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岐阜ダルク理事長就任にあたって

特定非営利活肋法人i岐阜ダルク

理事長 浅井太郎

岐阜ダルクに関わる皆さま、こんにちは。盛夏の候、いかがお過ご
しでしょうか。

私はこのたび、前理事長由井滋神父様の後任として新たに理事長となりました浅井太郎と
申します。カトリック名古屋教区一宮教会の主任司祭をしております。
この春、4月の終わりか5月の初め頃、岐阜教会のテーラー神父様から電話がありまして、

昨年秋由井神父様が他界されて以来、岐阜ダルクの理事長が不在で後継者を探している、私
のところにも話が来たが、もう年なので、代わりに引き受けてはもらえないだろうかという

内容のお話がありました。自分にできるかどうか不安はありましたが、一生懸命回復に励む
薬物依存者の方々のために奉仕させていただけるのは事いなことだと思いましたので、名古
屋教区長松浦司教様にお伺いを立てたうえで、お返事させていただくことにしました。
司教様に電話したところ、私次第だということでしたので、お引き受けすることにしまし
た。そうしてとんとん拍子で事は運び、この6月29日（木）岐阜ダルク総会において新し
い理事長として承認されました。

私自身いたらない者で十分お役に立てるかどうか自信はありませんが、皆様とともに学び
ながら、リハビリに励む方々を微力ながらも支えてゆければと願っております。どうぞご理
解のほど宜しくお願いいたします。

・1・

仲間たちに、つながるまでのこと、つながってからのこと

仲間の体験韻

仲間へのインタビュー

を鵬きました。今回は3人の仲間の答えを紹介します。
なりたい姿に向かって、一歩ずつ進んでいます！

でいちゃん

処方薬の依存症です。教師として働いていた時代に初めて心療内科を受診して、医師

から処方された抗うつ薬や精神安宅剤、抗不安薬、睡眠導入剤を服用し始めました。最
初は医節の処方通り服用していましたが、薬を飲むと、仕事のストレスや不安感がなく
なり、夜もすぐ眠れて、それが気持ちいいと思うようになってきてしまい、薬の量も

2 これまでに、
A）アルコール、精神安定剤、
抗うつ薬、睡眠薬。

8シンナー、党せい剤、大麻、LSD、

C）サ ックマルiルーム、7防−ん、7時7す、

MDm、アルコール、睡眠薬。

覚せい剤、精神安定剤、睡眠薬、
抗うつ薬。

日常の基本的な生活もできなくなり、過食症状も出て、薬を服用し始めてから数年で体重は30鴫以上も増えま

A）アルコールは好きで飲み、処

8）地元の先輩に勧められた。

C）人間関係の悩みや、好奇心か

した。

方薬は精神科医の勧め。

次第に増えていきました。

薬の依存度が真まるにつれ、やらなくてはいけない仕事をリストアップしても、やる気や集中力はどんどんな
くなってくるので、やらなくちゃという焦りと哀腹に、全然仕事が出来なくなっていきました。職場だけでなく、

処方薬の乱用が原因か、意識消失発作も起こすようになり、授業中に倒れて救急車で運ばれたり、堤防から車
で落ちて死にかけたこともあります。それでも自分のカでは薬をやめることが出来ず、仕事は退職せざるを得ま
せんでした。

4 どの位の期間薬を使ってきたんですか？薬を使ってきてどうなりましたか？
A）30年位。連続飲酒により

そんな状況を心配しながらも、応援し続けてくれる両親のおかげで岐阜ダルクのことを知り、3月末から入所

ら。

B）10年配捕まった。

になり、引き練る事が増えた。基本的

最後は動けなくなりました。

しています。最初の1ケ月は、少し勤いただけで身体中痛く、薬の離脱症状で精神的にも不安甜こなったり、夜
一睡もできない日が続くなど、本当にしんどかったですが、施設のリハビリプログラムを休まず真剣に取り組ん
でみた結果、心身共にものすごく回復しつつあることが今、実感できています。体重も入所して3ヶ月で15kg

減量達成です。応援してくれている両親、そして共に回復への道を歩んでくれる仲間達に感謝です。今日一日も

頑張ります。

C）16年間。人と会う為にも薬が必衰

な生活が一人では送れなくなった。

5 ダルクに来たきっかけは何ですか？ダルクを知ったのは、いつどこで？
A）精神病院に入院した事が
きっかけで、退院時に人から
勧められた。

ふくちゃん

D）逮捕中、弁護士さんの差し入れ

C）新聞・インターネット・ルと

た本でダルクを知った。ダルクヘ

を観た両親に勧められた。

ル、ピソをしに行く前提で執行猶
予で拘配所を出た。

現在46歳のアルコール依存症そして2児の母親のふくちゃんです。

私は、アルコール依存症が完治しない病気とは、全く知らずに過ごしていました。私が

C）日常生活の練習と、プログラムを

アルコールさえ飲まなければ周囲の人達に迷惑をかけなくていいとの思いがありました

通しでの新しい生き方の実践

が、それが出来ず、入退院を繰り返して8年が経ちました。そして今、たどり着いたの
は岐阜ダルクでした。

私は、一般家庭に生まれ、何一つ不自由なく高校にも洋裁学校にも行かせてもらい、資格を取得しました。自
動車免許も取得し、10代からやりたい放題の人生で、仕事を軽々としていました。

シンナーに興味が湧き、吸い始めてからは病みつきになりました。何年か吸い続け、幻覚を見るようになりま

7 ダルクに来て、自分はどう変わりましたか？いつ頃から変わり始めましたか？
A）半年ぐらい経った頃から

不安感や焦燥感が小さくな
ってきた。

8）来てからお酒でリラブスしてし
まい、そこから変わってきた。挨

拶出来るようになって、協調性を
発揮してきた。

C）葉が無くで別民れるようにな
った。連動と食事管理で痩せた。

歯磨きとお風呂の習慣化。

した。一番の幻雛は、マンションの3階から落ちて大怪我をしてICUに数日間入る幻覚でした。実際に私は何

度か大怪我をしてきました。シンナーとアルコールの両方使った時もありましたが、気づげはアルコールに依存
していました。最初の頃はアルコールの量もほどほどでしたが、23歳を過ぎてからは歯止めがさかなくなりま

8 最近、ダルクで意接して取り組んでいることはありますか？それは何ですかつ

した。アルコールが止まらなくなり、病院で診察を受けるとアルコール依存だと言あれました。その時私は、先

A）ステップ4（人生の棚卸し）をやっ
ている。疲れにくい体になるために運

生の言っている官業が理解できないくらいに酔っぱらっていて、緊急入院をする事になりました。もう、家の事

動に力を入れている。

B）ミーティングで一番に喋る

C）仲間から折り方を聞

享と、ごめんなさいを連発しな
いでありがとうと言う事を鳶職

いて、一日何度も祈って
いる。どんな事でもミー

している。

ティングで正直に話す

や子供の世話など全く出来ない状況になっていました。

ようにしている。

今は、ダルクの仲間達が私の気特ちや過去の苦しみを理解してくれて、いつもそばにいてくれるので感謝して
います。後は、今まで迷惑をかけた人達との関係を取り戻していきたいです。アルコールは嫌いではないけれど、

もうほろ酔い気分では飲めません。大量のお酒を飲み続けるのは辛かったです。アルコール依存症の病気という
ものは怖いですよ。

＾）落ち着いて前向きに生

活して、子供たちに愛情
を注いであげたい。

B）今の言葉遣いを徐々に直して、色
んな言葉を覚えたいです。問題があ
ってもお酒や薬でごまかさず、解決
方法を身に付けたい。

C）社会貢献がしたい。結婚して子

供を作り、幸せな家庭を築きた
い。親孝行もしたい。

L崇薫三三l軽量誓誓
！☆伽の中に居る時の気分がどんだけ集か分かった。（当事者）

1☆☆ 薬物＝麻薬・ドラッグという知後でしたが、処方薬も葉物倣右に略ると知りこ．bい
薬物＝麻薬・ドラッグという知農でしたが、処方薬も薬物依存に脇ると知りこめいなあと思いました。（一般）
☆ よかれと思ってする事が相手に不必要だったことに気付かされています。（一般）

☆ 葉蘭依存度は、家巌の隻では回復は出来ないと分かり、ダルクの必要性をしっかり櫨農しました。（更生備後女性の会）
☆ 轟いていて心が意くなったり、あったかくなったり、すごく心になき、あっという間の時間でした。
ハグしてもらったあたたかさ、おいしいクッキーとコーヒー、素敵なミサンガ…心に覆りました。大事にします。

☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆

今日の出会いに戚動して、私なりにダルクを応援していきたいと思います。（行政関係）
中学機、高校などで出前接業として、このような会を田儀されると、心に書くのではないかと患いました。（その他）
環実の越しさの再舞員という気持ちです。〈保簾司〉
薬物・アルコールの同意が遭い同意でないとさじました．（市職員・RES会員）
色々な鰹は、外傭だけでは分かりません、やはり少しでも中に入る事で、餌らなかった事が多く見つかりました。（一般）
杉田先生のお館、自分にも当てはまり、よかっだです。（ギャンブル依存症肴の家族）
家榛のあり方を考えさせられました。（薬物依存症者の豪蝶）
笛、とても正直に、オーブンに話をしてみえて、自分白倉はどうかと思って、考えてしまいました。（真綿依存症者の豪放）

●レクリエーシロンは毎遇800円コツコツ．

I学業二嵩と書棚したいか患い●

高鷲諸宗㌫損驚課業磐豊克

〝。月。レクはカラオケでした。シラブで教。I

輩箪緩輩藷器詰語草i墜准器量董チヤレ㌔

もの活動費金が集まりました．
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NAコンベンション（大阪）参加

28 娘的亀証柏織目 23 岐阜ダルク家鍍金
26 笠俊隔膜所藁物置臓指導
27∴ヨーガ
28 陶芸敷金
29 NA花火フェローシップ参加

00 木曽川キリスト飯食にて活動紹介
血イエス全般尊敬会にて活動紹介
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，●フォーラム会場約100人の蘭で突総体教義を粛表す．
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るミニフォーラム．今回で8回日となりました．

−

●岐阜県内において依存崖者のメッセージを運ぶため嬉々な地域で面接してい
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●

岐阜ダルク象駿会
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80 笠な調務所薬物細論指導

アガペチャーチ土岐にて活動鮫介

i

岐阜′くブラスト微会にて活動紹介

カトリック摺沢厳今にで活動紹介

Ia∴ヨーガ
15 薬物電話抽旗日
16 愛煙ダルク罪股フォーラム＄加

●

フラワーセラピー

薬物電話柚厳日
28 可児福音鍍金にて活劇紹介

i ． ︐ し

宙雲鰻重、鰹俄用度所運動会見学

27

岐阜ダルク謡会
11笠俄用務新薬物置臓椿事
12 各湾原病院メッセージ、薬概逝伽綴目

1．．

26

25∴ヨーガ

．●帰りに学生さんに郵面灯台に香る事を勧め・

レクリエーション（カラオケ〉

読経縄義輩

23

●

レクリエーション（喚冨）

レク エーシノさン（映賃）

i．●

薬物電話相談日
薬物電話柏旗日
厳もキリスト散会にて活動紹介
塵援用悪所藁物置越惜導
日本福祉大学部漬
ヨーガ∴∴鋪∴臼曇厳重
フラワーセラピー、藁的露妬相旗日
岐阜ダルク京族会
ダルク後援会全額
各節原病院ケア会趨
岐阜ダルク農事会・㊦会

ダルク後援会会報
20 薬物慮楯相鉄日
岡崎カトリック散会にて活動紹介
インマヌエル披きキリスト散会（こて活動紹介

フラワーセラピー、邦的℡臆相織日
友愛キリスト敢会にて活動紹介
岐阜清流マラソン鯵加
岐阜ダルク裏鉄会
各節原病院ケア会鎗
JCCA役員会 29 薮的亀花畑旗日
一宮カトリック鍍金にて活動紹介

寮度数重
力ピタニオ簡便競演
薬物電話抽飯田、フラワーセラピー
揖斐キリスト敬会にて活動紹介
大垣ルーラル敷金にて活動紹介

語録整塞熊講書

ダルク後援会全潰
笠松刑務新薬勃慮繊細強
請状柾入線判出廷

ヨーガ 10 薬物書確相模日
岐阜ダルクミニフォーラム皿可児
各務原病虞メッセージ

・お弁当も︑学生の方と先生とでいただいて崇しかったです︒

ヨーガ19 薬物重源相談日
岐阜ダルクチャペルコンサート

岐阜ルーラル数全くイースター＄加）

薬物電話和旗日
日本キリスト飲食岐阜鍍金にて活動紹介

一●窪も行っていない僕が大学の義金で二〇名の筒で自分ら詳し⁚

話芸技塾

薬物書館相霞目

薬物屯話相談日
向名古屋キリスト敬会にて活動紹介
一宮由光散会にて活動鏑介

⁝需嵩ぷ駕琵清華嵩美星3人と先生でお弁当善一

薬物屯諸相飯田
日本キリスト敵団各務原敬全にて活動紹介
笠松刑務所藁物置厳借着
薬物電堰相離日 各勝原病院メッセージ

各筋原病院メッセージ
薬鋤章耗柏綴目
ヨーガ14

●．︐﹂OT︐・ 18−−−−．⁚＝〇〇一8︐−−−−︐m○○一〇〇

謁∃

一いい蜜をあ︒がとうご引いましな

（寧）

平成2鎚手腹

掲定非営利活動に係る轟…健全的同書動かI−葉書

1′賎2鮮I三4月Iliから平成29年三強HallIまで

‡重、席席 創利酒船人 厳重ダルク 〈時化：rl）

最近嬉しかったことi

岐阜ダルク後援会
会長 斎藤幸二
今年2017年はマルチン・ルターの宗教改革から500年目の年
です。ルーテル教会ではこの一年ルター関係の集まりが数多く持
たれます。6月5日から7日まで「ルターセミナー」が三浦半島

蒜蒜票嵩諜護と参加して久々にゆったりとした学びiルターセミナーを終えてI
参加者の中に郷里の高校の同級生がいました。当時私は彼の家によ
く泊まりに行き、二人で「人生の意味」などについて語りあったものでした。私が教会に通い始
めるとすぐに彼も続き、私の洗礼から半年遅れて彼も洗礼を受けました。お互いに20歳の時でし
た。それから48年、彼はずっと郷里の甲府の町で忠実に教会生活を続けており、今回久々に顔を
合わせて親しく話すことができました。
また6月24日には静岡の教会で宗教改革の講演に招かれましたが、そこでも22年ぶりに懐か
しい方々にお会いしました。長い年月を経ても変わらない気持ちで会うことのできる方々が自分
には与えられているのだと思い、嬉しくなりました。
久々に会う方たちばかりでなく、今自分の身近なところにも誠実な多くの方たちがいます。こ
うした方々との時間を大切にし、共に生きることができることは本当に幸いなことだと感じてい
ます。
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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
献金音名（平成29年3月22日一6月16日〉敬称略

吉田庄吾 カトリック岡崎教会の皆様∴伊臆面美 村松宏車 光褒美生 藤井利也 田口大輔 木下容

子 北谷雅春∴前田功∴杏藤栄子 菅沼澄忠子 勇的代 伊佐地金劇∴鎌田悠子 中堀義広 中道美保

子 弁護士法人出口法律事務所・弁護士・杉本隆 鈴木信行 弁護士法人神谷法律事務所・代表社員・
神谷儀一 河合漱lii上美里 渡連保車 中関東的 寮教法人・純祝事 波辺境帆 伊藤久英子∴聖煉
キリスト教会 永嶋恵美 堀尼佳広 鯨由布美lii棟搾 各務原地区更生保護女性会会長・多和田弘子
神言会ハウス 諌バプテスト・キリスト教会 山県地区更生保護女性会代表・大桶俊子 盟出聖ペテロ

聖パウロ教会 赤也誠一 横木敬子 か滋十・山木兎 幼さ聖マリア修道会 有用恭二 市井初恵 吉

田加代子（更女） 大竹幸子 梅同一哲 稲垣良亜∴鋒谷文理 土井昭刷 上田千津子 ライザ 家田
通番（中京大学）坂野友李子 カトリック江南教会 あけぼの会理事長・強飼武彦 カトリック岐阜教会

池田浦・玲子 みのかも法律事務所 水野滋子 日比野良子 友愛キリスト教会の皆様 岐阜バプテス
ト教会の皆様 日本基督教団各務原教会の皆様 インマヌエル岐阜キリスト教会の皆様 可児福音教会
の皆様 カトリック稲沢教会の皆様 南名古屋キリスト牧舎の皆様 一宮聖光教会の皆様∴岐阜キリス

ト教会の皆様 早川昭娃∴藤井創也 山戸沌I∴∴i董名者多数
献品雷名（平成29年3月22日−6月16日）敬称略

（株）藤田商店 木下容子 熊田美啓子 深溝伸夫 岐阜カトリック教会 岐阜バプテスト教会 岐阜

野宿生活者支援の会 いけちゃん 小西和子 岡本散華 ポポロ 縮岡和男 匿名者多数
※お客的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よしたら、
誠に申し訳ありませんが、ダルクまでご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

※綱略化のため皆織全邸こ級込用談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鰯何機にその都連ご記入下さいますようお崩し、致します。

類推年細腰したSt∞h調oは、相月青がかえとても手機に磨っています．大書さんのご種照合いた縫いで、絡安で￠の
ビルの中にもっと広い重きを億りられることになり、できる縫け早く排したいと慮っています．寄転のためには糊
のHt書を駐tするり要があり、タ種の東食がb霊です．できるたけeくの僧面が日録Iこ禽かえる照場合教えるため、富
強の賢なるご支着きどうかよろしくお題いします．ご東食下さいますようおmLWlたします．

岐章ダルク 郵便撮曾口座 00840−−5−1677裁 岐書ダルク緩機会
類StcII hou80の篇しい電話をひきました．lEL：058−20ト3555

※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衣類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。（050−
201−3555）

絹亀∴特定非営利店請法人 畦をダルク
編堪担当 岐阜ダルク後鍍金∴筒砿幸二∴鈴木龍一郎
〒50（手8175鰭庫市民性町7−3∴T軋／FA弐
eneil g汗uhrl20018）如00
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岐阜のレクニ∴1−スレター平成29年賢母
1卸1100円

編鬼責任者 連山 否
緩行所∴鬼海身体障害者団体を朋刊行物協会
亀古屋市中区丸の内3−6−賞〕∴iみこころセンター
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