018年12月恵日

一般社団法人小さないのちのドア設立時～平成30年11月末日までの間に下記の団体、個人の方（掲載可能とご回答いた
だいた方のみ）からご寄付をいただきました。下記の皆様以外の方々からも多大なご寄付をいただき、小さないのちのドアの活
動を支えていただいております。心から感謝申し上げます。
団体・企業 株式会社テイエム技建,アントキノヴィバルディマツリ2018,株式会社kirakira,神戸ゴスペルキリスト教会,神戸ひよどり台教会,国
際ソロプチミスト神戸,子どもの本ジオジオ,日本キリスト教団玉出教会,日本子ども健康科学学会,東須磨教会,ひなた助産院,ブレスト株式会
社,兵庫いのちを大切にする会,マスタードシードクリスチャン教会,山の街キリスト教会
個人 610,Akiko Tsuchiya,Ayumi Akiyama,Chacha,Chie Daimo,Chieko Morisaki,Chisato Chionh,ChiyoSugimoto,Cog,Eiko,Emi Ohkoshi,
Emi-ko Ishii,Emiko Hirahara,Eri Suzumoto,Eri Yoshikawa,Eriko Watanabe,Fulwood,Fumikaya Kinukagari Ring,Fumiko.Ｆ,Genta Aizawa,
Hatsumi Sakoda,Hiiii,Hiroko Akiyama,Hiroko Miki,Hiroko-sroom,I.I.,Ikumi Saido,Jun,Kaoru Tanaka,Kazuko Nakabayashi,KazunaArai,Keiko
Konishi, Keita Katoh,Kuri Kurippy,Kyoko Adachi,Lynn,M.O,MU,Maples,Mariko Saito,Masayo Asada,Masayuki Hamamoto,Mie Yagi,Miho
Urushizaki,Minako Ogawa,Misato Sakata,Miyoshi Nitta,Momoko Masuya Lee,Naoko Higashi,Naoko Kimura,Naomi Masuda,Natsuko
Hamasaki,Nikki,Noriko Kikuchi,Ready for,Ryoko Sugishita,RyosukeTsuboi,S.K,Sally,Saori Ozaki,Shiori Morad Hajati,T.H,Takuma Higashi,
Tomohiko Iizuka,Tomoko Okamoto,Tsumiki,Utako Negoro,WK,Y.M,Yoko Imanishi,Yui0812,YukiHigu,Yukiko,Tanabe,aoaomusi,
Ayapon555,becs1113,danhook8698,fuhomama,fujiwara,gecko,hana,hippo,honolulugoofy,ian,kacha,kaeru,kaguya1114,kanao,kanato,k
ayatree,kazue,kiyo,kobekg,koron,kyoko,miho,miki,miko,muaya,naomacha,noriko,nyon124,pticoro,racoon,robbins.oomae,rurubaku,s.kurih
ara,saito.chiekosalt_h,shimochan,sugima,surume,szk2c,teto,th,tm124c41,tomozo,tukico,ume,ushi,wingmakers,yue492,yuki,yumi,yuu, あ
いくん,青𡌛るい子,青木有加,あき,あけちゃん, 朝霧由佳子,芦田美佐子,アタラシヨシコ・イホリ,あっちゃん,安部敬子,安部明子,網井仁,あや
のぞみ,荒川祐三,新木雅也,有賀献児,有本梨花,あんず, 五十嵐利衣,イサナ,石川美樹子,イシグロアキヒサ,石黒則年,石橋仁美,石野,イシ
マルトシエ, 板野みえ子,一ノ瀬薫,伊藤洋子,稲田藍,犬伏邦明,井上隆子,井上はな,猪股由利子,猪俣理恵,今田由美子,うえだまさと,植田直
也,ウエモトユキ,牛田匡,ウシロヤマシンジ,ウメカドヨシコ,浦田政和,漆崎珠江,えみーにょ,オガワショウコ,大木千聡,おおさきゆうすけ,大皿泰子,
大嶋恵里香,大嶋信幸・麻奈美,大嶋博道・多根子,オオタアサミ,大田亜希子,太田順子,大田幸正,大谷タカコ,大塚典子,大利今日子,大西
健太郎,大原亜由美,大矢靖子,オカ,岡香織,おかざき,岡崎真弥,小笠原,小笠原貞夫,岡田兼明,岡田清子,岡田寿美,岡部浩美,岡部裕子,
小川千秋,小川真理子,尾木水紀,奥谷謙一,桶下眞理,小越由夫,尾崎紀衣,小田信行,オダユカリ,越智和子,おっちゃん,帯山ユキヒサ・陽子,
かーたん,かげやま ゆみこ,笠井光子,笠松泰江,かず,加須屋淳江,片桐奈々,ガチャ子さん,かつら,桂順子,加藤すみえ,加藤弘美,加藤亮介・
直美,加藤直美,カナザワナルヒロ,かなみみママ,かなやかつえ,ガブリエル,かみいけみほ,上郡邦子,亀田隆,かよ,川口知子,川口信光,川崎美
穂,川尻裕紀,川邊千穂,河波勝代,川辺奈津美,河村知里,川本一祚,かわゆか,感謝,紀伊顕二,菊地愛,岸本美幸,岸本喜代子,キタジマノリコ,
北浜恵美子,北村宏子,木津,木下あき,金景淑,木村ちひろ,木村羊子,木村厚子,きもとなおこ,京谷洋子,ぐーさん,櫛田和夫,工藤久美子,國
松裕子,クボマユミ,くるーき,くろちゃん,クワハタサチコ,けいこ,健太,小池磨理子,小泉百合,こうあい,こうちゃんママ,こけもも,越山茂代,こちゃ,後
藤玲子,後藤知紗,小林みゆき,小林亜希子,コペ,小松奈央,小村泰生,米田恵津子,近藤純代,サイショウサチコ,斉藤純子,坂口淳子,阪田薫
子,さきこ,佐久間聖高,峪口紀子,ささいさわこ,佐々木久美子,佐々木伸,佐々木郁美,さじかくみ,佐藤和美,佐藤佐智子,佐野泰道,里美,眞田
右文,澤岡詩野,椎名佳子,ジーマ,しおなお,しか,鹿野彩,篠原香,篠原笑子,柴田咲美, 嶋澤恭子,島田巌,清水,清水邦子,清水侑華,清水朱
美, 下田有希子,ジヤンウオンシク,ジュンキリ,白石信子,白髭ひとみ,白川千穂,しんた,新谷毅,進藤 尚子,末永美紀子,末廣清美,菅野基似,
菅原早樹,菅原,杉本華香,杉野道子,杉本俊太,助定美知子,鈴木 榮一,すみれ,関真士,関川直美,関野聡子,総毛薫,そうちゃんりこちゃん,
多井作猛,田賀日登美,高井佐枝子,高井光世,高井央葉,高倉チャペル,髙島典子,高田昌代,高田慶応, 高橋あゆみの母,高橋しのぶ・のぶ
ゆき,高橋哲哉,高橋洋樹,髙橋鈴子,高宮美恵,たぐちさおり,田窪佐和子,タクボヒサコ,武内のり子,竹田吉秀,竹谷敏朗,竹中麻衣子,橘保司,
田坪直,たにぃ,谷志朗,谷奥晃子,パパ,星哉,谷川こずえ,タニキョー,谷口玲子,玉木,玉村稚万,団秀和,ちーこ,ちさ,ちっちゃん,茶屋靖子,超空
間,つかさ,塚田啓二,つじとも,辻本美波,つなごんた,つん,寺井紀美子,土居珠美,なお,なおこ,なおみ,長内慶喜,中江松二・佐苗,ナカガキカズ
ミ,中川麻衣子,中川内峰幸, 中込さと子,ナカシマ,中田美樹,中田裕子,中田利香,永田雅章,長塚和子,ナカノコノサト,永橋芳子,永原,長原寛
子,中村由利子,中村美枝子,中村武子,中山美里,ナダフミコ,ナタリー,なっち,なっちゃん,菜の花,なべさん,並川明子,成松総子,縄田知子,新
倉亜裕子,西尾歩,西尾絹子,西尾泰彦,西尾理子,西口昌宏,仁科早苗,西原綾子,西村穠子,西村武男,西村明子, 西脇惠子,ニチニチソウ,
にゃはにゃは,ニンニン,野口富久,のこもろ,野出テルヨ,野村昭子,野村晴子,則武満智子,ノリミツアキラ,はあ,灰谷政之・宏美,橋元真美,橋本
真理,橋本よしこ,初瀬川宗敏,長谷川和之,畑中弘子,涛崎季希,はな,馬場宏之,濱巌,濱カズコ,濱口ヨンエ,濱田理恵,濱田愛子,濱村真理,ハ
ヤシヒロユキ,林義昭,ハリ,播本弘志・幸子,バンドウマヤ,坂東摩耶,ひなたぼっこ,百本恵子, 平尾希,平田,平塚,平山京子,ひろさん,廣瀬茂夫,
ふぅか,福田大賢,福田智成,藤井秀宗・チーヒョン,藤尾さおり,藤田直子,藤田朋子,ふじたかなえ,藤田景子,フジタナオコ,藤保君子,藤本新作,
藤原寛人,藤原政美,フジワラユリナ,ブタコ,ぷみ,ふみえ,古川美津子,古谷美幸,ぺんぎん,ぼっち,法界寺,ポコタン,本田右一,真、風間,麻衣子,
まえかわけいこ,前田めぐみ,前田りか,真木啓介,まさきさき,政田一夫,増田京子,枡谷加代子, 松井謙治,松隈光利・真由美,松嶋千波,松村
真帆子,松本信愛,松本尚子,松元万知子,まな,真鍋智佳子,山本晶子,まゆ,まり,まる,丸本浩・裕美,丸山,マンゲツ,万波寿子,みー,水田美穂,
水谷潔,水野あすか,味噌汁の申し子,ミチヨサクラダ,みともくみ,ミドリーヌ,ミナコ,蓑輪登紀子,宮里文子,宮本晃太朗・楓大・そら,ムーラン,村
松佳美,めいちゃん,めぐみ,もーちゃん,モッチンコ,モリマミ,森岡利伊子,森川忍,森下俊子,森玉茂樹,森本,森本さくら,森本美恵子,モリヤマア
ヤコ,モンティ,ヤタユキオ,柳谷幸,矢部秀男・典子,山内敦子,山口朝子,山口理恵,山口恭美,山崎由美,山下恵美子,山下賢二,山下裕平･聡
子,山添千秋,山辻孝子,山名千代子,山平利恵,山村洋佑,やまもち,やまもとあやこ,山本伴子,湯浅充雄,ゆうか,ゆう,ゆうともハハハ,ゆーみー,
ゆかり,弓削夏代,湯澤聖子,ゆっこ,ゆりぞう,緩詰由紀子,吉岡恵梨,吉崎裕一,吉沢淑子,吉沢愛子,吉藤智子,吉本博子,四ツ谷友紀子,よっ
ちーまま,米田由紀子,渡部慎,渡部吉則,渡邊高之･美帆,渡辺誠也,わんこ
（敬省略・順不同）

Peacemakerへの道のり vol.1

お問い合わせは…事務局へ

（担当：西尾）

〒651-1123 兵庫県神戸市北区ひよどり台2-30-6
📞&📠 078-743-2405 ✉info-inochi@door.or.jp

「この豊かな美しい国で孤独な人を見ました。この豊かな国の大きな
心の貧困を見ました。」というマザーテレサの日本へ向けた言葉があ
ります。この３か月、深い孤独の中にいる女性にたくさん出会い、日
本の闇の部分を感じずにはいられませんでした。でも『闇は光に打ち
勝たなかった。』そう信じ、毎日神様の働きを感じながら、目の前にい
る尊いいのちや女性たちに寄り添っていけたらと思います。
『喜ぶ者とともに喜び、泣く者とともに泣きなさい。』聖書

News Letter Vol.1

～小さないのちのドアへのご支援に感謝を込めて～
皆さまの尊いご寄付を頂きましてスタートしました「小さな
いのちのドア」。11月末で開設から3か月が経過しました。こ
の間194件の電話相談と18名の方の来所相談をお受けし
ました。その中には妊娠しているにも関わらず医療機関を受
診していない、いわゆる未受診の妊婦の方が複数名おられ
ました。この方たちはもしかしたら、陣痛が起こってから慌て
て病院にいくという飛込出産になっていたかもしれません
（大変リスクの高いお産となります）。また病院以外の所で出
産し、母児二つの命が危険にさらされていたかもしれません
し、新生児の殺害遺棄事件になっていたかもしれません。
ほとんどが8か月ほどになっておられましたので、早めの対
応が必要でしたが、全員病院につなぐことができました。そし
てなんとこの文章を書いている最中にも「無事誕生しました」
との嬉しい知らせが入ってきました。
8月末に厚労省から第14次の子どもの虐待死の検証結
果が発表されました。それによりますと19歳以下の虐待死
数は77人、その内心中以外の虐待死数は49人でした。49
人の年齢別の内訳は 0歳児32人、1歳児6人、2歳児2人、
3歳児3人、4歳児1人、5歳
児1人、6歳児0人、7歳児0
0人、それ以上4人で、0歳
児が圧倒的に多く、また0
歳児の虐待死数32人の月
齢別内訳は0カ月が16人で
最多でした。この0カ月の中
の日数の内訳では0日が最
多で11名でした。加害者の
97.8％で実母が関与してお
り、全員未受診、そしてそ
の内9人が予期せぬ妊娠
でした。

このように見ますと、新生児の虐待死は特別な女性が起
こした事件ではなく、ごく普通に生きている女性も可能性の
あることであり、妊娠中に相談する場所があったら多くの場
合は未然に防ぐことができたのではないかと思うのです。
小さないのちのドアには赤ちゃんを抱えた多くの産婦さん
からも相談が寄せられ、マナ助産院の施設の方で数日休ま
れた方もありました。
いずれにしても大半が深刻な相談です。それにもまして相
談の背景にある生育歴で傷ついた心の闇の部分を垣間見、
その部分に対して私たちはなんと非力なことかとうなだれる
ことが多々ありました。しかし「あなたのお困りのことに少しで
もお役に立ちたい」と行動することで、何かしら温かいものを
感じて頂けたなら、いつの日か闇の部分がほんの少しでも
溶かされ、光が射しこむかもしれないと期待するのです。今
でなくてもいつの日か…
緊張の中でこのような3か月を過ごして参りましたが、いつ
も思うことは私たちだけが戦っているのではないということで
す。もし私たちだけでしたらなんと心細いことでしょうか。ご支
援いただいた多くの方々からの応援を感じることで勇気づけ
られ、力が与えられております。また相談に来る方々の中に
は社会は冷たいと感じている方も少なくはありませが、「沢山
の方々があなたのことを思って支援してくださっているよ」と
お伝えできることもなんと感謝なことでしょう。これからも皆
様のご支援を幾倍にもまして役立たせさせて頂きますことを
お約束致します。今後とも小さないのちのドアの働きにお心
をお寄せくださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
一社）小さないのちのドア代表
永原 郁子

2018年9月1日(土)開所式が行われました！
雨が心配される中、開所式の時には雨も上がり、理事や小さないのちのドアに心を寄せていた
だいている方々が集まってくださり、ささやかな会を持つことができました。ドアの前で祝福の祈り
の時を持ち、その後は中に入って茶菓を交えて、感謝とご報告の時を持ちました。テレビ局3社
の取材もありました。
計画の当初から加わって、熊本まで同行し、私たちの気持ちと一

相談状況（2018.9.1～2018.11.30）
開所した当日から電話相談があり、それから３か月あまりが経ちましたが、相談のない日はほとんどありません。相談される
方は開所する前から想定していたような方が多く、深刻な相談も数少なくありません。必要な働きだということを改めて感じて
います。
相談に乗る中で、心痛め、また心折れそうになることもあります。それでも、相談された女性が笑顔になって帰って行かれ
る姿を見ると、開いてよかったと思うことができます。私たちに出来ることは本当に小さなことですが、スタッフ一同、小さない
のちのために、思い悩む女性のために、心尽くして、精一杯の愛を伝えていきたいと思います。

緒になって建築してくださった建築工房森玉の森玉社長様が、ドア
時間帯

の工事中におっしゃっていたことばがとても印象的に残っています。
「このドアを入る時は、下を向いて、傷心の思いで入ってくるかもしれ

9～17時

ない。でもこの部屋で元気をもらって、帰る時には、普通のドアから
17～翌9時

胸を張って出ていけるんやな。このドアは一方通行のドアやな」と。

相談経路は電話相談が最も多いですが、実際に来所されての相談や、LINEでの相談もあり
ます。相談者の方によって相談しやすい方法が異なるため、複数の相談方法があることは、
とてもよかったと思います。また電話ではなかなか話せないことも、来所していただいてゆっくり
お話しすることで次の方向性が見えやすくなったり、困難なケースや継続支援の必要な方に
は特に来る場所があるということは、必要不可欠だと感じています。また行ける場所があると
いうだけで、頑張れる気がしますと言ってくださる方もおられ、ほっと出来る場所を提供するこ
とは、大切だと改めて感じています。
相談者種別

心込めてドアを作ってくださった森玉社長
様と、25年来マナ助産院のイラストを一手に引き受けてきてくださり、小さないのちのドアのロマーク

やパンフレット、ヘルプカードなど無茶振りの依頼にも嫌な言葉一つなく、いつも深夜までお付き合

相談経路
メール

来所

いくださる坂田美里さんにも感謝状をお送りしました。（今回のニュースレターのイラスト
やポストカードも担当してくださっています。）
その後も当初から心を寄せてくださった方々のそれぞれの小さないのちのドアに対す

LINE電話
LINE

る熱い思いを聞かせていただき、感謝をもってスタートすることができました。
電話

小さないのちのドア１周年記念イベント決定！！
ささやかな会でスタートした小さないのちのドアですが、１周年は一人でも多くの方にご参加いただき、ご挨拶と活動のご報告
の時を持てたらと考えています。少し先にはなりますが、ぜひご予定合わせてご来場いただけたら嬉しく思います。
ゲストに夜回り先生こと水谷修先生と、元NHK教育TV歌のお姉さんを務めた森祐理さんをお迎えしてのチャリティー講演&
コンサートも合わせて行う予定にしています。
ご支援してくださる皆様と直接お会いできることを心より楽しみにしております。

日 時 2019年10月5日(土) 13:30開演（13:00開場）
場 所 神戸産業振興センター ハーバーホール
入場料 1,000円（収益は小さないのちのドア基金として支援のために使わせていただきます）
※チケットなどの販売や詳細については後日お知らせいたします

開所してから３か月で１９４件の相談がありました。相談の6割以上が行政や妊娠SOS相談
の窓口のほとんどが開いていない時間でした。深夜～朝方の相談も多く、精神的にも落ち込
みやすい深夜帯の時間ほど、深刻な相談が多い傾向があります。

相談される方は多くがご本人からの相談で、4割ほど
が妊婦さん、3割ほどが産婦さんですが、残り3割は夫・
パートナーの方やご家族からの相談もあります。
その他の多くは妊娠疑いでのご相談です。

その他
家族
夫・パートナー

相談は多くは神戸市内を含む関西地方からの相談が多く6割ほどを占めてい
ますが、関西地方だけではなく全国各地から寄せられています。
妊娠期から相談できる窓口は、全国を探しても24時間あいているところは数か
所しかありません。需要があることが伺えます。
相談の内容は、妊娠や出産への不安やパートナーや家族とのトラブル、育児不安
やストレスなどが多く、精神的、経済的な問題を抱えている方も少なくありません。
またDVや未受診など深刻な問題を抱えている方や問題が複雑に絡み合ってお
られる方もおられます。

産婦

居住地別

北海道
東北地方

不明

九州地方
北陸地方

兵庫県神戸市
関東地方

3月29日
4月14日
6月 7日
6月29日
7月29日
8月中
9月 1日
9月 8日
10月21日
10月28日
11月15日
11月28日
12月 1日

「小さないのちのドア」発足（スタッフ研修&会議 以降定期的に開催）
国際ヘルスプロモーション会議ベビーボックス参加
JECレディースカンファレンスにて講演
ひょうごいのちを大切にする会にて講演
小さないのちのドアリフォーム完成
関係機関への挨拶、見学
今後の予定
小さないのちのドアオープン！ 開所式
1月16日
ベテルの家にて講演
2月20日 カフェ&トーク
桜井聖愛教会にて講演
3月20日
クライストコミュニティにて
瀬谷キリスト教会にて講演
1月26日
西大和キリスト教会にて講演
ソロプチミストにて講演
2月17日 カトリック垂水教会にて講演
東須磨教会にて講演
日程調整中 大阪セントラルグレースチャペルにて講演
ひょうごいのちを大切にする会にて講演&報告

＊講演のご依頼や見学のご希望など随時受けつけております。お問い合わせは事務局（078-743-2405）まで

メディアに取り上げていただきました
5月10日
6月 4日
6月 9日
8月28日
8月31日

産経新聞,神戸新聞
読売TV関西情報ネットten
共同通信
関西TV報道ランナー,神戸新聞,毎日新聞
読売TV関西情報ネットten,毎日放送voice,NHK神戸

9月 1日 サンテレビ
9月27日 読売新聞医療ルネサンス
10月21日 朝日新聞
11月20日 時事通信 厚生福祉
月刊神戸っ子 KOBECCO 9月号
など

県内

東海地方
四国地方

小さないのちのドアカレンダー

妊婦

県外関西地方

中国地方
必要に応じて同行支援をして保健師さんや病院などにつながせていただいたり、
児童相談所、特別養子縁組団体などにつなくごともありました。
小さないのちのドアの理事の中には、精神科医や弁護士、牧師などがおり、法的、医学的、霊的なバックアップがあります。
相談員だけでは解決しにくい問題もしっかりサポートしてもらいながら、必要に応じてつながせてもらっています。

来所される方の中には、経済的に困窮しておられる方も少なくありません。タクシーで来られた方や産後ケア入院で継続的
に支援させていただいた方、食事の提供や、健診費用の支援などに、皆様からいただいたご寄付を使わせていただきました。
これからも皆様の尊いご支援を、小さないのちのために、思い悩み苦しむ女性のために、大切に使わせていただきたいと思い
ます。今後ともよろしくお願いいたします。

ご支援のお願い

小さないのちのドアは現在、寄付金のみで運営しています。皆様のご支援をお待ちしています。

正会員（一口10,000円／年） / 賛助会員（個人一口3,000円／年、団体一口30,000円／年） ／ ご寄付
１．銀行振り込み

入 金融機関
金
支店名
方 種類・番号
法
名義

三井住友銀行
ゆうちょ銀行
鈴蘭台支店（３４８） ０９９（ｾﾞﾛｷｭｳｷｭｳ）店
普通 ５０６２３３８
当座 ９３３３５９９
一社）マタニティホーム・マナ

２．郵便振替
記号００９００－９ 番号３３３５９９
加入者名 小さないのちのドア
３．現金書留
事務局（お問い合わせ先参照）宛

※ 口座名義人の表記が、変更登記手続きが完了次第「一社）マタニティホーム・マナ」から「一社）小さないのちのドア」に変更になります。
※ 三井住友銀行にご入金くださった方は、電話／ファックス、メール、または小さないのちのドア宛にお名前とご住所をお知らせ下さい。
ご連絡がなく、ご報告やご挨拶ができないままの方々が複数名おられます。ぜひご一報ください。

