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公益社団法人 被害者支援センターえひめ
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相談の内容は、決して漏れる事はありません。
安心してご相談ください。
面接相談もできます。（無料・要予約）

相談
無料 相談電話　☎（089）905－0150

火～土　午前10時～午後4時

まずはお電話ください。

〒791－1114　愛媛県松山市井門町544番地4
TEL（089）905－0170　FAX（089）905－0160
E-mail　info@shien-ehime.or.jp

［発行］

愛媛県公安委員会指定　犯罪被害者等早期援助団体

公益社団法人 被害者支援センターえひめ  

令和２年、何となく馴染んできたような気がします。今年は東京オ
リンピックが開催されます。前回（1964年）の開会式、快晴の大空
に描かれた五輪の輪は、多くの国民に感動を与えました。最近の多
くのスポーツ選手は競技を楽しみたいと言いますが、この五輪の舞
台に上がった選手たちこそ、その試練での勝者としての表現なので
しょう。24時間・365日の鍛錬があってその究極の目的に達する道で
あれば、犯罪被害者支援もこの途切れない支援の中から自ずとその
目的が達せられるものと思っております。

編　集　後　記

イオンスタイル松山で買い物を
して、レジ精算時に受け取った
黄色いレシートを店内備え付け
のボックスに投函してください。
レシート合計の１％分の品物が
当センターに寄贈されます。

ご家庭や職場の読み終えた本やＣＤ・
ＤＶＤ・ゲームを寄付してください。
株式会社バリューブックスから買い取
り相当額が、公益社団法人全国被害者
支援ネットワークを通じて当センター
に寄付されます。

毎月11日 イ
オン・デー

幸せの黄色いレシートキャンペーン

賛助会員・寄付

ホンデリング 
～ホンデ広がる支援の輪～

ひめぎんＪＣＢカード（asita）を使うことで、愛媛ジェー
シービーから成約
毎・利用額の一部が
当センターに寄付さ
れ、被害者の支援活
動に活用されます。

asitaカード
～カードのご成約、ご利用で被害者の支援～

ココです♡
↑

［賛助会員年会費］
　　個人　一口：1,000円     　法人：一口 10,000円
　　　　　※一口以上何口でもご加入いただけます

［寄　付］
　　金額や口数に関係なく随時受け付けています。

　

広　報　活　動

『被害者支援センター えひめ』の活動を支えてください！
下記詳細は事務局までお問い合わせください。

●第一自動車教習所バザーの募金活動

●松山南地区犯罪被害者支援バザー ●県警音楽隊・ふれ愛コンサート

10月26日（土）東温市中央公民館で松山南地区犯罪被害者支援連絡
協議会主催の被害者支援バザーが開催されました。

地域の皆様ほか企業・団体の皆様
のご協力によりたくさんの各種物
品をご提供頂き、後日、主催者様
からはその売上金として当センタ
ーに30万円を超える
ご寄付を頂きました。

「犯罪被害者週間」の取り組み紹介

●記念講演会の開催

「犯罪被害者週間」は11月25日から12月1日までの1週間全国一斉に行われました。
当センターの取組みを一部ご紹介します。

９月21日（土）四国中央市のしこちゅうホールで県
警音楽隊ふれ愛コンサートが行われました。中で
も、川之江南中学校吹奏楽部の皆さんとのコラボ
は美しくかつ迫力がある演奏でした。
馴染みのある曲目もたくさん披露して頂き、自然
と体がリズムを刻んでしまうそんな楽しいひとと
きを過ごすことができました。

10月20日（日）松山市の第一自動車教習
所内でイベントが開催されました。会
場の一角をお借りして、来場の皆さん
に当センターのちらしやティッシュを
配布し広報啓発活動を実施しました。

みなさま
たくさん

の

ご支援あ
りがとう

ございま
した

11月24日（日）松山市総合福祉センターで、東京から本郷由美子さんを招いて
記念講演会を開催しました。

第１部は、平成13年に大阪教育大学附属池田小学校児童殺傷事件で、当時小
学校２年生だった愛娘を亡くされた本郷さんが「いのちの重さを見つめ続け
た18年～愛（かな）しみと共に生きる～」と題して講演され、来場の180人
は本郷さんの話に耳を傾けました。

第２部は、愛媛県警察音楽隊のミニコン
サートが行われました。
音楽隊の心のこもった演奏は、美しい音
色の中に力強さと温かさに溢れ、会場全
体が穏やかな雰囲気に包まれました。

●犯罪被害者週間広報キャンペーン

●街頭キャンペーン

＊＊＊ 参加者の声 ＊＊＊　（アンケートから抜粋）
♥忘れかけていた人への思いやり、人と人とのつながり等、思い出させるお話であり考えさせていただいたお話でした。
♥（略）本郷さんのお話を聴いて、前を向いて活動されていると知り、私自身もそんな風に考えられる人になりたいと強
く心打たれました。私は将来小学校の教員を目指しています。教員になることが出来た際にはいのちの尊さを子ども達
に伝えていきたいと考えています。

♥事実に基づくお話で同じ母として胸に迫るものがありました。私も子供にかかわる仕事をしていて、立ち止まることが
何度もありますが、今日の話をきいて「よりそう」ことの大切さを改めて思いました。本郷さんの今後の活躍を応援し
ています。

11月17日（日）伊予郡松前町のエミフルＭＡＳ
ＡＫＩにおいて「犯罪被害者週間」広報キャ
ンペーンを行いました。
買い物客や家族連れで賑わうショッピングモ
ールの玄関前で、犯罪被害者遺族のパネル展、
パトカー・白バイ展示、チラシの配布、また
子供たちには風船を配るなど被害者支援への
理解を呼びかけました。
そして、たくさん
の皆様に募金のご
協力をいただきま
した。

11月22日（金）早朝、松山市駅前の坊
ちゃん広場において「犯罪被害者週
間」街頭キャンペーンを実施し、通
勤・通学中の皆さんに記念講演会開
催案内のチラシを配布しました。
　

全　国　表　彰
10月18日（金）全国犯罪被害者支援フォーラム2019（東京）において、当センターの田所和
人センター長が『犯罪被害者支援功労職員表彰』を受賞されました。
　　　　　　　　　多年に亘る支援活動の功績を称えて表彰されたものです。

今回の受賞は、センター全員の代
表として頂いたと思っております。
支援員・事務局の皆さんに感謝を
し更に支援活動の充実に取り組ん
でまいりたいと思っております。

センター長　田所 和人

犯罪被害者支援功労職員表彰
被害者支援センターとちぎ

岡　祐理恵 氏
ぎふ犯罪被害者支援センター

塚本眞美子 氏
被害者支援センターえひめ

田所　和人 　
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　令和になって初めての正月を晴々しい気持ちでお迎えになられたこととお喜び申し上げます。

　平素は、犯罪被害者支援活動に格別のご支援・ご協力を頂いておりますことに厚くお礼を申し上

げます。

　当センターでは、犯罪により苦しんでいる犯罪被害者等が１日も早く元の平穏な生活を取り戻せ

るために、電話・面接相談、直接支援等の支援活動に取り組んでおります。

　さて、当センターは、平成13年３月に、任意団体である「被害者こころの支援センターえひめ」

を設立以来18年になります。平成26年４月に公益社団法人となると同時に団体名を「被害者支援セ

ンターえひめ」と改称し、同年９月に、愛媛県公安委員会から「犯罪被害者等早期援助団体」の指

定を受けて５年になります。

　犯罪被害者等早期援助団体とは、「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関す

る法律」第23条に基づき、犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等が再び平穏な生活

を営むことができるように支援するための事業を適正かつ確実に行うことができる非営利法人であ

るとして、都道府県公安委員会が指定する公的認証制度であります。

　指定を受けますと、警察本部長等から、犯罪被害者等の同意を得たうえで、犯罪被害者等の氏

名、住所、被害の概要に関する情報等を当センターに提供されます。

　提供を受けたセンターは、犯罪被害者等が被害に遭って混乱状態にある初期段階から必要な支援

を行うことによって、被害の拡大を防ぎ、回復を早期に図る効果的な支援活動ができるようになり

ました。

　現在、公安委員会から頂いた情報提供は、年間２～４件で全国的に見て若干少ないようでありま

すが、警察と緊密な連携を取りながら情報提供を積極的に頂けるように努めてまいりたいと思って

おります。

　この５年間の支援活動は、電話相談122～221件、面接相談29～56件、付き添い支援等の直接支援

23～55件のほか、弁護士との合同法律相談、臨床心理士によるカウンセリング、広報啓発活動等の

支援活動を行っております。

　今後の課題として、犯罪被害者等が求める必要

な支援が適切にできるような人材の育成と必要な

支援活動ができる財政基盤の充実等を図り、支援

員と事務局員がワンチームとなって犯罪被害者等

早期援助団体として重責を十分に果たせるセンタ

ーとして充実・強化を図りたいと思います。

　今後とも皆様方の一層のご理解とご支援を賜り

ますようお願いをいたします。 Ｈ26.9 「犯罪被害者等早期援助団体指定式」において

犯罪被害者等早期援助団体の
　　　　　　　指定を受けて５年

公益社団法人 被害者支援センターえひめ　　

センター長  田　所　和　人

㈱瀧和塾宮内校

㈲キホクおしぼり

愛媛銀行研修所

学校法人
聖カタリナ学園

㈱モバイルコム

合同会社
えひめ森林発電

高浜公民館 愛媛綜合警備保障
今治支社

波止浜興産㈱
はしはま自動車教習所

波止浜興産㈱
アクティはしはま1F

波止浜興産㈱
アクティはしはま2F

波止浜興産㈱
今治北インターSS

㈱新来島ドック
鳥越寮

サラダ館吉海店
ヤマキチ大島店

㈲シーサイド
ふたみ

愛媛県森林組合
連合会　木材部

協和道路㈱

愛媛銀行
末広町支店

四国ガス
第２ビル

愛媛綜合
警備保障㈱本社

㈲栗の里
なかやま

愛媛県森林組合
連合会　保全部

愛媛県森林組合
連合会林業会館

ダイワロイネット
松山（10階）

社会福祉法人喜久寿
ウィルケア高浜

伊予森林組合

高市宅治方

道の駅
天空の郷さんさん 宇和島自動車学校 南予森林組合

日吉支所
ナンレイ㈱
松野工場

愛媛綜合警備保障
宇和島支社

道の駅
きさいや広場

㈲レジャー
ナングン

AID建設㈱ 社会福祉法人常美会
おくらの里

社会福祉法人常美会
広瀬の里

浅川造船㈱
東予工場

日新製鋼㈱
東予製造所

愛媛綜合警備保障
東予支社

㈱ガルバ興業
西条工場

大王製紙㈱

愛媛綜合警備保障
四国中央支社

㈱寒川高井電機

エリエール
ライフ㈱

愛媛県建設業協会
四国中央支部

四国中央
自動車学校

大王海運㈱

㈱ 昔　屋愛媛県森林組合連合会
西予木材市売場

愛媛綜合警備保障
大洲支社

♡自動販売機設置のお願い♡
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社、
サントリービバレッジサービス株式会社、
香川ペプシコーラ株式会社をはじめ関係各企業・団
体等のご協力により、自動販売機の販売手数料の一
部を寄附して頂いております。
設置場所をご提供くださる企
業等がございましたら、支援
センター事務局までご連絡く
ださい。

犯罪被害者支援型
自動販売機 はここにあります!自販機の設置で被害者支援

V.S.E

「敬称略・順不同」


