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自覚と分かちあい

特定非営利活動法人岐阜ダルク
理事長 浅井太郎

魚

酷暑のなか、皆様、いかがお過ごしでしょうか。「いのちに危険が及ぶほどの」と百めれるぐらいの客さで

す。クーラーに依存することを拍いられます。私だちか子供の頃には考えられなかったことです。地球温暖
化による異常気象という説明が念頭をよぎります。とはいえ、自然究象、いまや私たちのカだけでは何とも
なりません。

岐阜ダルクの理事長に私が焼任してちょうど一年となります。学ぶことばかりでどれだけお役に立てている
のか、心もとない私であります。スタッフの皆さんのお働きにただただ頭が下がります。
この春3月26日に瑞種市で「ミニ・フォーラム」を行いました。そこで各務原病院院長天野宏一氏がお話

しをしてくださいました。その中で天野氏が興味深いことを指摘しておられました。依存対象に対して自由

なところでないと治療にならか、、閉鎖的な環境の中では治療にならない、なぜなら、本人が自分の病を解
めないとやめることができないから、という趣旨の御指摘です。私たちは治すために、ついつい、強制によ

って矯正しようと考えてしまいがらです。しかしそれでは肝心かなめの本人の自覚が生まれず、回復には至
れないということなのだと思あれます。また天野氏は、「連携」と「分かち合い」が治療のキーワードともお
っしゃっていました。自らの弱さの自覚と、人との言葉や思いのやりとりが立ち直りにつながるのでしょう。

しかしよくよく考えてみれば、このことは、一見健常に見える維にでも当てはまることです。人間本来の活

力が回復するためには、自分白身の開きの白鷺と人とのつながりが大事なのだということを、お話しを通じ
て学ぶことができました。

ダルクにかかあってくださる皆機方のお心に感謝いたします。これからも御理解と御支援のほどよろしく御
願いいたします。
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仲間の体験敢

「どん底からの出発」劇 第3韓
ジュン

施設長 遠山香
入寮して早1年。あっという間だった。ミーティング、運動、基本的生活、人間

去る5月20日、大垣ルーテル教会で3回目となる演劇を上演しました。

讐霊霊 諾諾言霊霊詩誌霊誓書れて 珪酸二擾
正直じゃないi。」汗。何言ってんだろう？スタッフの目が大蛇のように睨んでる。響葉の取り調べより恐い

んですけど。どうやら仲間（男）がスタッフに相談したらしい。「シュンちゃんが僕のかかとを足でつんつんし

た。」って。えっ？そのことですかウ一瞬、固まった。高まる緊張。耐えきれず正直になった。やっぱりでき
てません。自分のプログラム。

練習に練習を重ねる度に、仲間たちの表現力が上手くなっていきました。もち
ろんここまでくるプロセスの中では、台本作りから始まり、モチベーションの

低い仲間への怒り、みんなで合わせるハーモニー、回を重ねる毎に今まで以上
に演技をステップアップしたいとの思いからいろいろな苦労もあり、そのような苦労を乗り越えて本番

を迎え、終わった時の解放感と割れんばかりの拍手をもらった時の喜びは格別だったと思います。

今回初めて天や私の両親と姉も誘いました。私自身の体験にも基づいている話なので、両親がどんな

『男性と徹底的に距離を取る。』電車や車で移動する時は仲間（女）の隣に座る。
宿泊部屋は仲間（女）と同室。最初は差別だ！と官を荒げて泣いて訴えた。なのに何だよ「兎に角やってみて。」
ってさあ。心の中で呟く。女は嫌いだ（除く、妻）。人を好き嫌いで一方的に見るし、感情的だし、嫉妬や媚び
たり無視したり。面倒なんだよ。でもなあ、俺も同じなんだって最近分かってきた。

気持ちになるのかドキドキでしたが、父親に感想を開くと、『みんな一生懸命やっててよかったよ。』
とあっさりしたもの。姉は『自分の過去とも重なる思いもあったけど、みんなこういう思いをしてもっ

とつらい思いがあったと思うと泣けた』と言っていました。夫は涙をこらえるのに必死だったと￣話して

います。

自分のセクシャリティの真実から目を反らし、歪め、抵抗し、否認して生きてきた。そんな自分が本当に生き

方を変えたくて、逆説のプログラムに取り組む決心ができたのはつい最近のこと。仲間（男）から意識して触れ
る、目をそらす、話さない（挨拶だけ）、「話さない。」と断る、握手やハクはもってのほか。なんてくだらない！

000

と人から思われてもやりきる。嫌なことをやる。相手から嫌われるとか結果は箆要じゃない。自分がどう感じて

いるかを見つめ、行動をどう変えるかが大切だと気づいた。自分は優等生だから、傷ついたり、恥をかくのか苦

手だ。それも認めよう。不安や恐れもあるけれど前より素晴らしい生き方になるよって何かに言われてる気が
する。先行く仲間の姿からそれが伝わってくる。
ヨツチャン

名古屋ダルクに繋がってから5年が経過しました。
繋がって最初のl年半ば退屈に感じたダルクの生活に嫌気がさし薬を使いました。一

人だと不安で仲間と一緒に使いました。薬の効果で刺激的に変わった生活も憂うつへと変

わっていき、今度は薬を止める環境で薬が止まらない自分に嫌気がさしました。仲間を巻
き込んで計画を立てて、ダルクから一緒に飛び出しました。個室ビデオに入り薬を使いま
した。薬でよれた後、仲間とはぐれ一人になりました。面倒をみてもらおうと、5年も前

書hh、こし完動やゞ￣

に別れた前妻の自宅に押しかけたり、働いていた職劉こかけ込みました。相手を不安にさせて迷惑をかけただ
けで、門前払いになる結果となりました。この先どうすれば良いのか解らずに公園のベンチで横になっていた所

に警察官から職務質問を受けて、正直に事情を話しました。ダルクに戻り行動の事実をミーティングで正直に言
いました。先行く仲間のケンさんから「ミーティングでクリーンタイムを1年間毎日言いなさい、その後は使い

たくなった時に使いたいと言いなさい」と提案を受け実行しました。
1年と6カ月のクリーンタイムが継続して、施設長からダルクのスタッフをやらないかと声をかけてもらいま

した。ダルクのスタッフだけは絶対にやりたくないと思い続けてきたのですが、自分の回復の為だと自分に言い
聞かせて決心し引き受けました。やりたくないではなく、やっていく自信がなかったのが正直な理由でした。ス
タッフ研修に入り、6ケ月目にダルクを飛び出して薬を使いました。この2年間、薬が止まっていただけで、自

分の問題に取り組んでこなかった事が原因でした。
仲間に助けられ、今は去年の12月に岐阜ダルクに繋がりプログラムをやり直しています。これからは自分の

殻に閉じこもらず、仲間を信頼して助けを求める努力をしていきます。再びこの機会が与えられた事に、ハイヤ
ーパワーと仲間の導きに感謝します。
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何回やっても怒張トて、自分1人では手応えを感じら
れなかたけど、見に来てくれた人が泣いているのを見
たり、ただ体験談を聞くよりわかりやすかった」と感

種名の伸筋な盲に

想を聞くとやってよかったなと思った。

ケイコ；ナレーターをして薬がやめたいのにやめられなかった時の自分の感情とナレーターのセリフ
が重なって、練習も本番の時も感極まって、涙を流しながら表現しました。やめたくても誰に
も言えなかったことがあったのでその台詞を言うことで、言えなくて苦しかった自分が解放さ
れた気がしました。
aOか（葉照一l一夕一）；お客さんが目の前で泣いてくれていて、もはや泣きました。（笑）みんなで一生
懸命練習してきたことや、自分が薬を使って生きてさて、こうやって人前で自分達の経験が生
かされたことに感謝しました。
Uかん神父役をやりました。「神は必要のないことは与えません」という台詞があって、それを信じ
ています。
ウメeeん（ピアノによる膿の僻事8番裏書紺）碩削，台詞の変更でぶっつけ本番な場面があり緊張しま
した。ハプニングで伴奏を伸ばしたりする場面もあり、ビヤヒヤの連続の中、ベストを尽くせ
たことが自信になりました。
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！薬物書諸相離日＆岐阜ダルク家僕会案内

Il電話相談は毎週土曜日（第5土曜日を除く）と第2水曜日に行

4月
28 フリーマーケット（道の駅可児ッテ）出店

Iつております。調LO58−251−6922

薬物書薗何機目
29∴岡田線審墓書抜会岐阜キリスト散会にて寓
日本僻歯ルーラル同峰鍍金にて暗部紹介

i器等霊諾誓語￡書芸誓っておりますのでお

フリーマーケット（イオンタウン大槌〉出店

薬物重婚相旗日
日本キリスト散田癖原敵会にて活動紹介
包俄胴虜所業的篤農指導
薬物書鍍相撲日、各務無病腕メッセージ
cm全種（東尾擾構成）、ヨーガ
社会を切るくする連動岐阜取脆通番貝全eIm
iI

触らコミュニティカフェれんげ鯵の

12 真鯛I重な調度日、鰍の練習
薬物書薦抽慎日、鰍の練習
日本キリスト改革派太田疲全にて活動紹介
アガペチャーチ瑞浪チャペルにて活動紹介

岐阜ダルク家族会
厳重ダルク後援全会虞、 岐阜拘置所面会
企籍山韮山
16 ケア全額（知立市役所〉
可児露点場面会 19 薬物電館仰飯β
日本語音ルーラル大埴敷金にて演劇公演
虚錐飛跡新薬1釧霊能指導
24∴ヨーガ
置？雲、岐阜市サービス提供事業所研修会参加

山盛りが一山、一向、出乗ましたIi
うれしいil（あやか）

ステップと一節に盤れたのかうれしか
った。ステップが一生懸命だったから、
あと仲間と一緒だったから頑疲れまし
た。（ユキ）

社会を明るくする運動
岐阜集推進委員会

6／27 日本福祉大学講話

岐阜ダルク雑会
同〇橿音重曹鍍金羽島キリスト鍍金にて活動脇介

6月

各成風練院メッセージ 2 藁物置砧紬綴目、鰍の練習
フリーマーケット（アルプラザ義兄〉出店

9
薬物書暗相旗日
10 岐阜ダルク家僕会、友愛キリスト敷金にて活動韻介、日
本バプテスト連盟岐阜バプテスト教会にて活動紹介
13 各務原病院メッセージ、薬物書誌軸旗日
14∴ヨーガ
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こんにちワン．
ステップだワン．
篤農に来て2年8カ月になるワン。

園

●薬物依存者にできる福祉的な支援は、どんなことか自分で考えてみたけ
分かりませんでした。それは私の中に依存者への仮兄があるかもしれないからだと思います。
●今回の靖覚でダルクの方々のお話を聞き、「依存度」は病気であり意志の弱い人がなるものではないと攻めて感じました，

薬物電話柏織目、展の練習

フリーマーケット（アピタ北方店）出店

i8 岐阜ダルク復任全会導
9本解合ルーラル岐阜成金にて草刈作嚢
19 ケア全種（各庵原病院）
22−24∴自助グループコンペン∵／三上／in名古殿

6／22−24

白段）グループコンベンションin

名古屋

7／3−11ハワイの自助グループ参加

23 実機後継柏蹟日

25 n状正人出廷（岐阜地織鍬鵜支部）
26 笠佐用携所薬物教職指導 27 日本縞杜夫羊膜祇
28 ヨーガ、岐阜ダルク理事会・絶食
29 盤松刑痩新薬物置臓篠はl∴30 フラワーセラピー

雨の日の運動プログ

17

園田

●ダルクのプログラムを聞いていて、思ったよりも大変そうだと感じた。
●薬物依存に垂らまでの心の内は、正直甜こでもあるような思いがあるという事に、重きと掛さがありました。
●今まで薬物依存症に対して、心が弱く薬物に甘えているだけの人だと思ってしまっていたので、とても申し訳ない気持ちになった。
●止めたい気持ちとそうでない感情が入り混じって、依存とはこういうものなのかなと思った。ミーティ／クがとても大きな効果があって正直
に話す事が薬物から後れることにつながるのかなと思う。
●強い意志を持つことで薬は止められるのだと思っていたが、実際は強い意志を持っているだけでは意味は無くて、その後の行動、自分自身を
変えなければ本当に止めることが出来ないのだと思し、ました。

レクリエーション（ポーリング、食事）

ケア会趨（各栃原病院）
i

何年ぶりかにポーリングに行きました。一書で
言うと「本当に楽しかった」（あやか）

6／10

フラワーセラピーi、薬物電鱈舶額田

3

雫●

運動プログラムを頭韻るようになって

i′ヽ′1 音：∴・案 で塁￣言辞

7月

1 両由緒宙畠中敏会林見キリスト散会にて活動紹介
2
日本稿かレーテル岐阜敵会にて掌刈作業、
3−11ノ、ワイの自助グループ参加

7
薬物書話相膜質
8
岐阜ダルク家模会
11麺的亀稲相鐘日、各務原稿院メッセージ
12∴ヨーガ

13 羽寄市立羽寄中学校にて珊
向田橿宙一宮キリスト鰍会にて活動紹介

薬物宙渡何旗日、土岐保繕区保護司会見学受け入∫し
同盟縞寓大垣キリスト鍍全にて活動紹介
日本聖公会一宮抽光政会にて活動紹介
田美濃保鶏区保繍司会自主研修会
笠俊職虜所置能指導
薬物置膳柏旗日、フラワーセラピー
岐阜ダルク夜飯全
日本傷音ルーラル復活厳全にて活動紹介
笠佐照焼新薬物置越橋場
ニューズレク一興造作鍵：∴∴選言1日 パソコン録田

●ハワイに行かせてもらって、3つの挑戦をしたiハワイの典容院に行く
こと！スカイダイビングのツアーに参加したことl英輔でパンパン話し
かけることlドキドキと窮穀と窓しい、恐い、うれしい、最悪を全部味わ
って帰って含ましたI感謝です。〈ケイコ）
●藁が抜けてから自分で鋤いたお金でハワイに行かせてもらいました。足
りない分は生活費の中からためることができました。思いがけないことで

した。感謝です。（ちさこ）
●ハワイに行かせてもらって、ハワイのミーティング会場と時間を調べて
仲間とパスに乗って自助グループに参加しました。日本で仲間に敬えても
らって英語で今日だけのリーディングカードを読ませてもらったり、ミー
ティングで話したり、いろんな駐験をしました。感謝します。（まきひろ）

＼ヾ遥t一議 i 一、◆詰撥．ヘ一色）

り

Step houseだより

後援会だより

スタッフ 山田 輿久
岐阜ダルク後援会
会長 粛靡幸二

今年二月ごろ、四旬節の集会の準備のための参考にしようと、昔
買った参考書を本棚に探しました。でもどうしても見つかりません。
100ページ足らずの小冊子で当時の定価が二百円だから、ネットではもっと安く買えると思い、
探したところ、驚いたことに九千円以上の値がついていました。とてもそんなに払うことはでき
ません。「こうなったら徹底的に探すしかない。確かに家のどこかにあるはずだ」と、岐阜に越し
て以来23年間一度も開けなかった20箱以上の押し入れのタンボールを片っ端から開けて中の本
をひっぼり出しました。都塵の中は本で足の踏み場もなくなり、何時間も探したあげく、最後の
タンポール箱の一番下からその本がでできました。その時の喜びは最高でした。それは探してい
た本が見つかった、という喜びではなく「九千円が見つかった！」という、きわめて下世話な喜
びたったのです。
しかし悪いことに、湿気によるカビだらけの本が積み重なる部屋の中に長時間いたことにより、
すっかりのどと肺を痛めてしまいました。
皆さんがもし押し入れにしまっていた23年前の大量の本の中から探しものをするときばかな
らずマスクを着用し、陽にあててよく乾かしてから探すことを強くお勧めします。

Stephouseの仲間たちが薬物依存症から回復しようとする人たちによる自助グ

ループに参加していることは、このつうしんでも繰り返しお伝えしてきたことです。
全国にあるこの自助グループの年に1回のコンベンションが、6月に地元で開かれ
ました。

Stephouseの仲間たちも、主催者側としてそれぞれに役割を持って参加しました。何ヶ月も前から端備

に携わった仲間もいます。施設の外の様々な立場の人たちと共に、知恵を出し合い作業に汗をかいて当日
を迎えました。仲間一人ひとりが自分の役割を果たせば、このような大きなことができると実感し、自分
の責任を果たした達成感を得た仲間も多かったです。開催中の一つのイベントでは、Stephouseの仲間た

ちでずっと故習してきた歌を合唱しました。大勢の人に聴いてもらうことができ大きな喜びとなりました。
コンヘンションには全国から千人を超える人たちが集まったのです。普段会うことのない他の地域の仲間
の中に、自分が理想とする姿・回復していく目標となる姿を見つけた仲間もいました。Stephouseの仲間

たちにとって意味のある経験でした。
コンベンションの翌日、私にとって大きな出来事がありました。薬物事犯の裁判に情状証人として出廷

した帰り道、同じように逮捕され裁判を受けた経験のある仲間と、私は自分の裁判等でお世話になった人
の話をしました。元々同じ職場の先輩だった人が弁護士となり、薬で捕まった私の弁護をしてくれたので
す。様々なことで本当に助けていただきながら薬を使う自分を変えられずに、その後疎遠となってしまっ

た先輩のことを話しました。そしてその夜、自助グループに参加するため仲間たちと一緒に名古屋の地下

鉄に乗った私は、本当に驚き感謝することになりました。同じ車両にその先輩が乗り合わせていたのです。
10数年ぶりに会い、「野垂れ死んでないかと心配してた」と言う先輩に、今はダルクのプログラムを行って
いることを少し胸を張って伝えられました。

プログラムにつながって回復が始まると、誰もが与えられるプレゼント。これから旧交を温め、何かで

埋め合わせできる機会が来るかもしれません。そうなることを願い、感謝する日々です。

この耕・2つのイペンんがあグます！

委任ノIクス鰯蟹5鰯念フォーラム

萎牽き

平成30年11月23日（金・祝）に、JR岐阜駅にある「じゆうろくプラザ」で開催します。

恒例の「仲間たちの体験談」などに加え、今回は演劇をご覧いただこうと考えています。

チ ャ ペル・コ ン サ ー ト

二三姦空：≒

平成30年10月27日（土）に、カトリック多治見教会で開催します。

午後1時〜3時に、地元の音楽家の皆様による美しい歌声と荘厳なパイプオルガンの響きをお聴きいた
だきます。それに先立ち午前11時30分から、ダルクの仲間たちの体験談と合唱も聞いていただけたら
と考えています。

八
（まんが執筆まきひろ）

鮮綿を家 のつつラしんで勅うどしま九

ダルクの触励たちのチャレンジを、ぜひこ痛くださlリ
ー7−

ご支線 ご協力をいただき心から御礼申し上げます
献金音名（平鹿30年4月14日−7月4日）破線略

カトリック江南教会 田口大輔 光楽実生 清水宗夫 永嶋恵美 北谷張番 加藤洋子 木村菓子 掘居住
広 弁盛土・伊藤知恵子 豊田聖ペテロ聖パウロ教会 伊純美 木下容子 中西東学 今lIi亘 村松みよ

子 伊藤略言 若岡ます美 塚本恵一（秩）不破・代表取締役・不破達生 服部正博 丹羽哲 河合潔 川合
宗次 上杉美穂 藤本弘 菊本妻 社会福祉法人岐阜アソシア 伊藤久枝 岐阜キリスト教会 ハレルヤチ
ャーチ岐阜 （有）加藤損害生命保険事務所 西戸一事 自演三 吉田春江 カトリック一宮教会 小島浩
一 前田功 見平隆 宗田重晴 日本キリスト改革派太田教会（尾石）大竹幸子 木村昌宏 武内菓子 長

谷川さかさ 高橋直子 福田修 橋本博 赤木喜美江 鎌田憲子 小島良徹 菅沼登志子 勇昭代 岐阜キ
リスト教会の皆様 有安祥子 小田泉 ラグロサアガハパレンテ 早川昭雄 佐藤グロニタ 金森タイ 小

松康宏 岩田恭子 深掘冴子 日本キリスト改革派恵那教会の皆様 日本福音ルーテル岡崎教会の皆様 日
本キリスト教団蘇原教会の皆様 アガぺチャーチ瑞浪チャペルの皆様 同盟福音基督教会羽島キリスト教会

の皆様 友愛キリスト教会の皆様 岐阜バプテスト教会の皆様 同盟福音基督教会芥見キリスト教会の皆
様 カトリック一宮教会の皆様 弁護士・山本東 日本キリスト改革派太田教会の皆様 日本福音ルーラル

大垣教会演劇発表にて来場の皆様 岡田千歳 匿名者多数
献抽名（平鹿30年4月14日一7月4日）敵秩略

キューちゃん 岡本敏草 色源三 日本福音ルーラル岡崎教会 木下製綿株式会社 カトリック一宮教会

小木曽幸恵 福岡和男 加藤久美子 匿名者多数
※お名酌の記載につきましては注意を払っておりますが、万が一お名前の綬章・脱字または記載漏れなどございよしたら、誠
に申し訳ありませんが、ダルクまでご連館をいただきますようお願い申し上げます。

※発送作業簡略化のため皆臓全員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膜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嵯穀の地代家賃、水道光軸、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、きめめて財携基盤が不安定で、皆様方のご寄付が欠かせません。引き続きご理解とお力
添えをお願い申し上げます。

飯事ダルク 郵教義曽口重 0084〇・・5−167752 技阜ダルク復機会
※StcpllolJBCの篇しいt艦をひきました。TEL：058−201−3555

※ご家庭で性もなくなった綿強電子ピアノがありましたらお譲りください。
※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。

ご家庭で眠っていろ新品のタオルや家庭用品や衣類などがありましたら献品のご協力をお
願い申しかアます。たくさんありましたらダルクから近郷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。（058−20上3555）

細筆∴行合非営利活動法人 岐阜ダルク
な集担当 岐阜ダルク復慣全 書鵡幸二 鈴木郵一節
子ら00ト8175岐阜市長住町7−3

TEL／下部

058−2511狗22
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200円
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嚇行所 東海身体農畜古田体会期刊行物協会
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