社会福祉法人 横浜いのちの電話
電話相談員ボランティア募集 ≪2021年 度募集要項≫
いのちの電話は、孤独の中にあ って 精神的に救いと励ま しを求めている一人ひ とりと電話で対話
することを目的と したボランテ ィア団体です。横浜いのちの電話は 1980年 9月 1日 に開局 し、
社会福祉法人の認可をとり、自殺予防の一環 と して現在約 170名 の電話相談員が年中無 体で 24
時間休ます活動を続 けています。このような電話相談活動 を継続 してい <た めには、多 <の 相談員
の方が必要です。社会的 ニーズに対応するためにも、 多 <の 方の ご応 募をお待ち しています。
詳 し<は 、 http://www.yindoip/(ホ ーム ペー ジ)を ご覧下さ い。

(以 下のすべてを満たすこと)
1.年 令が 23歳 以上 (2021年 3月 31日 現在
2.横 浜いのちの電話の活動と基本理念に賛同 し、積極的に参加できる人

応 募 資格

)

3。

1年 間の養成 コースに参加できる人 (週 1回 2時 間及び宿泊研修 2回 )

4.電 話相談員ボランテ ィアとして無料奉仕できる人

(交 通費も自己負担)

5.24時 間年中無体の電話相談において、原則として月 2回 の担当ができる人
応 募 書類
1。
いのちの電話相談員ボランテ ィア申込書 所定用紙 (写 真添付 3× 4om)*写 真ウラに名前を記入
*申 込書は、上記ホームページからダウンロー ドも し<は 下記事務局までご請求願います。

2.応 募の動機 400字
3。

詰め原稿用紙 × 2枚 (自 筆に限る)
生い立ちについての レポー ト 400字 詰め原稿用紙 ×8枚 (約

3200字 )*パ ソコン可

*生 い立ちは、履歴書のような項 目の羅列ではなく、自分の人格形成に影響を及ぼ した主な出来事、
自己形成の歴史を書いて <だ さい。
申 込 方 法 ・問 合 先
1応 募書類 を郵送 <だ さい。
2.同 時 に、申込手数料

2,OOO円 を 2021年 2月 20日 (土 )ま でに下記銀行宛 にお振込み <だ さい。

*応 募書類 と申込手数料の受理をも つて 、受付完了といた します。
(郵 送先 )

〒240‑8691

横浜市保土ケ谷郵便局

社会福祉法人

横浜いのちの電話

私書箱 32号

事務局

(TEL 045‑333‑61630臥 X045‑332‑5673)
(振 込先 )

横浜銀行

横浜駅前支店

普通預金 (□ 座番号 )2792513

社会福祉法人 横浜いのちの電話

受付期間

2020年 11月 20日

募集人数

40名

(金 )〜

理事長 松橋

2021年 2月 15日

秀之

(月 )(当

日消印有効

)

前期 1 20,OOO円 (宿 泊研修の費用 は含まれていません )
前期 Ⅱ 15,OOO円
後 期
20,OOO円 (宿 泊研修の費用 は含まれていません)
*納 入時期は、4月 (前 期 I)6月 (前 期 Ⅱ)10月 (後 期)と な つています。
☆提出された応募書類及び納入された 費用 は、返却いた しかねますので ご了承 <だ さい。
☆提出された応募書類の内容は、 1国 人情報保護法 に従い利用 目的以外 に使用 いた しません。

研修費用

研修 内容 と 日程
以下の 1年 間の養成 コース全課程を受講 し、それぞれの研修課題を達成 し修了 した人を、電話相談員
ボランテ ィアと して認定いた します。
)理 者 コ

ー
ース

*応

募書類の確認後、ご案内の詳細を郵送いたします

2021年

・ グル ープ面接

3月 6日 (土 )
3月 7日 (日 )

(会 場は横浜から15分 程度)。

9:30〜 12:45
9:30〜 12:45

または
*い ずれか一日を選んで申込書に記入してください。

<養 成 コース受講者の決定 >
・ 応募書類審査 および上記の選考 コース を経て、養成 コ ース ヘ の参加者を決定いた します。
・ 選考 コースの 結果、養成 コ ー スヘ の参加 をお断 りする場合があ ります。

賛 成 コー ス
日程 :2021年 4月 〜 2022年 3月 【
原則全課程出席のこと】
前期

1

4月

〜 5月

(1)オ リエンテーション・ 講義 「 ボランティアの心 」
4月
(2)小 グループによる体験学習
4月

3日 (土 )9:20受 付
第2週 〜

①自己理解、他者理解、相互援助関係を、小グループで体験学習する。
② 2時 間×5回 (火 )夜 コース・ (木 )夜 コース 0(土 )午 前コースの 3コ ースから選択。
(応 募状況によっては 2コ ースとなる場合があります。
)
宿泊研修 (2泊 3日 ) 5月 21日 (金 )17:30〜 23日 (日 )15:OO
前期 Ⅱ

6月

〜9月

6月
6月

(1)講 義 「 自己理解・ 他者理解 」
(2)小 グループによる体験学習

第 1週 (日 時未定
第 2週 〜
「援助的な応答」等を、□―ルプレイ￨こ より体験学習する。
①電話相談に必要な「傾聴」
②週 1回 2時 間× 11回 (平 日 18:50〜 20:50)(火 )夜 コース 0(本 )夜 コースから選択

後期

10月

)

〜2月

(1)基 礎講義

2時 間×10回 (平 日18:50〜 20:50)

①メンタルヘルス入門〜傾聴と心のケア〜
②うつ病の症状と治療
③性とエイズの基礎知識
④いのちの電話相談論〜いのちの電話とは〜
⑤いのちの電話相談論〜危機介入〜

⑥青年期の心理的課題と対応
⑦心的外傷後の心のケア
③成人期・老年期の1い 理的課題と対応
⑨いのちの電話相談論〜電話相談の実際〜
⑩身近な法律・ 福祉の基礎知識

☆講義内容は予定です。変更する場合もあります。

(2)電 話 イ ンタ ー ン研修
月 1回
2時 間×4回 以上
①ス ーパ ー ビジ ョン研修
°
ー
月 1回
2時 間×5回 (平 日 18:50〜 20:50)
②小グル プ による研修
(3)宿 泊研修 (1泊 2日 ) 2022年 2月 19日 (土 )15:OO〜 20日 (日 )15:00
☆前期及び後期の終了時に、電話相談員ボランテ ィア と しての適性が検討されます。その結果、後期
課程 に進めない ことや、認定されないことがあ ります。(出 席状況・ 電話相談員ボランテ ィアと しての
適性等 によ り総合的 ￨こ 判定されます )
☆ 日程等 は予定です。 1犬 況によ り変更する場合があ ります。

日歴呈L⊇ き重&【は、̲ユ 日■盛染広況Lよ つ【 変更立る場迦

ますこ生産̲ご重知̲お さくださいュ̲̲

