雪害雪害重量窒善．

新春のご挨拶を申し上げます。
岐阜ダルクニューズレター新年号をお申ナしますo
今年も私達の活動を少しでも皆様に知っていただける部を願って
皆様にメッセージをお届けいたします。
どうかよろしくお願いいたします．

斬年あi富まして病めでとうこきいます
皆標方に費えられまして、岐阜タILケe禽正員も迎える軍部できまし磨．
心事l馴れを申し上げます．
歴年駒に出会プ飼駒調練嚢中の青年が、ある日突館亡く61ほし露．
観は著の出東軍細事っれケ86って岐阜タルク録立へと動き軽め毒し磨。鯵にもa
l博進んでし露加皐．動いて作るしか鯵く、高山、大垣．靖き．中津111．土験、築後調

練幕に番場も−ジを運びましな．岐阜市内も市報師．県庁、撃接、散会、儒間害
に徴願いに上がl購しま．一方で岐阜曾ILq筆録きき会も立ち上げ暮し定が、いる
のは照一人で小さ6駆り活動が続いて行き毒し定．
きれまでの鰻臓電場軍紀っなら．岐阜タルクが璽生すると館U顔l毒し糎．

照がするこ珊今日磨け出会っ艦方々に〆1もージを伝える事意地でしな．峻毒づ
ILり饗宴までに2年隼の録Rを毒し毒し露地あまる倒すに続け顔Iれは必ずか鰭
うと言う粧しです．億の小さ辱活動購、遁山香さんへ亀しっか山賀Iすう徹れ暮し足．
今年華厳皐タルク暢遅さ農があl棒せん．もう少し富強に費えて＜繕奮います録、
心から粛報lul悔し寄書．
鴨勤の内に

タルク外山憲治

〜〜峻皐タルクの仲間の今年の捨置（劃し層うめ）一一
能事、館拳織部から峨置タルクに集 鯵軍をきりくんで結きないです。
裏
亡から、なくさんの備晴雄に出会い．
たくさんの書き手＆事が曲集電機鯵
購Udまして． 去年、麟軍事ILク
支部します． 竜の繕果、とても億に
に相田にきて、今年購入II入精し暮し
きって．さまさま6農機や暑い嘗C．
纏．録の具合か薫く、胸の機に禿筆
要り遭って能事精霊暮雪しな．
に群れられ年回が不寝です． 今鯵と
今年鎗めに倉持くじを2日ひきま
にかく言われ寓暮させる鰹Hです。
しな。 大富と太さでしな． き、言
タイ事
うことで今年の揚賃は「やる観相微
る」。 拳ういう郵持ちも縛って色々

伽の規ヴ
寒い雪を嚢柵入れて
毒筆のIRから亀古きタILクに遇晴軍帽持て、l電柵纏うま
しな．

三富ダルク録立に鴫柵こ、今麟三口の徽食．緒鼠青驚6g
き要っています． 書の轟い中、疎意動け食いや書名活動駿と、簡確で動けを
鍬のてい5人基に出会います． 今までは他人事の機に遇Iiさきこいましなが．
自分が議会農のさする機に鯵II、霜わす良き止観る録に鯵IIましな．
遭幕、嶋車タlLクに道断し．まさに葉え基づに掌り鯵請う．●章一い●とま旬
を言い鯵から．今日も鯵かまきミーティングをしています．
いつもタルクに農地．ご豪農もallがきろございます．
奪いきき番H入れて、噺しII握食いも義持で、a寓言か白書き縛っています．
富強にきってあ定にかい200〇年に辱IIます機．競っています．
重職 鴨

岐阜タルクで・・・
ダルクで雄もII6日軍師謄勧め雷電っ定よ・・・．
ミ一号インケ請韓持って責任書にタルクに連れをいってもらって．I人鰹動に
撃って
とうし●す。軍容XZ讐えこい定． 動議の中でちょっとしな書に
徽章に反応して持なり．年99年enLtいなII、罵ち書か＄かっなIiで．篇
使っこIIる鴫繍ない鯵連絡磨っなし． でも、柑「粛檎
よう」つ軍事筋から入って集る責任書の富をeいて、一
人U◆繕いん磨って震えな．
飯事にきれて教がっ糎。 亀古書．三重．岐〃eMT
に仲間と自分の良で緒けな．触れが足っていなから一
緒にをれな。 バーベルやっていなから、柵ん鯵とでき
な。 鯵軸的関肥後密事はっかIIgっなく箕）
仲間のrhiつてでかいeaっこ幕うま． 粛シトに．
補ん68−縞の再騰あまII震わ鰭II軍でも．1人に鯵っ
摩きき、なれ露鴫に郵つく持ってすごいよの。
岐阜で沢山の出会い、鰻鯖がゐっ定軍、＊シバーの持鯵きん aIIがきねぇ．
龍田タルク∴∴しんすけ
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筒音帯留静静常筒音前借奇骨省帯留雀帝常筒音奇骨静雀常奇骨帯留者静奇骨常脅筒奇骨奇骨奇骨富者苗静前省令奇骨

動しこ重な」という先結く備齢の言葉を震い出します．zO車軸タILクが筒膿
まれた堂慮構今と比べものに鯵ら鯵11腰．簾長篇が轟っ磨書でしまう． 羊の
よう鰭中、タルクの南が調か持続かてい越粛加で電回復の連を歩譜輪める軍部
できましな。 鹸章タルクの轟き動き続ける事が雷雲ますふう．籍一幡露わし
てIIsますが．きれには臨機eh部心事です． とうか今年も麟置タルクを支
えてくgs Iますまう、心から禽置いいなします．
鴫置タlLケ代裏 義山 雷

上7つ王てる王て●ふてる土子dATd王てる王Tjit

の簡II晴か鯵えられました． 奪轡にalIかとうこき11暮し露。
きて、年も鴫か、今日も喚きすさむ豊置ききんの葦の、義教iiIのマ弓●Iシュ
ーズ年足IIます． 迎器の中を摩っているふ「曾lLクの活動樺、連eepを濠

留首肯首肯首肯奇骨帝常骨奇骨首宵管静奇骨奇骨奇骨省骨命帯留常常奇骨帯留省静静前句命奇骨前常奇骨前命令奇骨

暗幕に結繕われな暢置タルクI臓ワオ一ラムでは、龍田、勘合、川嶋．
鮮易、真意、ig籍、びわこ、三重、禁裏、亀吉e加ら録細部応接にかけつけ
てくれ書しな。 鍾賀田館のなめ．教鞭き手性IiLeeの、細事＜からボラ
ンティアの方に手伝ってさらいましな。 著して、農筋合の方やや場面か会
場重義もしこくね暮し定．
葉物鱗確檎義援臓が番いなめ、入部絡まられごても不磨電しなか、Iうら亀
重責の会場接種置き嚇II、儒っとしましな． 賞日の繍「あ烏定かいつ嘉一ラ
ムにeIiますように」と心から禰Ilきし鰹。機種食〇・き＃着実轟きはじめ、
曙食違結締の外山氏．ゲストスピーの一のアーサー精一ランド網繍標の蒙るlI．
賃11ゐIIの粛鰭、持能義の幡魅鯖．タルク的録さの近接氏も縮刷出葉しこ下さ
Ii．著して個よIiも会場に禽越しく磨きいましたたくさんの方勺の禽かけで私
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今年もよろしく粛願いい烏し毒す

命前借奇骨筒音奇骨留骨奇骨常常常常管奇骨首常常奇骨奇骨奇骨常命令奇骨

命

Iヽイヤーバ9−である。 se主掌る着後が韓国しく摩きっ糎使寄書著、タル
ク〇億〇で￡うう．
土〇日は個かき轍糠にきって南軍が番い． 農食の仕事章痛ませて、フォー
ラム会場にgHつけ定が、少し真鯛をLtLまっ書． すなに腰閤南峰の縄簾
であった． 噛あから義館腰分かっていたが、きし齢￠11象欝事で入っ軍いっ
た。 しかしいつもの機器壌軸の書さんやはるきん、字種きんが、要鯖で教か
く迎えて下さり、腰っeしている8億Iiの人か富までをきしこく纏きっに．己
の置かさ鯵．すっと今日まで築いている． ゲストスピーか−e7−か一・真
一ランドきん鶴．曾イ軍隊すい庫ん基づが、後論鯵露の構機に観る主イエス義

の書き郵粛軍郵0538が電重電．さらに後継軍書か露の鯵、78俸どの方勺
の鱗農農でaっ越． ト●うIt曾クーの磨るさんの竃から、撮勺にさられるo
eliひとりの軍曹を細らず真裏鯵調にee入った． きっても録い人電蓄に
患え腰。 きくに農機の筆書ケルケ能義．連山書さんのご論陣に、心うなれ慶
喜憾私一人で憾騎い磨ろう・
．
タlLo柑録義の近接6夫氏麟、，eeiIL一」がケルケの築きであるe言われ
た． 細物のIIL−から京の，IL−き鯵すぼらしいの一言である． 「不慮軍
8人暢一人もい811」という遺筆氏の調も、富豪の調と豊っな．ilL−
されてすでに重代且7 すでに会田〃0ヶ断ちのタルクがaIi．この簾方にも

亀吉〇・三重・躍勘・教書に録立されている． さらに今、三組タルク確報
直筆簾中きいう． タルクの閥かもっと書くの人に知られ．露越され．剥照
されるようにと細って115． 7章イウトの人．意義やまわIIの人．宿敵や鰍
会．一機のん若い人きちにき曇う． 著のきめにHpOesとせ精一ムページ
について．義山書さんに寄書aLに83号、すでに鴨IIe弗強持て禽られると
のこきで観る。 嶋置タルクか3着からいっ基づ韓農し、書くeM機能書直の
方やせきのご軍艦．saHにいる人をの青いの着き85ようにき締り賀っこ11
5。 主縛る物置が教書タルクに億あっている方々に．11っきられき東静電縫
いすく墓さるように． タルクへの庫裏農として．橡の霊書のi甘露書記し纏
い．
「主には持寄粛く入隊篇電辱カを持、重のように農事調って上る．纏っても照

るきき鯵＜．まいても慮れ鯵い．i（旧館賢書・イがや書40軍書I筋）

台命令命令青息命令命令命令青竜命令命令命令命令青色命令命令命令命令命
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竜‥請‥許諾試合前和語命令命令命令奇計爺命令命令命令命令命令命令命令命

命令命令青命令命令命令命令命令命令命令命令命令命令命令命

愉
︒

も すぼらしい●のひきこきで轟っな．このよう鯵青食に細させこいな鯵6、
番告に意表している． わ越しやわたしが置いている教会が、農機鰍練直と鳥
越請って115人墓つきのかかわIiが噛まっ定の韓、今から2年隼履きさえの
2003年IRからである．鍬集．R車日東にHAのミーティング会場として．
競合の一審を経ってい纏鰹くように騎っ糎。 童の鼻かHで．責任書の葉山竃
さんか慮るきんを中心とした＊シI1−の万々との実aIIや、ミーティングにも
きさとさ出させない糎磨くように曾った。
簾きタルク一日年7カーブム調書までの準後と纏言語．きん鯵にかま葉6c
c鱈っなかと患う。 鰻具のかかるタルクにきって．葉会噌辱こきでは善粛か
なえ駿いこきでaうう． 魅食後の竃纏の電機．分掌IIの春遷濃食事さえて11
5番として．病後の善静の寓11へんs暢少し鯵分かる象部する． しかし禽会
のごと震動で鯵く、わたしともの鴨III持鯵日精害はきれ成上とまう． 著の3
着静の 一〇を今回の7嘉一ラムで郵oeeeかで重き． しかし雪粛隊士の個
ものかが．鴫℡タルクの繕慶と重言をつき動かしている8番じ纏． なま個鯵
相田でさえ陣．「日録郵iである生島う． タルクではIヽイヤーバ中一という言
葉かよく使われる． 酸基の言葉で言うee．主イエス書、主塔る接種ご著．

・命

で「農大」鯵東食であった． en人言・越心・軍細さ・棚・寄書・・・きれ

︹命

HAのミーティングのきき豪農書いた鱈いこいた「教書タIL〇一農事7着一ラ
ム」に、大き麟細縛書もって出かけた．登れ鯵自分の轟鵜書越え磨あらee雷

令

日本車iIスト複葉飛 耶競I接合（き経国市）鮒 中標 組億
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命令前条命令青番台命命令o℡命玉野命令命令︒紺青命令命令命令命令令脊命令︒−出合命令育命令命令o雷告諭命令前0−佃︒何︒−鉦へ−宜

命令命令命令命令合意前命令命令命令命令合命令命令命令命令

e裏−き℡cましな．aIIかきるご葺IIeし

貢宣吉の基山書きんが．軍営によく類ilっ
てaeheeIle軍書●す篇

なl

轟〃e

一に重UeLe．

書方鯵ごの軍で．人〃鋤にすIIa裏書きれる

なし●う． 病後章仇の蓋寄、基の〃営oe

後置ケルoI〇年粛あでeう．
tさんの類義IIem場です．

tIl青色が賀意軍費88人Mに青書きく丸3

重重劇翰う

れしい越し8g重量錆重し書細か憾雷さらい．

8億U裏書．

後置atee韓着後の病人満

の置き．強電を〃っtIltよく分かり裏し越．
中一が一意−うシド〃のユニーク竃．とこも

竃さく、かつ魅強にeII書しき．

lleA重曹の重機に、aeeee観に．育II

日暮人隊士に日章のま化・因を書置く齢嬉し

つづけな下sIL

で寄られる事に重心し書しな．

ピア簾● ウイ

enea農具teの書置き惰れ墓事も能書と

えられきし纏8．
e億している人の越しは重篤にきって●営

構築するe重い裏書． ○○．徽章タルクの

きれから．曾山oetsA．

鱒にこの日

の後に、購一照の禽し●れtLで、トうなの

7嘉一94裏置いて露地こきう曇り重しに．

電とれシegで種重し書き持越書方．心から

外山・遺書・アーサ一意−ワシド氏の軍営e

調します．

eA基の話をOIl雪農にじーんときましな．

て、細を絡わきい着後か日章にeっこいく軍

縛にアーサー氏のたし麟能書に継後れか然り

書心から〃ってい裏書． 曹きん、〃青嶋大

超した引き込まれ書した． きしこ．〇億L

場に． 篇書の一灯eしこ、わずかですか、

tII番人基eEJteIItM雑書止観置ける

これから書き後書きせこ11にきき裏書．

事のま富合が伝わってeeした． これから

細ttosllet量らないっ

書籍i農雑食∴綱田 ひる繍

87嘉一94に良書竃震うと曇い寄書．

12／2
12／3

本巣市立本巣中学校糠漬∴愛知県立大学講演
NAPIセミナー

ライファーズ上映会＆抜上香草一夕セッション

12／5∴∴∴∴客筋原病院・薬物ミ一一テインケ

12／10

慈恵中央病院NAミーティング カウンセリング勉強会講話

12／17

飯皐ダルク1周年フォーラム 12／18 カトリック五度桟敷会講演

12／19

各務原病院・薬物ミーティング

12／22
12／25

岐阜商社会福祉協議会・寄付金贈呈式
おがせキリスト教会ゴスぺ）い、ウス・クリスマス会参加

12／311／1−3中部エリアNA年末年始フェローシップ（三重）参加

★ −12月31日受付分（敢稀鴫・順不同）
たくさんの皆糠より献金・獣嵐か、た擬して、有競うございます。
引き験き、昏鶴の心温まる、ご支援を心からお願い申し上げます。

大須賀すみ．田圃喜美江龍田千摩苫田和鴫「薗井酒小身浩一蟹田参三
鈴木邦雄日比野仁穂波万有虫架橋之吉田和庫渡辺葉子水盛正一森粥生
伊嚇幸雄綱田陸棚近疎香子後離寛子三輸須臆子鵜原薄手小糠ひとみ
西縛由美子向井久美子上田千津子鵜池柑轍Nクログヨシコ継仁前腕・西野敏夫
蘇川・倒木法律事務所／蘇IiI幸江・鈴木雅雄各藩慮病院・天野宏一

駐慮中央精院・機谷仁英日譜加敢会・中根汎信フィット薬局・中田周三ダルク後緩会
ピア岐阜岐阜県薬剤師金森清クリニック難業運愛知象蔑会インマヌエル岐阜キリス

ト敦会カトリック城北機散会カトリック虫マリアの薫風邦修道会大垣敦会可児福音教
会日本キリスト敦会岐阜敦会カトリック五度城敦会・信捷カトリック高蔵寺敢会

動因雷電
アイ岩見批名手穂波かずゑ
＊皆棟のご支援に心より慮録申し上げます。

お振込みの照は、匿名を希塵される方は、恐れ入りますが、その旨を振込用紙にご記入
下さい。なお翠翰ながら、発送作業簡略化のためは、すべての皆糠は撮善用誠を同封さ
せていただいておりますこと持了承下さい。
一部の方におきましては、こ連絡先が分からず、鋤礼状をお出しできず、心苦しく思っており

ます。お名前や住所に不備の有る場合もぜひ、ご連鯖下さい。
●創刊号に掲載しました名古屋ダルク後援会はダルク後援会が正しいお名前でした。お
詫びして訂正いたします。

●￡

一Tを

●亀

●くれ

●ゝ

●鼻

〇年

A葛丁を

●ゝ

一Tで

〇年

●年

〇年

aTで

〇年

2部

調

峨棚

首
命

既日

常

在日昇竜ク骨青首常前借甫霜・計宵命令者青苗青竜 常帯電帯省令

L

き●こも重職LtIl裏書． 寄書きから青II農

機年賀書き曇ります． 3着からe讐しんで

12月活動報告

●急きでふて竺9も●IAT王7年●たきでふて生9人●克己でふ▼さ●ぇ●一てこ▼き●魚心で上場を●てこ▼竺鱒を一て

番n重篤会 ひるりん

〇年

ドか出す裏書Lsから賀き暮しと・・・．

aさ●ehにも8日．基いき語ってよかっ越

〇年

いっ麟きしきし合．

〇年

い象持ちに縛り、重義のかす分かれ書まで裏

で嘘いきらかっ3事いき．く纏eeIIてワイ

L

入っeHL6着Ii書しま．要が出すetss

一丁や

食の物置と書面させてもらlleJ烏龍、簾し

〇年

しteelI賀持ちに掌れました． 義勝教義

うムなした．7章一うAePでの重し鯵置き

●亀

hJ震っていて、ete書か11重鯵の？嘉一

〇年

か書かたくさんいき事．鱒なtt持つ教義き

●l

食後電麟eAe輸○機番かしこい亡、言寄n

〇年

衛竃に少しでe重くeeの軍隊．基い血書

●実

た．

〇年

して下さったこき鯵、ケルクの翻劃．

●ゝ

ら．後に良書つっ3繍鯵から重き日暮eeし

︑
●

うしない書き置U暮した． 後置さん龍雄き

●泉

場語がわからず、物置に重雄しこOeeか

●ゝ

書き一審纏と言うのに．かっeIIe標章覆

年の7章一うム仁義重し●しき．

●鼻〇年〇年●泉●EdてふてふてiTiTiTLTふ▼ふてAT土7生ずさ9ゝ9号●匁〇年〇年●貢dEd

基軸重篤会 田審 裏
書か照らか、輸〃き一義に農事タルクIO

若 葉 葉 書 嘉 欝 鴬 鷲 驚 喜 魯 著 書 著 書 露 前 書 欝 鷲 鷲 鷲 宮 雷 密 書 論

説

君田畠調へ宙へ宵針山音調へ宵奇骨昔2︐割帯首肯常の何首禽川前辞−如何前帯留静帯留盆山へ音符藷−密議功出勤同省前者調主音帯向面前の宙か財前和何首も恥入高音か巾か仙骨

常宙帝宙甫帯電，前者前首肯常前者祐前衛省常青首帯留常静骨甫帯符留

献金のお願い
ダルクは皆様の善意の寄付によって支えられています。しかしながら、薬物依存症には

偏見と無理解が多く、なかなか活動資金が妹まらず皆しい迎薯を強いられています。
大変心苦しく思いますが、どうか私たちを助けて下さい。
培槌のご協ノ）をお願いいたします。
郵便振替口座

00飢0−6−167762

岐阜ダルク後援会

銀行振鈴［1度 十六鍋〒 的屋町支店 普通，1261434 岐阜ダルクI腰 遁山 番

編集後記
新年明けましておめでとうございます。
岐阜ダルク1周年フォーラムの感想を沢山の仲間からいただき、とても餌しく
思っています。 そして、誰よりも早くいただいた原稿を読むことができることを
幸せに思っています。 ニューズレターを作っていく上で、大功にしていろことは、

書いてくれた人の原稿に忠実であること。 基本に忠英に原稿どおりの生の戸を
伝え続けれるようにしていきたいと思っています。

最近、喧しいことがありました。 新しい？出戻りの仲間が抑えたことです。

今年はどんな仲間と出会えるのでしょうか？∴沢山の仲間と出会えることを
楽しみしています。
私の今年のテーマは

愛賀 そして、出会いと駐験。 ニューズレターを通して、

そしてダルクの仲間や支援してくださる方々を通して、 命のリレー のお手伝いを

させてもらいながら、私自身も成長していきたいと思っています。

次は貴方に凍楠をお願いするかもしれません。 ぜひ、嫌がらずに訊、て下さいね。

〜新たなる年に感謝と祈りをこめて

☆ ☆ ☆（駄猫じじ）

★網袋

岐阜ダルク

〒顔）0−8175 岐阜面皮住町7−3
TEIJFAX o58・261・6922
8−人へ

つ′7ト

レスhupIIwww8mつJletOrJLI／つlmnyOt）／yrlld rcInLiexhLml

郵便振替口座 00840−6−167762 岐阜ダルク後援全

銀行振替口座 十六銀行 問屋町支店 牲通1261434 岐阜ダルク 代表∴通山 岳
★ 定価 一郎・10（）的

★ 発行者∴岐阜ダルク
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