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新年度を迎えて
岐阜ダルク
施設長 遠山香
嬉しいお知らせがあります。一つ目はセカンドハウスを2月に開所することがで

、一・￣，

きました。名前は聖書に出てくるノアの箱舟からとり、NOAH（ノア）としまL L一一一一

一
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た。開設のためにご飯力いただきありがとうございました。

二つ目は岐阜ダルクに熱がり、回復プログラムに取り組み続けた仲間が、4月から岐阜ダルクの
職員として一緒に働くことになったことです。仲間は岐阜ダルクに繋がった当初からいつかダルク

で働きたいという希望がありました。生活保護を受給しながらル、とりする生活から就労プログラ

ムに移行。自分で働いたお金でダルクの入所費用を支払ったり、お金を貯めて、様々な地域で行わ
れてる自助グループに参加する。就労を1年続ける頃には生活保護を切り、納税者となりました。
ガス・水道・電気などの光熱費のかからないダルクの生活から一人暮らしに変わり、お金をやりく
りしなから生活を続けています。ダルクの殿員になるには様々な経験をしてもらうことが必要でし

た。後に続く仲間達にその経験が役立つのです。これから仲間達の回復を共に支えていく仲間がま
た一人増え、喜びでいっぱいです。
一方、ちょっとさみしいお知らせもあります。平成20年5月にNPO法人を取得し、岐阜ダル

ク後援会長だった由井神父様が理事長となったことから後援会長をお願いし快く引き受けて下さ
った現在の岐阜ダルク後援会長の寛恕幸二先生が牧師職をリタイヤされることになりました。しか

し、後援会長をルーテル教会に新しく来られた徳弘牧師先生に引き継いで下さることになり安心し
ました。長い間、私達スタッフや仲間達を励まし、祈り、支えて下さいました。斎藤先生との関わ
りがなくなるわけではありません。これからもダルクの良き理解者として頼りにしているのに変お
りありません。

日曜日には様々な教会で活動紹介をさせてもらっています。たくさんの方々が岐阜ダルクのため

に祈ってくれることから、今まで様々な困難を乗り越え活動が続いていると言えます。私も人のた

めに祈り、何ができるか神様の声に耳を傾け行動することを生活の中にもっともっと取り入れてい
きたいです。
i＼

仲間の体験談
ぼたん
私は、放火をして逮捕されました。鑑定入院をして、医療観察で2年半入院をし、退院

ボランティアだより

した後3年の処遇（注）かつきました。1人暮しになり、すぐお酒を飲み続け、それがハ
レてまた入院。1人ではどうにもならなくなり、施設に行く事になりました。みんなとう

まくやれるか、入院生活も長く体力的にもついていけるか、色々不安もあり嫌でした。け
れど、行ってみるとみんな良くしてくれました。不安は消えたけど、プログラムでミーテ

＿i

二二〇し
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植村 昌子 先生

イングをしたり運動をしたり食事を作ったり、昔から面倒くさがりで何もしたくない私は、

￣−￣竜￣．▲∴

嫌々やっていたし態度も悪く言われた却こいちいち反発をし、やらずに何度も何度も施設を出たいと喜っていま
した。 病院へ戻り、そこでもミーティングをしました。話していく中で、仲間にしてもらった事、施設でやら

なかった事、もう1回やり直したいと思い施設へ戻ることが出来ました。私は、続ける事、受け入れる事がなか

料理プログラムに椙柑昌子先生が来てくださるようになり2年が経ちました。

なか出来ません。今、施設に戻って来て、3ヶ月経ちます。以前施設に居た時は、昔と同じお風呂に入らない食

今年の1月で、なんと100回記念を迎えましたIl

事も作らない化粧もしなかったけど、今は自分なりだけど出来ています。嫌だった運動も走っています。少しず

そこで今回、先生にインタビューをすることにしました。

つだけど周りの人達も変わったと言ってくれます。この生活が1人でも出来る糠に訓練しています。時々、面倒

だと思う事もやっています。まだやれていない事もあります。お酒がなくても楽しい事、まだまだ沢山あります。

今まで気づかなかった事を、みんなのおかげで気づくことが出来ました。その事に感謝しています。時には苦し
い事もあります。お酒でゴマかしだいと思う事もあるけど、ちょっとずつ乗り越えて行きたいです。
ありがとうございました。

（編集部注処遇・心神喪失者等医療観察法に基づき保護観察所による精神保健観察に付されること）

◆植村先生は最初、依存症に対するイメージはどうでしたか？
暗くて・怖い・・そんなイメージでしたI

い実際に岐阜ダルクに来る前と来た後とでは、どうイメージが変わりましたか？i
想像も出来ない見たこともない世界だったので慣れるのに時間はかかりましたが、今はうちの息子連と変わ
らないような気持ちで接することができています。

ギヤ／プル依存症のウメチャンです。

前回の体験談後、入寮4ヶ月目以降は、苦しい時間が長く続きました。自分の欠点

◆岐阜ダルクにボランティアに来てから毎回意識していることはありますか？
料理のことやダルクの人たちとどう接することがいいのか、毎回来るたびに復習と予習をしています。勉強

のため、人の悪いところばかり目につきイライラしてばかりいました。そして、人と

することが欠かせませんが、勉強をさせてもらえているという気持ちです。

比べ、なぜあの人ばかり仕事が与えられるんだ、スタッフは何を見ているんだとさら

岐阜ダルクの人はそれぞれに反応も違うし、一人一人に個性があった。その違いにどう対応していけばいい

にイライラして、スタッフに噛みつくようにもなっていきました。イライラして上手

かこちらも考えさせられましたね。さかけを意識しながら一緒iこ料理をして、わたしも今は楽しんでいます。

くいかないのは、自分が高学歴だからだと言い訳し、周りの人を小パカにしていると、
全員敏のように感じ、ギャンブルをしていた時のように、孤立していくようになりま
した。何ヶ月も苦しくて、ついにどうにもならなくなり、そこでまたスタッフに相談をしていくと、散々

i◆最近新しい仲間も増えてきましたが、仲間と壊する中で感じることはありますか？i
口数の少ない人と積極的に揺することができる人がいるなと私なりに感じますが、なるべく口数の少ない人

傷つけたにも関わらず、スタッフは受け入れてくれ、相鮫にのってくれました。

それからは相談して提案されたことをチャレンジしていきました。演劇の台本作り等、一人の力ではで

きず、スタッフ、仲間、演劇の先生に知恵と時間と労力を借りながら、何回も失敗し無事成功を収めまし
た。そこで初めて、できなくても人に助けられながら生きることを学びました。孤立して一人で悩むので

i◆岐阜ダルクの仲間たちと接する中でこれiよ良かったと思うことはあります訪
岐阜ダルクの人と綾するうちに、自分の息子連への感謝の念が湧いてきました。息子からも「ダルクに行

はなく、人と協力して生きることで、人の良いところが見え、悪いところを見てイライラすることが減り

けてよかったわ」と言ってもらえています。いい意味で岐阜ダルクの皆さんからエネルギーをもらえてい

ました。すると自分の良いところや幸運だと思えることも見つけられ、こんな自分でも大丈夫と前向きな

ます。

気持ちで生活できる自分になれました。
最近は、新しい仲間が増え、自分が仲間を受け入れる立場になりました。そこで初めて、受け入れてく
れたスタッフや親の気持ちを知ることができ、仲間を受け入れながら生活することを続けています。その

おかげか、笑顔がいいと言われることが増え、信頼できる仲間が何人かできたことに本当に感謝していま
す。

◆ボランティア活動を通しての先生の目標はなんですか？
健康である限り、岐阜ダルクのボランティアに行き続けたいとは思っています。
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2∴i姐的地軸仰数日
5
スノーボード
6
鵬義織奈新における乗物再乱川肪iIプ〔，グラム・ステップアッププログ＝
7
ルーラル岐申教会ワーク、 岐申ダルク後援会
8∴∴l皮1，しコミュニティカフェれんげ∴∴9∴∴魅的値誰榊談P
lO 般i手ダルク家族会、∴日本キリスト殺会名蛇散会にて活動紹介
カトリック南山散会にて活動絃介

12 符謝帰航院にてケア会館、 性根刑偽I万邦的離脱施鴻
13 薬物妃雄和駁日
客筋原描院メッセー14∴ヨーガプログラム
15 軸ダルクフォーラム参加
16 薬物地謡相談日
17 カトリック湛散会（こて活動節介
iI本キリスト蚊箪派岐Q加納教会（こて飛勤弘介

19∴粗瞥相馬新薬勃離越施持
20Ili縄防止推進計画策賞を貝会
保護龍頭I折におiする薬勘再見相聞iiフrlグラム ステップアッププロタラ
Iiをメノナイトプレザレン散開塵Oi飯キリスト教会にて活動紹介

2i−22 ギャンブル依存症肝修会缶加∴22∴陶芸プログラム
23 嬉駒場商和牧口、 フラワーセラピー
24 蘭，しダルク家族会、∴カトリック加地散会にて活動紹介
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2−4

日本原僚教団高蔵寺ニュータウン敵全にて活動紹介
岐阜ダルク蜜駁仝
多治見保誰司会来助 Ie 療駒咄細面破ロ、各務原稿院メッセーン
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セブンスデーアi・ベンチスト抑8名●1，歳キリスト殺会にて活動織介

飯物種誰何綾部
24ii本′、プテスト連盟東山キリスト教全くこて活動舶介∴∴岐阜タルク衆強食
25 行跡原稿院メッセージ（クロッカス）

26∴粍成仰周明開削勅勘由緒種∴∴∴281∴ヨーガプログラム
30

、▲ ．÷ I閲 に＝ま検案漢

ヨーガプログラム 14−18 瓶池の森イオン各務原出店
各務原楕院メッセージ（クロッカス）
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i救世軍名古屋小隊にて活動紹介

レクリエーン／≡）こ／〈映画鑑賞i食べ故四・ンaiツビンの

部

：醒宇な仲間も碍語な仲間も
；一緒に練習しました。みんなへス
；卜を尽くせたかなつ（まきひろ）

3i 救世呼名古座小隊にて活動紹介、11本キリスト牧田i軌山教会にて活動釧介

（ステップ）
5∴i糾励麻病院メッセージ（クロッカス）
6
薬物妃話相鉄甘 めくおくフリーマーケット出店

l

ま￣／

iカトリック書棚教会にて贈呈式
連盟いのちを守る運動が

9∴∴∴カトリック琶鵬散会にて活動鍛介 贈ill天、憾公用鹿所勅鴛接指導
各節椰病院メッセージ（ナチュラル）

あり、その中の基金の一部

i O 耀物租雄和鋲0 各節脈病暁メッセージ Il∴ヨーガプログラム
i2 岐阜コミュニティカフェれんげ ie∴薬物補記和談日

i411本山田蛇宙教団多治見中央キリスト救会にて活動繕介、
油粕佐織キリスト教会にて活動鍬介、厳重ダルク家族会
i6 鵬要岨涼i三部こおける藁約両乱用眈iiプr′グラム ステップアッププログラム、

ふれあい会館にて陶芸敵兎、名書凧iii央キリスト教仝（婦人会）にて龍動鍛介

各務原病院にてケア全紙
将校刑務所薬効離脱指導
し8 三J−ガプログラム
保護鶴祭所における薬物再出周防irプログラム・ステップアッププログラム
鶴i芸プログラム
20 駆動愈誰相談日
22 JCCA復員仝
2：i保護麟察所における薬物高札周防iIプログラム ステップアッププログラム
24i峻亀ダルク後援会
25 ニェーズレダー難送作業

や

17
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とって下さってとても温かい雰囲気でした。こういっ
た時間があることに心から感謝できるようになりまし
た。ありがとうございます。（マユ）

Step houee

セカンドハウスNOAHだより

鰹

よ

スタッフ 宮嶋慶子

り

スタッフ

山田興久

今年の桜は、美しい時が受かったように思いましたが、皆さんはこの春を楽しんでい

皆様、こんにちは14月から岐阜ダルクスタッフの一貝として加わることとなりました、依存

症のケイコです。それまでは介護の仕事と並行して岐阜ダルクの仕事をしておりましたが、介護

らっしゃいますか？Step houseO）仲間たちも、毎日の運動の際に梅の花を見に行きまし

の仕事もちゃんと退職して（過去け仕事をきちんと辞めた経験がありませんでした。）なりたか

たし、桜の木の下でミーティングを開きもしました。薬を使っていた頃にはほとんど感

ったダルクスタッフになることができ、心から喜びでいっぱいです。温かい気持ちで見守ってい

じることのなかった季節の移り変わりを、ンラフの今は喜びながら過ごしています。

今年になってから、何人かの仲間に変化がありました。一人暮らしを始めた仲間、就労に行き始めた仲

たたけると幸いです。
さて、セカンドハウスNOAHは今年の2月に開設されました。素面での一人暮らしを経敦するため第1号として

私が住むことになり、セカンドハウスでの生活がスタートしたのです。回復の嬉しさを噛みしめる自分がいました。

と即、きゃ、早速私に病気全開となりました。築年数が古いセガ／ドハウスのマンションの水道（な見ると結構な

間・復帰した仲間。新しい仲間も加わりましたし、4月には一人の仲間がスタッフになりました。それぞ
れがンラフ（注）の生き方で、チヤレンシをしています。
しかし、Step houseのプログラム自体に変わりはありません。毎日毎日、ミーティ／グ・運動・自助グ

汚れがこびりついていました。見た瞬剛こ「もう我慢できん−」。私の掃除スイッチが入りました。仕事や自助グル￣

ループのミーティングをへ−スに、仲間と共に過ごします。平成から令和へと時代が変わります。だから

フのミーティング

と言って、皆さんの毎日に特別な変化がある訳ではないでしょう。しかし、時が経つうちに、何かが以前

と忙しく体はへ卜へトでしたが家に帰り水道を見るともう我慢できません。よく磨けるスポンジ

を手（こ時間を忘れて水道を磨き続けました。もう寝か、と明日の仕事が。でもこの水道をピカピカにしたい。「も

とは違うように感じる時がくるのではないでしょうか？仲間の回復も同様です。ある日突然見違えるよう

う勘弁してくださいよ」と思うのに、止めたくても止められません。元々私は自分のために早く寝るという行動が取

に変わるわけではありません。プログラムを続けるうちに、以前とは違う自分にふと気づく時がやってき

れない人なので、時間があればあるほど何かがしだいのです。

ます。

そんな時、新しく買った包丁でざっくり左の人差し指を切りました。い、痛い−もう最悪だi何をしているんだ、

今年のゴールデンウイークは10運休。例年にも増して楽しい時間を過ごす皆さんも多いでしょう。そん

私は。しかし恥ずかしいことにそれをきっかけにして水道を磨く行動が止まりました。仕事にも支障が出たため、早

な時にもStephouseの仲間たちは休みなくプログラムを実践しています。令和になっても、変わらず（こ仲

く寝て治すほか方法がなくなりました。そこでようやくハツとさせられたのです。休む時間を与えられたんだ と。

間たちを支えてください。

（編集部注シラフ・断薬を維持している状態のこと）

今は適度に掃除をして毎日ダルクで仕事をしています。今後何が起こるのでしょうか、セカンドハウス。
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女性ハウスだより
女性ハウス責任者勇陽子
皆さんこんにちは。寒い季節も変わり桜の花がそこら中で満開になっていました。

仲間と花見に行き、今年は花がきれいだなと少し思いました。

毎年、桜の花を見ても「桜か−」とそこまで感動もなく心が壊れだと思ったり、

自分は花に対して根本的に興味がない人間かもと思いました。

けれども、今年は鯨かな公園で桜を見ていたら空の色とほんわかした桜の花が本当
に美しいと思いました。

女性ハウスは、現在6名の入所と1名の適所の仲間でプログラムをやっています。
みんな自分の問題に向き合ってはうんざりし、苦しんだり、逃げたくなったり、涙したり毎日取り組ん

でいます。そういう女性の仲間たちと過ごせることがうれしいです。
このような活動が出来るのも支えてくだきっている方のおかげです。

先日、ある教会の皆様の祈りを聞いている中でダルクの事やまだ苦しんでいる人達のことを祈ってくだ
さいました。それを聞いていると胸がいっぱいになりました。本当にいつもありがとうこざいます。

これからもどうか私たちの活動を支えてください。よろしくお願いします。

（まんが執筆∴斎藤幸二）
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ご支援・ご協力をいただき心から御礼申し上げます
献金著名（平成31年1月鳩目〜4月9日）敬称略
細谷的I箪i字骸法人・名品鵬

撮YWCA

カトリック五皮減殺念

姻It∴カトリック飲時級会女間

鵬I

カトリック最小粗食∴光棄凍品∴囲I」厚

大竹率l

算謹上広大同質汝細山砺・代安仕（上的谷膜一

公益財団法人・名高

男トリノク正伸教会

用

披みよ子∴カトリック瞳崎教会∴柾在世∴ロ＝i大輪 小間泉 ノ、／そトヒロン∴例単軸∴i n周信：間胸高日 中蘭葉瞭 口囲労吏
（蒜）刑枚方㍉髄江功i 高l酪酌 可児編者教会Ii目口良男 小IiI醐I 北谷雅春∴政事膏リスト教会 （小）カトリック沖雷修道奈

多治比教会∴水下条で 河合顧 問ii玲子∴不破通年 頃間憲子∴伊聡梢，ii 高安洋子 湖水砲 軸写段l映れしまi堀母性広
弁謁」 伊髄軸手 厳重馳加）かあゆ雪国（軌部高良∴カトリノク同船放念 カトリック小轍仝 吉山or 加飯洋子 出井武i吏
カトリックi別競散会餌食

待井i旭

川rl鴻予∴太Im蜜十

触凸存負

極本鰹

服約五的lm脚弱

日本型公会中部教区妥硬鋼

匿∴何機伏長子∴沌側透i 象印竹子 カトリック在池放念ともしびグループ∴多治見操舵甚I糊i互会∴金森膏イ 深田遊子∴村i和子
質田恭T Ii本キリスト改質派多読兄散会の増収ii本バプテスト散会馳接キリスト教食の特級

の皆蛾∴カトリック瀬戸放念の辞職

北方キリスト牧舎の皆俄∴日本キリスト教会名無敵会の轍

リック溶教会の特級∴日本キリスト改称派岐nl掴納放念の轍

ク布地教会の醤椴

日本キリスト改棚キリスト教会の特録

0本キリスト部名占雁中火散会

カトリック南川教会の憧強∴カト

円木メノナイト・プレザレ／教団龍田乗キリスト散会の職

カトリノ

日本キリスト教i鵬飯事ニュータウン教会の暗部∴セナ／スラー・アト

ペ／チスト鯛名高「駐キリスト教会の岳楳 日本バプテスト連盟東山キリスト故全の衝俄∴ 母性 名石石墨中略の特俄∴日本キリスト殺

印南向散会の搬 羨潮来係式会社∴ムラマソとHユキ∴岡田千線∴カトリノク名有様敵いカリタス鮒を出会 木材俄乃・貴子∴池
的

玲I Ii木カトリック女剛体連盟

吉山加代I

宮畦実体子∴鷲見時乃∴［藍名粛多殺（脚876730日のこ伴侶をいただき土し

た。ありがとうございました）

献品著名（平成31年1月16日〜4月9日）敬称略
0円爪自動車俳式会社∴本村健一 古顧みつI 木下修・容子 休友香 木下製綱欧式会社∴坪堀伏美子 昭和姓」鴎・
家城− ii木キリスト教会名東散会∴深沌伸夫∴曙名石多数
※お名前の棚につきまして博I厭を払っておりますが、万が 一お名相の軟膏・脱字または弛厳測点などございましたし 薮に申し勅
りませんが．ダルクまでご連絡をいただきますよう五郎い申し上げます

※発送作猿筒蝋化のため住職全員に放送用節を回射させていただいておりますことをご了応手きい。また旺各水割の方は、墾れいります

が その旨を取り込み用紙細物にその節度三盆入手さい士すようお噺い放します。
※岐阜タルクでは晴渡の地代象徴 水道光熱蹟 仲仕スタンプの人件餌等、毎月 一定の同定帥待iかる聞方、rii刑船艦」の性倍士、ざ

わめで財朗腿が不安定で 控成jJのご鮒が欠かせません，引き稚さ二Ⅲ筋とお力添えをお節い巾し上げます，

成年ダルク 郵便筆書口重 0004（ト5−167752i岐阜ダルク機長会
※仲間の金剛時間を石鎚にするためのツールとして、洋裁・パッチワークなどの手芸用品・道具が必要です3 ありまし
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