
チャイルドラインうえだ	 
	 

２０１４年度（平成２６年度）	 
(平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日)	 

年	 次	 報	 告	 
	 	 	 

	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （写真 2 点：上田市役所ＨＰより）	 

	 	 

チャイルドラインうえだ運営委員会	 
	 	 



1 5/17 子どもの気持ちに寄り添って 内田良子氏 

2 5/17 子どもの困り感に対応するために 上鹿土和宏氏 

3 5/24 チャイルドラインとは・子どもとメディア 清川輝基氏 

4 5/24 児童虐待の現状と取組 松本清美氏 

5 5/31 思春期の性と生 竹内未希代氏 

6 5/31 思春期の性と生・ワークショップ 竹内未希代氏 

7 6/7 子どもの心と体のバランス 山崎敏生氏 

8 6/7 少年犯罪の背景 西	 利隆氏 

9 6/14 子どもの話を聴ける人になるために 兼重尚子氏 

10 6/14 聴くことから始めよう・ワークショップ 兼重尚子氏 

11 6/21 自分の傾向を知る・ワークショップ 夏目宏明氏 

12 6/21 子どもの声を聴くこと・ワークショップ 松崎礼子氏 

2014 年度（平成 26 年度）	 事業報告	 

① チャイルドラインうえだ運営	 

・電話受付業務	 

	 偶数週水曜日の午後 4 時から午後 6 時半・毎週木曜日の午後 4 時から午後 9 時・奇数週土曜日の	 

午後 6 時半から午後 9 時まで実施	 

	 	 	 	 ・「第 9 期受け手養成講座」全 12 講座開講	 

	 	 	  

 	 

 
 
	 	 	 	 ・「受け手」・・・第 9 期「受け手」5 名を選任。「受け手」継続研修会を６回開催。 
	 	 	 	 ・「支え手」・・・「支え手」会議・研修会を 5 回開催。	 

	 	 	 	 ・運営委員会を 2 回・全体交流会を 1 回開催。	 

② 広報	 

・年次報告作成と配布。	 

・4 月 11 日記者会見し養成講座開催について報道での周知を図る。（信毎・東信ジャーナル・信州民報掲載。	 

	 上田ケーブルビジョン放送）	 

	 	 	 	 ・4 月 26・27 日上田真田祭り会場にて養成講座チラシ 500 枚配布。	 

	 	 	 	 ・6 月 5 日上田市ボランティア講座講師：松崎研修委員長。	 

	 	 	 	 ・6 月 28 日成年後見人セミナー講師：茅野事務局次長。	 

	 	 	 	 ・6 月 30 日チャイルドライン佐久受け手研修会講師：松崎研修委員長。	 

	 	 	 	 ・9 月 17 日みまもりボランティア講演：松崎研修委員長。	 

	 	 	 	 ・10 月 5 日上田市民ふれあい広場（於：上田創造館）にてチャイルドラインチラシ配布。	 

・長野県の子どもに、チャイルドラインカード・ポスターを配布した。(カード:27 万 1 千枚)	 10 月	 

③ チャイルドライン支援センターの事業に参加・協力	 

エリア会議	 8 月	 	 	 	 	 全国研修	 10 月	 	 	 	 全国運営者会議	 1 月	 

2014 年度（平成 26 年度）	 収支決算	 	 (単位：千円、千円未満切捨て)	 

◇収	 入 1,867	 (内	 訳)	 	 受講費 69、寄付金 121、助成金 44、補助金(県費)1,059、	 

賛助会費 102、協賛金 90、その他 151、繰越金 231	 

◇支	 出 1,524	 (内	 訳)	 	 人件費 952、報償費 165、旅費 103、需用費 125、役務費 146、負担金 33	 

	 	 



	 

	 	 



今年度、ご支援いただいた方々を紹介させていただきます(順不同) 

賛助会員 （一口以上の会費をご支援くださいました） 

今井正昭様 今井喜代子様 町田美智子様 福澤佳子様 関口サヨ子様 塚越洋子様 丸山正明様  

矢島扶桑様 木内かず子様 山本美穂子様 尾島勝様 窪田八平様 輿水浩子様 金井詔子様 宮下省二様 

山崎俊海様 飯島幸江様 柳澤実千代様 宮川直様 櫻井秀子様 小林千津子様 竹花千江子様 渡辺務様 

増田善雄様 小林孝子様 小林とみ子様 樋口孝子様 滝沢ひで子様 井沢信章様 中沢京子様 小林節子様 

小宮山よし江様 久保秀子様 小林恭子様 上原登美子様  新参町教会婦人部様 

 国際ソロプチミスト上田様 コーラスかわせみ様(カード協賛) ＵＣＶ様(カード協賛) （株）小西屋様（カード協賛）  

寄付 

山崎敏生様  小林彰様  中村彰様  松崎礼子様  増田由喜子様  宮尾秀子様  樋口光代様  今井正昭様  

今井喜代子様 コーラスかわせみ様  匿名 1 名様 

この場を借りて、御礼申し上げます 

 

チャイルドラインうえだを支援してください 

おかげさまで開局 10 年目を迎えます 

チャイルドラインうえだは平成 18 年 10 月から毎週水曜日の午後 4 時から 9 時まで、研修を受けたボランティアによる電

話受付をスタートしました。平成 20 年 5 月から全国統一フリーダイヤル化が実現し、平成 23 年 6 月からは、毎週木曜日・

隔週水・土曜日」と開設日を増やし、多くの子どもたちの声を聴いています。 

身近に聴いてくれる人がいない時、周りの誰にも言えない話をしたい時、そんな時いつでもかけてきて何でも話して欲し

い・・・そして私たちはそれらに耳を傾けることによって、一人でも多くの子どもたちの気持ちを受け止めたいと思って活動し

ています。 

子どもたちの生の声に向き合う『チャイルドラインうえだ』を支援してください。 

お寄せいただく会費は、チャイルドラインうえだの活動運営資金として役立たせていただき年次報告をお送りいたします 

チャイルドラインうえだ運営委員会 

委員長 小林 彰 

運営委員一同 

チャイルドラインは 18 歳までの子ども専用電話です。世界 130 ヶ国以上の国々で開設されています。 

日本では 41 都道府県 72 団体が実施している市民活動です。（2014 年 12 月 1 日現在） 

 

チャイルドラインうえだ	 会員会費のご案内	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

お問い合せ・連絡先チャイルドラインうえだ運営委員会	 事務局	 

事務局直通電話；090-3565-7086	 直通 FAX：0268-25-2755	 

事務局 E メール；cl-ueda@bd.wakwak.com ホームページ；http://park14.wakwak.com/~cl-ueda/	 

(事務局運営)	 NPO シャイン；〒386-015３	 上田市岩下 502 番地	 

「チャイルドラインうえだ」は、長野県、長野県教育委員会、上田市、上田市教育委員会、長野県医師会、長野県弁護士会の後援を得て活動、運営しています。	 

郵便払込口座をご利用ください。	 ㊟	 払込手数料のご負担は各自お願い申し上げます。	 

口座番号：００５５０－４－９５５１３	 	 	 	 	 加入者名：チャイルドラインうえだ	 

 

賛助会員年会費	 	 個人：一口	 千円	 ・	 団体	 法人：一口	 ５千円	 

カ－ド協賛	 	 ：	 	 一口	 	 ３万円	 (協賛社名を全県小・中・高校に配布するカ－ドに掲載します)	 


