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「着きサマリア人」

言寮

1岐阜ダルク後媛会
i 会長 斎藤幸二

「ある人がエルサレムからエリつへ下って行く途中、追いはぎに纏われた。追いはぎはその人の服を

はぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。ある祭司がたまたまその道を下って乗たが、そ
の人を見ると、道の向こう側を通って行った。同じように、レビ人もその場所にやって来たが、その
人を見ると、道の向こう側を通って行った。ところが、旅をしていたあるサマリア人は、そばに来る

と、その人を見て憐れに思い、近奮って傷に油とぶどう酒を注ぎ、包帯をして、自分のろばに乗せ、
宿屋に連れて行って介抱した。そして、翌日になると、デナリオン銀貨二枚を取り出し、宿屋の主人
に接して言った。『この人を介抱してください。費用がもっとかかったら、帰りがけに払います。容さ

て、ああたばこの三人の中で、だれが追いはぎに纏われた人の農大になったと思うか。」
これはキリストが語られた有名なたとえ話ですが、私はこの話を読むたびにばつが悪い思いをしま
す。というのは、このたとえで、強盗に襲われた人を見て向こう側を通り過ぎて行ったのは祭司、レ

ビ人という当時の宗教家たちだったからです。『私が宗教家だということは、当然宗教的な生き方をし
ているはずだし、密について教えているのだから、当然愛を実践している』そんな馴＼違いをしてい

る自分に気付かされるのです。
善いサマリア人は、まず傷ついた人を見て、飾れに思い、その人に近づき、手当てをし、宿屋の費
用を払いました。邁するということはこのように共感し、勇気を侍って近づき、助け、また負担をす
ることです。この社会には、人生という旅の途中で、傷つき、助けを必要としている人々がいます。
ダルクもまたそのような人々の集まりです。

共感し、勇気を持って近づき、関わり、また負担をする、ということは決して簡単なことではあり
ません。でも多くの方が善さサマリア人としてダルクに対して共感してくだきり、関わってくだきり、

費用を負担して支えてくださることを神に感謝しています。私たちにこれからもそうした力が与えら
れ続けるように祈りたいと思います。
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仲間の体験談

ボランティア・レポート
マサヒ口

供が初めて薬物を使ったのは13歳の時で、先輩に勧められてシンナーを吸いました。

日本ヨーガ療法学会認定ヨーガ療法士

嫌に興味があったので特になんの抵抗もなく吸いました。それからは、シンナーやガ
スを吸う様になってせき止めも飲む様になりました。16歳の時シンナーとガスは吸わ

代表 鈴木美智枝

なくなりましたが、せき止めと処方薬を飲む様になり、29歳まで止まりませんでした。

うまくいかない事を母親や友達に当たりちらしました。いつも薬を飲んでいたので怖
い物などありませんでした。そして母親と電話でケンカをした時、家に灯油をまいて

火をつけて家を全焼させました。それで僕は刑務所に行きました。1年8ケ月で3ケ月の仮釈放をもらって出所
しました。

はじめに

私は、H27年3月14日の岐阜県多治見市文化会館で開催されました岐阜ダルクミニフォーラムに勃Pいたし

ました。その時ダルクの仲間達が「薬物依存症は病気です。今も病気です」と体験発表をされた時、どこが病気
と耀誠しておられるのか疑問に思いました。代表の遠山香焼からいただきました冊子に薬物依存症は社会的、肉

体的、陪神的、霊的に破壊される病気であることを知りました。この症状改善する方法をヨーガ療法は提供する
ことができます。

侯は最初、仮釈放の間の3ケ月間だけいるつもりで香川ダルクにつながりました。それでただ時間が経つのを

待ちました。仮釈放が切れたら今度はダルクにいたら親が安心するからとか罪はろばしのためにいるとか自分に
言い訳をして、自分のためにいるとはどうしても思えませんでした。そして8ケ月でダルクを飛び出しました。

僕の前にダルクを出た人の所に行って、すぐに薬を飲みました。捕まってから3年位体に薬を入れてなかったの
で自分は菜を偉めないでいけると思っていました。自信もありました。でも薬を飲む時は「これを1錠飲んだら

多いけん半錠だけ飲もう」それ以外は何も考えずに飲みました。その後気づくと、さらに眠剤を1錠と安定剤を
1錠飲んでいました。結局薬が止められませんでした。

＊ヨーガ療法の目標

身体機能の調整。心理的側面の調整。様々なヨーガの智恵による完全なる心身両面のセルフコントロールの体

得（無智から生じる我執／我欲からの脱却）
○そこから身体的・精神的・社会的健康のみならずスピリチュアルな健康を作り出していきます。
ヨーガ療法の人間観（五臓諒）−病気の原因はどこにあるか自分で見つけてもらいます。
◎タイッデイリーヤ・ウパニシャッドでは人間は5層の隔てできていると示されている。

そして、また一からやり直すために岐阜ダルクに来る事になりました．ここに来て、薬を飲んでいない時の自

分の弱きに気付きました。まだ来たばかりですが、自分の弼さを受け入れて、生き方や考え方を変えていく襟に
生活したいと思います。

食物鞘 食物から形成されている肉体の屑（体操）
生気輔 呼吸によって体内に取り込む。エネルギー、プラーナで形成の屑（呼吸法）

意思栢 知覚作用と感情、感覚の心理作用が行われる層（静態法・客観視）
理知輪．認知や知的判断を司る層（心理教育・瞑想）
ケイコ

5年前の事です。執行猶予中で妊娠中にもかかわらず、私は党せい剤を使用していまし

歓喜鞘 記憶の貯蔵庫で純粋意識［神様］と繋がっている層（瞑想・心理教育〉
＊五臓説に基づくヨーガ療法の治療と指導をおこないます。

た。切迫早産気味になり、病院へ行くと看護士さんに薬物の尿検査を求められました。当
然反応が出たので逮捕されるはずでしたが、警察には出産もあるからと在宅扱いにしても

不安は

らい、弁護士さんの勧めもあって岐阜ダルクへ通うことになりました。裁判で少しでも刑

・生きている限り不安は生じます。

が軽くなることが目的でした。子供を産み、子供は祖母に預けながらダルクへ行っていま

・不安は軽減、消す対象ではない。

した。しかし祖母が足をくじいて子供の面倒を見れなくなってしまったので、ダルクへ行

・乗り越える対象。

けなくなってしまいました。私は仕方なくNAのミーティングのみに通い始めました。裁判で大盤の埼料を提出

・不安は自分で作り出している。

したので、多少刑は軽くなったものの、私は裁判の直拙こ2人目の子を妊娠し、そのまま刑務所へ行き相変わら

・具体的対応が決まると不安は必要なくなる。

ずめちゃくちゃな性格は変わらないままでした。

・執着から離れられると不安は必要なくなる。

施設長と手紙でやり取りをし、出所後も通うつもりでしたが、結局私はダルクへ行きませんでした。子育てで

壁にぶち当たり、家族と衝突しだしてしまい、私は自分のやり方で対処して結果的に親身になってくれた男性の
所へ出て行きました。党せい剤も再使用しました。そして平成25年11月に男性とのもつれから再び逮捕され

・セルフトレーニングしかない。

・トレーニング結果は練習量に比例する。
以上が幸せをつかむひとつの方法です。ヨーガ療法で静かに自分と向き合いましょう。

て2回目の刑務所へ行くことになりました。親に見放されました。でもここまできて、やっと私はもうどうにも

ならないのだと自覚することができたのです。

ヨガをやっている支援者の方を通じて先生方と知り合い、今年の2月から仲間たちみんなに

刑務所を出て、今回はすぐに自分から女性ハウスへの入寮を決めてプログラムを行っています。自分のやり方
で生きようとして失敗したので、これからは違う生き方で回復していきたいです。まだ来たばかりですが、クリ
ーンな日々を積み重ねて、いつか子供と家族に変わった自分を見てもらえたらいいなと思います。
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教えていただいています。月に2回、様々な身体技法や呼吸法など ミーティングとはまた
違う方法によって自分自身を知り、さらにコントロールするやり方を学ぶ機会となっていま

す。
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女性ハウスだより

施設長だより

岐阜ダルク
女性ハウス責任者勇 陽子

NPO岐阜ダルク

施設長 遼山香

季節も変わり、朝晩と肌寒くなりましたが、皆さんお変わりなくお過
ごしでしょうか。

いつも温かいご支援と、ご理解を本当にありがとうございます。

現在、女性ハウスでは4名の仲間でプログラムを行っています。

先日は、多治見カトリック教会で、ボランティアの演奏者の方々によりチャペ
ルコンサートが開かれました。多くの来場者に恵まれ、新しい土地でダルクの活

生活習慣を変える事や、人間関係の練習や、自分自身を知る事など、
一人では続ける事が難しいので、仲間と共にやっています。

劫を知っていただく機会が与えられました。

中には、子供さんがいる仲間がいます。私自身、子供がいないので、
子供がいるという気持ちが分からないことが残念なのですが、ここにいる仲間がリハビリを終え
て（どういう形で社会に戻るかば色々あると思いますが）その人らしい生き方で輝けることを頼
っています。
これからも女性ハウスの活動をどうか見守って下さい。よろしくお願いします。
感謝の内に

番を引き受けて下さったり、後援会の−貝となり活動資金を集めることを考えたり、ニュースレターの製

ダルクには この方々をはじめ、多くの支援者が関わって下さっています。設立当初から事務所で留守

作や発送作業などにも参加してくださいます。
その他にも、フラワーセラピーやヨガ、運動プログラムのサポートと近年になり支援の輪が広がりを見

せてくれています。
先日も、多治見カトリック教会のバザーに出展させてもらった際、仲間の一人が駐車場係にまわること

になったため人数が足りなくなり、悩んだ未に地元の支援者に連絡したところ、お孫さんと娘さんを伴い

お手伝いに来ていただき本当に助かりました。

薬物依存症というなかなか理解されにくい私達の声に耳を傾け、目立たないことにも喜んで支えて下さ
っている存在があってこそ、私達が回復へのリハビリに励むことができています。

醤菅1こワし垂ら、、、 訪1人の謹・んざ川向己 ・蝉」

感謝します。

「嶋置卸しクミニフォーラム真綿鰍幅庭は自縛です」を軸軸します。

摘、一頭句か、胃一馬午と 輔繭

依存症は死に至る進行性の病であり、決して軽視できないものです。しかし、適切な治触プログラムを
実践すれば必ず回復できるものです。そうしたことを、現在ダルクで毎日を送っているメンバーの体験級
などを通して、参加者の皆機とともに考える機会とします。ぜひお越しください！

日 露：牽虚か年IIRZ9日（日）け：00−Il：00（番付iz：，0）

会 場：加持鯵II鱒北館
（鴫●県彊き市正抑噛nZT且78番地。亀練物●鯖縞質魅から提携15分）

細責：重器

重 き：100ま
つロケ弓ム；接地暮雪のた、雑物鰍な重曹の青筋の（軸曝lh∵タlLりメンバーの傭職鵬．
タルクメンバーへのインタビュー、自動ケル一つの館介、タルクスタツワの摩
難事的申し込軸は不義です．直艦会場まで粛鍵しく館主11。禽繕うしています。
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ご支援のご協力をいただき心から御礼申し上げます
献金者名（6月26日−9月30日）

原政子 光楽実生 姐田宏之 古田さよ子 柴田悦子 筏井敏朝 下条登代子 大垣教会・伊藤久美子 味岡

和子 羽島地区更生保護女性会会長・箕浦久子 中島奈代 揖斐キリスト教会内・高木式子 伊藤直美 青井
初恵 永嶋忠実 北谷雅春 池田時造 松井康代 堀居住広 弁護士・山本亮 弁穫士・伊藤知恵子 高富グ
レイスチャペル・金森洋三 斎藤栄治 加茂保護区保護司会 久保田芳別 型泉キリスト教会 多治見贋司

加藤洋子 山田慶子 小川真理子 稲葉和子 森弘子 嫁本意一 橋島春美 中堀茂広 め同級明 臨済宗
妙心寺派・正頗寺 高瀬松男・つや子 伊藤公一 岐阜純福音教会 木下容子 渡辺真帆 佐原忠司 清水宗

夫 幼さ聖マリア修道会 八田栄子 中西東峰 成井尋江 森弘子 今川キメ子・希美代 弁護士・岡村晴美

山本美佐子 土岐保護区保護司・山田直 戸畔喜久代 加藤洋子 岐阜キリスト教全 天竹幸子 春藤栄子
菅沼登志子 田代事生 中京大学スポーツ科学部・家田島暗 ルーテル岐阜教会 羽島キリスト教会の皆襟
大垣キリスト革命派教会の皆様∴岐阜純福音教会 大垣キリスト教会 弁護士・青木戯二 カトリック五反桟
敷会の皆様 講書グレイスチャペル 蓄積幸二 セルフリカパリー代表理事・猪本光東 加藤充啓 吉田春江
カトリック高蔵寺教会の皆様 笠松キリスト教会の皆様 木曽川キリスト教会の皆様 多治見カトリック教

会の皆様 朝日聖書散会の皆様 多治見教会の皆様 塾イエス会岐阜教会の皆様 可児福音教会の皆様 匿

名者多数
献品署名

岡本敏孝 夢子＆豊和 山田慶子 木下容子 須田 佐原忠司
※お名前の記載につきましては注意を払っておりますが、万が一お名前の誤字・脱字または記載漏れなどござ
いましたら、誠に申し訳ありませんが、ダルクまでご連絡をいただけますようお願い申し上げます。

※発送作業簡略化のため皆襟仝貝に振込用紙を同封させていただいておりますことをご了承下さい。また匿名
希望の方は、恐れいりますが、その旨を振り込み用紙通信機にその都度ご記入下さいますようお願い致します。

※岐阜ダルクでは岐阜ダルク及び女性ハウスの2施設の地代家賃、水道光熱費、専任スタッフの人件費等、毎

月一定の固定費がかかる一方、「中間施設」の性格上、きわめて財務基盤が不安定で、皆様方のご寄付が欠か
せません。引き銑きご理解とお力添えをお願い申し上げます。
難録〃ダルク 重き重言回書 00調0−㌻1077臓∴峻●ダルク種機会

類書画す億基金へのご協力をお疎いもうしあげます

郵便振替口座

00820−3−207230

女性ハウスを支える会

・バザーや地域のフリーマーケットへの参加を定期的に行っていきます。

ご家庭で眠っている新品のタオルや家庭用品や哀願などがありましたら献品のご協力をお願い申しあげます。たくさんあ
りましたらダルクから近郊の方でしたら取りに伺わせていただきますのでご連絡下さい。（058−25十6922）

編集 特定非営利活動法人 岐阜ダルク
編集担当 岐阜ダルク後飯会∴膏藤幸二 鈴木庫一郎
〒500・8175岐阜市長住町7−3

TEIJEAX Oe8251−6922

8mail gihdarc2004＠yah0000Jp
ホ￣ムペ￣ジ htゆ〝gihhmeakuraneJpl

ダルク日記『今日もぐるぐるj http〝duocblogebhjか
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