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表現することの楽しさ

前回のニュースレターで報告しましたが、昨年末にシスターから教会でクリスマス会をやるにあ

たり、「蜜」をテーマに演劇をやってもらえないかと声をかけてもらいました。

実は何年か前に、薬物依存症に陥った体験談を演劇にできないかと、台本の書き方を教えてくれ
る方や演劇指導をしてくれる方がいないか探した事がありました。しかしその時は、そのような出
会いは残念ながらありませんでした。今回、岐阜市ボランティアセンターでお世話になっている方

にご紹介いただき、岐阜市で活動している「劇団はぐるま」で活躍され、平成23年岐阜県芸術文化
奨励受賞され、飛騨、美濃創作オペラに数多く出演された先生との出会いがあり、夢が叶いました。
「どん底からの出発」と題して、神様の度に導かれてダルクにつながった体験を演劇で表現するこ
とに皆でチャレンジしました。

稽古の時「どうして止めたいのに薬がやめられないの−」と仲間が泣きながら絶叫するシーンが
あり、過去の自分を思い出してしまって、その場面では毎回涙がこぼれました。

初舞台の本番では、割れるような拍手を浴び、感動を味わいました。シスターの皆さんもとても
喜んでくれました。仲間達も表現することの楽しさを知ったのではないかと思います。
4月には自助グループのイベントで、少し内容を変えて演劇を披露しました。5月20日の日曜

日には、ルーテル大垣教会で演劇を発表することになりました。とても楽しみです。皆様、ぜひ観
に来て下さい。

演劇の先生は、学校でやれたらいいんじゃないかと言ってくれます。今まで学校では、薬物依存
症に陥った体験的こよる啓発活動を行っていますが、演劇による醇党活動を行う夢が膨らみます。
そのような機会が与えられますようどうか力を貸して下さい。
今年は岐阜ダルク女性ハウス設立5周年になります。12月に5周年フォーラムを開催する予定
です。その時にも演劇を皆様に披露でさればと思います。
詳細につきましては、ニュースレター秋号でお知らせしたいと思います。

ボランティアだより

仲間の体験酸

パソコン指導ボランティア

でいちやん

岐阜ダルクに入所して3月28日でちょうど1年が経過。「自立・自律」を今年の目

波連麻理

［こ」

標に挙げた自分のプログラムに毎日全力を尽くして取り組み中。

2月に入ってすぐ‥就労プログラムの提案が出た。待ちに待った就労のはずなのに、期待や富び以上に何故か
不安や恐れを感じてしまっている自分に気付き、ショ∴ツタを受けた。「早く働きたいiもう働ける！」と膀え続

けてきた自分の裏側にある恥ずかしくて情けない威信と認めたくない自分の最も弱い部分・それを勇気を出し
てミーティングで正直に話した。涙がとめどなく溢れた。そして、自分が処方薬に依存したのも、その不安や恐
れを隠すためだったということを再認載できた。

今まで経験したことがか、職種で人と関わる新しい仕事、1日8時間で週3日という提案。施設周辺のバイト
求人情報を走って探して条件に合うところをリストアップ。そこから施設がえらんだところに電話して面接。

1か所目・．・不採用。自分の過去の社会経験に対する自負からの香りや屠っていただくための謙虚な姿勢が足り
ず準備不足だったことなど、ミーティングで話しながら反省点に気付いた。鵡備万輪で臨んだ2か所目・・不採用。
この時も、結果を操舵に受け入れること、年齢や先の事はかり考えて焦り過ぎか、ことなどをミーティングをつ

かって自分に言い聞かせた。3か所日 面桜中に郎採用！面接官とガッチリ握手。共に喜んでくれた仲間に感謝。
今働き始めて3週間目。覚えることばかり。テンパってI動かり。8時間動きっぱなし。でも、仕事の後に運動

できるくらい体力面と精神面が大きく変わった。去年の今頃の自分とは比較にならない。1年間本気で頑張った

成果。全力で働ける喜びを脚こ、格好良い自立に向けて今日も1日厳虚にひたむきに楽しんで全力を尽くしま

昨年の7月から、ステップハウスでパソコンのボランティアをさせていただいてます。
福祉の仕事をしており、職場の近くにあるダルクさんも一度見学をさせてもらいたいなあ
と思いながら、2、3年経っていました。そんな時にダルクでパソコンボランティアの募集をしていることを知
り、思い切って挑戦してみようと思いました。
ボランティア活動は初めて、行ってみて嫌だったら辞めればいいと思っていました。緊張しながら、週に一度
のペースで通い、始めはタイピング練習、テキストに沿った学習と型にはめた進め方をしていました。何かしっ

くりこない、タイピング練習も私が行く時だけ？このやり方でスキルアップできるかな？
不安に思っていたところ、まきひろさんから、ダルクの案内や通信を作る時に困っていることがあるので、そ

れを教えてはしいという話がありました。実践謀矧こ路線変更です。まさひろさんは、ダルクの通信や撮演会の
案内などを以前から作成しており、あまり教えることもか、かなと思いましたが、ほんのちょっとしたコツでも
とても喜んでくれ、ボランティアの時間が楽しくなっていきました。
その後、パソコンが得意なけいこさんが加わり、今はちさこさんが、初めての通信を試行錯誤しながら一生懸

命作成しています。ステップハウスでは皆さんが気持ちの良い挨掛で迎え入れてくれ、職場が近いため、道で会
っても素敵な笑顔で挨拶をしてくれます。
今は、ダルクでボランティアをした帰り、とても清正とした気詩ちになり、日頃の′I、さな不満や寂れが無くな
ると感じるようになりました。みなさんとの楽しいひと時をこれからも大切にしていきたいと思います。でも、
もう数えることが無くなりそうです。

すi

先生に教えてもらうこと

ふくちゃん

薬物依存症のまきひろです。
去年の7月から週に1回、パソコンのボランティアの渡遺先生に来ていただけるようになりました。来

アルコール依存症のふくちゃんです。施設に、入って2度目の通信を書きます。

ていただいた最初はエクセルのやり方をテキストにそって教えてもらってましたが、嬉鮎つうしんの作り

私にとっては、施設生活の中で様々な経験をしました。大勢の人前で さまざまな体殿

方や、地図の作り方を自己流で覚えたやり方と違うもっと早くでさる作業のやり方などを数えてほしいと

グラムを受けるためや他の施政の仲間とのかかわりを知るため岡崎ダルクに週2日退所した喜、香Iiiダルクに2

言ったら、すぐに路線を変更してくれて教えてくれるようになりました。パソコン作業でここがわからな
いと質問すると分かるところは丁寧に教えてくれるのですが、先生にも分からないところは、掃ってから

週間プチ入寮した事、その施設によってプログラムが違ってとまどう事もありましたが、そんなとまとっている

わざわざ調べてくれたり、同僚のパソコンに詳しい人に聞いてくれてメールで送ってくれたりして、すご

ダルクの1日の文章をみずから考えミニフォーラムで発表した事、遠くのNA会場に一人で行ったり、他のプロ

く丁寧だなっと思って、わざわざありがとうございますとお礼を言ったら、私も一緒に勉強させて貰って

私に、仲間たちは協力してくれました。

私は、近々施設を円浦退寮する予定であり、今は自宅に帰る練習などをしています。

今の私のおそれは、母子家庭でもあり、長女は高校を卒業をしてこの春新社会人になり一人暮らしを始めます。
二女は、春から小学校3年生になります。でもまだ二女には、長女が家を出て一人暮らしをはじめるとは怖くて

ますという返事が返ってきたときに、僕はその謙虚さにびっくりしたのを覚えています。
パソコンの使い方だけではなく、今は、僕に欠けている丁寧さや謙虚さなども教えてもらっています。
僕は人とコミュニケーションをとるのがすごく苦手なので、先生と最初は、話したりあまりせずに黙々

言えません。子供達は、トラウマ、アダルトチルドレンになっていて、とくに二女はひどいので、申し訳ない気

とパソコンをいじってましたが、ちょっとずつ会話をするようになり、今では結構いろいろな話をするよ

持ちでいっぱいです。

うになったなぁと自分では思っています。

まだまだ、コミュニケーションがあまり取れないですが、先生からパソコン以外にも色々な事を教えて

今は、私自身いろんな享があたえられています。

もらいながら一緒にやっていきたいです。よろしくお願いします。
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Step houseだより

女性ハウスだより

女性ハウス費住着 勇陽子

スタッフ

こんにちは。お花見の印画を立てる軸こあっという間に桜の花は敵ってし

山田興久

今年は桜も早く咲き、あっという間に本格的な春となりました。毎年のように施設を

まいましたが、皆様はお花見へ行かれましたでしょうかウ

出て気分を変えて、桜の下で花を眺めながらミーティングをやってきましたが、今年は

女性ハウスの庭に、ボケの花と、ハナミズキの花が咲き明るい雰囲気にな

タイミングもあわず、その機会を失してしまったのは残念でした。

りお花見へは行けませんでしたが、毎日その花を見てダルクへ通っています。

しかし、この春もSlephougeの仲間たちが晴れやかな笑顔になれることがありました。大勢の人たちの前で

ダルクの生活をする中で、サポートを仲間同士でやっています。先に入っ

2回目の劇を演じ、ベストを尽くすことができたのです。

た仲間が後から入ってきた新しい仲間へ自分がしてもらったことを手渡していきます。それは日常生活の細かい

事も伝える事もあります。

12月に教会で行った劇のDVDを見た仲間から、岡山で開かれた自助グループのイへントに招かれたのです。

前回のシナリオを基に、薬物依存症になった少女が自助グループのプログラムにつながり回復していく「私たち

私はダルクに繋がった時、本当に何も出来ませんでした。薬を使わないと掃除も出来ないし、整理整頓も出来

はなぜここにいるのか」と言う物語を仲間が書きました。今回も先生にご指導いただきながら、シナリオを固め、

ないし、次に何をしたらいいのか分からないのに聞くこともせず、ポーつとしているような状態でした。その時

演技を練っていきました。練習を重ねるうちに、本番に向けて仲間たちが一つにまとまっていけたように思いま

女性の先行く仲間が一人いて、私に一つ一つゆっくり教えてくれました。そのおかげで薬を使わずに自分の身の

す。

回りの事を出来るようになり、ダルクの生活にも慣れていきました。私のリハビリはそこから始まりました。

当日は、依存症の当事者を中心に70名程の人たちが集まりました。上演時間を待ちながら、セリフをプツプ

自分がサポートを仲間へやってみようとする時、「言っていいのだろうか。」「これは余計な事だろうか。」「う

ツと口にする仲間、互いに演技を確認しあう仲間、落ち着きを求めて祈る仲間、いろいろな姿が見えました。上

るさいと嫌がられるだろうか。」と償いのでやらずに済む言い訳を言い訳とも気付かず、関わるのを避けていま

演時間となり、舞台そでで手をつなぎ輪となって、成功を祈り気合を入れて劇を始めました。緊張で手を震わせ

した。

ながら演技をしましたが、おかしなセリブに、見ていた人たちの間から笑いが漏れたりするうちに落ち着いてい

スタッフになってから、恐れて関われない事、言えない事も沢山ありますがミーティングやスポンサーシップ

を取りながらやらせてもらっています。そのことによって自分にも沢山気付かされることを与えられています。

きました。40分程の舞台を皆で創ることができました。

薬を止められない苦しさを少女が叫ぶ戸を聞いて、涙を流す観客の姿もありました。集まった仲間の中には共
成があったのだと思います。終わった後には口々に「良かっだよ」と声をかけてきてくれました。皆さんのそん

あう壷三五︑︑：l 三つ目

な反応が、ベストを尽くした充実感を増してくれました。薬を使わない新しい毎日の中で、また一つ得られた喜

びでした。こうした機会をつくってくれた岡山の仲間たち、先生始め大勢の人達に感謝です。
岡山から帰ると、私にはもう一つ大きなプレゼントがありました。薬を使ってきて逮捕されたためにもう会え
なくなった私の子どもたちの今の写実を、昔の裏とつながってくれている母がメールで届けてくれたのです。12

年ぶりに見る3人の子どもたちは、どことなく昔の面影を残していましたが、想像できなかったほどに大きくな

っていました。涙がこぼれました。見るからに健康そうに育ててくれた人たちに心から感謝しました。この時が
あるのも、私が今薬を使わずにいるからでしょう。私たちのプログラムにI土，傷つけた人たちに「埋め合わせ」
をする段階があります。その機会が与えられる時が来るようプログラムを続け回復していきたいと、改めて胸に

刻みました。

＋ ．宕〟′どん底dIうの何党jを上，君Lます。
（日時）
平成30年5月20日（日）午後2時〜3時

《主催・会場〉
大垣ルーテル教会
（大垣市林町7−141、血0584−78−1580）JR大垣駅から東に徒歩20分位です。

ピー ひ∴お∵越r L∴く ノど∴きlI。
（まんが執筆岐阜ダルク後授会斎藤幸二）

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30年1月148−4月18日）敬赫略
伊藤在英∴地底任広 石川筏二 亀田公子 千田如栄 日興製薬侠式会社代表取締役社長・日置榔 カトリック江南敏
会 カトリック豊橋教会 田口大輔 日本型公会中部教区疫岐伝道区 浅野辰夫∴河合正恵 市岡多賀腸 平川玲子 河

合演 北谷継承 前田功∴島源三 福岡和男∴伊藤晦書 中堀施広 武芸Iii町仏教会 木下容子 藤本正夫 （宗）カト
リック紳雷修道会・多治見放会∴悔同一哲（肴）エー・アイ・シー鵜飼武彦∴水野滋子 持田邦自動屯株式会社 公益財

団法人・名古屈m 藤本弘 野々垣多美子∴弁護士・林真如共∴功昭代 光楽実生∴岩田恭子 大垣鵬 カトリック

岡崎教会∴柑公安宰∴永嶋庖成 カトリック小牧教会 木村典保子 清水宗大 小忠良敵 中日東 伊藤久美子 堀属性
広 布安硝子 鎌田憲子 阿郎輝彦 村松みよ子 カトリック名古座教区社会福祉盃只会 幼さ盛マリア修道会∴堀聾一
原政子 カトリック五反城散会∴溝田透∴武内繁子∴原田美喜子 カトリック多治見教会の皆餓 日本キリスト改革派那
加散会の缶僕 カトリック各務原敬会の皆膜i 日本同盟基督散田 古川敏会の皆懐 日本バプテスト連盟東山キリスト教

会の皆熊∴名古層聖マタイ散会の皆様∴救世敬名古屋小隊盛期会の皆様 ルーラル庸蔵専敬会の皆様∴カトリック大飯教
会の皆膜 カトリック稲沢数会の皆様 榎木敬子∴弁護士・山本煉 大垣ノレーテル教会・柴田るみ子 橋本博 岐阜キリ
スト教会 吉田加代子 中堂典係子 弁護士・伊藤知恵子 高幡直子 笠公キリスト敏会の皆様 関キリスト教全の皆様

岐阜カトリック敏全女性部 羽島地区更生保護女性会代表・伏座卓干 上田子油子 海浦市更生保護女性会・中島雅子 山
科正太郎 国際ソロプチミスト岐阜 ハルピア宙発会の皆様∴岩田恭子 カトリック膿朝敵全 匿名各多数

献患者名（平成30年1月14日〜4月26日）敬称略
杉浦稚典∴原田美喜子 木下虫網株式会社 マリアローザ 笠原扶企子 加藤範子 石川恭二 トキ 儀村政子 清水由

子 匿名缶多数
※お名駒の配厳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、
城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敬い申し上げます。

※発送作姓簡略化のため皆様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節度ご証人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、水道光耕、専任スタッフの人件費節、毎月一定の闘

定費がかかる一方、「中間施設」の性格上、きわめで財務基盤が不安定で、皆様方のご詩付が欠かせません。引き続きご即
解とお力添えをお願い申し上げます。

岐鼻ダルク 郵便裏書口重 00840−・5−167752 岐〃ダルク復緩金
浜蔦の日の運動7回グラムで震いたいため、ご教書で便わきく磨ったフィットネスパイク、置
糠のラケット・ピンポン王かありましたら￡重りください．また裏￠使っているキーボードで

は葉細筆で営農でききい種かありましたので．88後のキーボードまあ重り下さい．よろしく
鯵○いし毒す．（16− 058−201−3555）

農業青佳肴∴遺山香
相集担当 岐阜ダルク後援会∴照度庸二 鈴木輝一同
〒500ー8i75岐阜市貝住OT7−3
Step huso 〒撤卜鯖創∴岐阜市真砂書目1−12
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