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新しい年 噺しいスタート
タロー

今年も仲間と一徳に新年を迎えました。年の変わる少し前から皆で集まり、カウントダ
ウンがゼロになった時、クラッカーを鳴らしおめでとうと言い合いました。回復で手にし

た仲間たちの笑顔とともに、新しい年がスタートしたのです。
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30年的、まだ雛せい剤などと級のなかった僕は、周囲の人たちが笑顔で暮らしていけるように少しでも役
に立てたらと言う思いで市役所に就職しました。しかし、薬を使うようになった僕は、周囲の人たちの役に立
つどころか、心から渓していたはすの家族さえ傷つけるだけの人間になりました。うそをつき、盗み、隠れて

薬を使い続けました。家族や友人、仕事など沢山の大切なものを失ったのも当然でした。
何回も警察に柏まり、2回目の刑務所を出所して、やっと岐阜ダルクにつながれました。以前は、決意だけ
では薬を止めることができず、刑務所に戻ることになりましたが、ダルクプログラムにつながった今回は、2

年余経った今も社会にいます。社会にいるだけでなく、喜びを感じながら毎日を過ごせているのは、プログラ

ムと仲間たちのおかげです。
これまで岐阜ダルクは、理解いただいている方々からのご支援だけでやってきました。しかし、施設を必要

とする仲間のためにはもつと安定した運営基盤を築きたいとの考えで現在のプログラムを法律に基づく陣が

い者福祉サービスとして指定してもらう準備を進めています。利用者数の安定しない施設の特性から、指定さ
れても皆様のご支援が必要なことに変わりはないかもしれませんが、法律に基づく事業として公的資金も得ら
れるようになれば、現在とは違った運営が可能になるはずです。そして、指定を受けた時には僕の願いも叶う
ことになりました。その時には岐阜ダルクで働けることになったのです。

この準備には、スタッフと一組こ僕も携わっています。これからも、昔の仕事での経験を活かせることが沢

山あるはずです、そして、仲間をサポートしなから共に回復のプログラムを進めていけたとしたら、それ以上

に大きな喜びはありません。死ぬ場所を探して歩き回ったような仲間が笑顔を取り戻すために、自分が役に立
てるかもしれないのです。30年！部こ思い描いていたができなかったことを、これから爽要していきたいです。

しかし、指定を受けるためには施設に日動火災報知機を股喧しなければならず、それには大きなお金が必要
だと分かりました。皆様に、またお願いをしなければなりません。岐阜ダルクが指定を受けられますよう、今
はさらにご支援ください。
これからも、多くの仲間たちと一緒に一年一年回復の道を歩んでいきたいです。仲間たちと自分自身の回復
に向けて、スタッフとして新しいスタートをきりたいと言う僕の願いを叶えてください。お願いいたします。

家族の体験談

ダルクとの出会いと体験
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年が明け、両親の住む実家に私達夫婦、長男夫婦に孫、次男、姉の家族が
大集合。にぎやかなお正月を迎えました。
過去はお正月やお盆など家族の集まりは避けていました。薬物を使ってい
る罪悪感のため人を避け、家族の集まりところか、家庭の中にも社会のどこ
にも自分の居場所を失くしてしまいました。薬物依存者のなれの栗でした。
薬物を使うようになったのは高校2年の時でした。知り合った男から勧め
られ、断り切れずかっこつけて使ったのが始まりでした。
薬物のせいで生活は荒れて退学。水商売で働くようになり飲酒運転は当たり前で飲んだくれた
生活が続きましたが、縁あって20才で結婚。二人の子供に恵まれ、10年間は薬が止まってい
た時期もありました。
しかし、30才から再使用が始まりあっという間に離婚、仕事を失い、満神病院入院・逮捕・

自殺未遂と薬中の行き着くパターンにはまるのに時間はかかりませんでした。
薬物が切れると身体を動かすことができなくなるため、一日に何回も腕や足の血管に注射しま
した。そのうち薬物を使い続けることで本当に身体が動かなくなっていきました。

『薬を使わないと何もできない』という思いと『このまま使い続ければまた捕まるか、そのうち
死ぬかもしれない』というあい反する思いと戦い、精神的に追い込まれ生き地獄のようでした〇
人の中にいると底知れない孤独を感じ、絶望していったのです。
ダルクにつながったのは1999年、35歳の時でした。ダルクプログラムの要であるミ￣テ

ィンクがいたく気に入ったことが幸いでした。
ミーティングでは「過去どうなったか、今どうであるか」ということについて正直な話をする

ことを提案されていました。子供達をほったらかして薬を使い続けたことや、留置場で大暴れし
たこと、人をだましたことなど人に言えない話を正直にするようになっていきました。

．．Mさん 生国▲
摂食障害の子供を持つ親です。それがいつ頃から始まったか分かりません。私たちが気が付いたのは、
手首にリストカットをするようになった頃で、医者に見せるほどの傷ではなかったのですか、2−3回は

病院で縫う事もありました。

それから万引や市販薬の大量摂取が始まり、この頃から妻と本当に悩み、祖母を含め気持ちが落ち込ん
でいきました。今後どうしたらいいか相談し合い、摂食障害の治療ができる枯神病院を探して、子供を説
得し、入院する事になりました。

入院の時に二重のドア一にカギが閉められた時、本人は手を振りましたが、私たちは涙が流れ出ました。
本人のためにと思い病院に入れ、よがったのかと悩みました。3ケ月はとで退院しましたがなにも変わりま
せんでした。
2回目、3回目も通院しましたが、何も変わりません。4件目の病院の先生とは何か気が合ったのか？体

重が35kg以下になったら入院と言う話し合いを子供と約束した様で しばらくは何もなく過ごしました

が、しばらくすると病院の薬を大量に貯めて飲み救急車を呼んで市民病院に行き、自殺行為で警察を呼ば
れ、二度とさせないようにと誓約書を害いたりすることもありました。一週間位の入院となり自殺行為の

ため高額の請求がきました。2回目からの薬の大量摂取の時は違う病院に行き、先生に相談して保険が使え
る様にしていただきました。

そのような事が4−5回続き、頭が変になりそうでした。それでも子供の吐くことと薬の大畠摂取は止
まりません。万引きしては警察から電話が鳴り、公園で薬を大量に飲んで倒れて救急車で病院に運ばれた
と電話があり、電話が鳴るたびに又何かやらかした？とドキドキしていました。

そんな頃に私の母にガンが見つかり、余命3ケ月と言われ、この頃は祖母の世話を一緒に見てくれ風呂
に入れてくれたり、下の世話も嫌がらず見てくれだ頃は体重も45kgになっていたと思いますが、祖母が

新しいことにチャレンジをすることもよく提案されました。提案されたことはやりたくないこ
とばかりでしたが、それでもやってみるという逆説的なプログラムでした0

亡くなってから又、万引、吐くことが始まり、私達も色々調べて岡山県に摂食障害の専門の施設を見つけ

自分のことを正直に話すと等身大の自分が見えてきました。家族をだまし、他人をだまし、自
分をだましてきたけれど、そのような生き方を心から変えていきたいと思うようになっていきま
した。ダルクを通過して、介護施設で働きながらNAミーティングに足を使って通い続け、12
ステップを実践していきました。
2004年、ダルクで働くことになりました。岐阜ダルクの運営は寄付金が頼みの綱だったた
めリハビリで培った足を使うことが役立ち、寄付金のお願いに歩き続けることができましたo
頭を下げてお願いをする寄付金集めは、仲間に「高慢ちきな女」と言われていた私が謙虚にな

供がパソコンでダルクの事を知り、すぐに入所させていただき、少し胸を撫で下ろしました。

ることを学べる絶好のチャンスとなりました。

たかったです。本当に感謝しております。

ダルクの逆説的なプログラムが薬物依存症からの回復だけではなく、人生を変えてくれました。
今年も自分にできることをして、依存症者にもっと関わっていきたい。
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入所させましたが、1ケ月位で追い出されてしまい、子供と今後の事や将来の事を話し合い、その中で子

そこで親も家族会に出席するように勧められました。会に出席を重ねるにつれて、子供に対して良かれ
と思っていた事がすべて正反対だった事に気付かされました。会に出席する様になってから、夫婦とも気
持ちがだんだんと楽になって行きました。

子供の病気を治すには、親から気持ちを変えて行かなければ病気は治らないと気づきました。でも心の
奥では父親として仲の良かっだ最愛の娘で心配が少しあります。
家族会・ナラノンの会にもっと出席して自分自身を変えたいと思います。もっと早くにダルクと出会い

今、子供はダルクに繋がっていませんが、ダルクでの事を思い出しながら頑張って病気を治してほしい
と思っています。
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女性ハウスだより
女性ハウス責任者

「胸騒ぎのもちつき」

勇 陽子

今年も、新しい年を無事に迎える呼が出来ました。いつもニュースレターを読ん
で頂いて、ありがとうございます、皆的士、お変わりなくお過ごしでいらっしゃい

丁、 、

岐阜ダルク後援会 −i

ますか。

会長 蔚藤幸二⊥

女性ハウスの仲間は、変わりなく毎日リハビリに取り組んでいます。最近の仲間

の変化は「仲間といて楽しい」と言っているやでした。あまりそんな事を言う仲間
の頃、仲間といて楽しいという気持ちはあまりなく、これら自分自身どうなっていくんだろうという不安と、皆

昨年末に遠山さんから「一月三日にダルクでもち
つきをしだいのだが、臼がありますか」という電話

と一緒にやっていけるのか、薬物を使いたいという欲求をどう乗り越えていけばいいのかという恐れ、毎日人に

がありました。教会の親子サークルで子供たちと一

ではなかったので、珍しいと思ってしまいました。私も過去ダルクに入旅して初め

とらわれて人の言動、行動に−喜一愛していました。
けれども仲間と生活を共にし、お互いの事を知っていく中で、喧嘩したり仲良くなったりするうちに、仲間と
一緒にいる萌が心地よくなってきよしだ。過去は、人とトラブルになったらその人との関係修復ではなく、避け

ることしかできなかったのに、今は、自分自身がいけなかったと思ったら、謝って修復した方が心地いいと思う

ようということになりました。臼はとても重いので、

ようになり、ごめんなさいと昔より言えるようになりました。

こういう人間関係は、人に対して恐れが強い私にとって新しい事でした。頭の中で黙ってぐるぐる考えている
よりとてもシンプルになりました。だから、仲間が「仲間といて楽しい」と言っていたことで、自分に変化があ
ったことを思い出しました。

いつも、ダルクの活動を温かく見守って頂いている皆様、ありがとうございます。今年も皆的ことって良いお
年でありますよう祈っております。

まだ苦しんでいる薬物依存症の仲間の回復の場を開け続けていきたいので、どうかご協力をお願い致します。
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緒にもちつきをさせていただいている真正町の方
にお願いしたところ、臼と杵を貸してもらえること
になりました。ダルクにはもちつきができるスペー
スがないので、礼拝の後、教会の庭でもちつきをし

●

jOに

待ち主が軽トラックで教会まで運んでくださいました。
杵でペッタン、ペッタンつくことはわかっていますが、つきはじめや、つき終わってからのお
もちの扱い方はよくわかりません。でも臼を貸してくださった方が御夫婦で来てくだきり、最初
から最後まで教えてくださいました。おかげで教会員たちも一緒につきたてのおいしいおもちを
いただくことができ、楽しい正月となりました。
今年も私たちにいろんなことが起きるかも知れませんが、この正月の時と同じように、いつも必
要な助けが与えられると信じています。

調布で「岐阜タルクミニフォーラム葉物能劇賞牌電病です」を鵬催します．
依存壷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、適切な治療プログラムを
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、参加者の営繕とともに考える機会とします。ぜひお題しください！

自 縛：葦虚か軍書日払日（土）け：00−il：00（番付Iz：抑）

プログラムにつなが

会 場：輪台語継金筋・食後重（重言）

り、今笑顔を取り戻

能穏麗諜誌諾請謁がの］

毒血費目電調
審 置：iOoa

した仲間たちの話を
聞いてi

雫田グラム … 農地置書の語．維持鰍練直書の農機の傭職録．タlLクメンバーの鱗職寝．
タILoメンバーへのインタビ1−．タILクスタずつの鱈
葉書前申し込持構不要です．g艦会場まで粛越しく磨さい．禽縛eLtlI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
献金吉名（11月13日−12月31日）

（飯相島〉

国際ソロプチミスト岐阜∴日本堕公会中部散区愛岐伝嬉区 日本廓℡ルーテル岐阜教会 ルーテル大鵬全学慎クリスマス会∴照藤率
二 岐阜カトリック飯全女性部会 上田千綿子 山田義子 カトリック散会チャリティーバザー実行委員会 加旗洋子 廻妃任広 中

圏点∴高木夫子∴濃曲直帆∴光臓実生 伊嚢直美∴解安一幸∴清水萩 山本法陣事務所・弁護士・山本尭 伊襲潤子 痔がい肴生活支
援センターきつねわなi雀田元子 関更生保護女性会 如来寺 本多面明 証間多賀隔 塚本想一 持田邦自動￠株式会社 永嶋恵典

岐阜山隅保護区保縞目金 蔓生保繍法人・岐阜県更生保護事業協会∴岐色偶像種司会連合会∴青山和典∴伊藤久愛子 商略順子 武芸川
OT仏飯食∴貝田尚人 久保田芳則 北谷確魅∴池田鴫愈∴雷光初患 阿部質店 円本湖 笠伝希代英∴笠虚キリスト敷金∴岐阜キリ
スト散会∴日本キリスト敵会i大垣散会∴鴨島庫美 幼さ嘘マリア修過会∴鈴木舶 日本キリスト教会i岐阜散会 醐 日野安
晃∴清水章子 伊佐地金嗣∴掴要一寺 山田虫彦∴高富グレイスチャ〈しレ・金森洋三 日本キリスト故筆脈岐阜加納散会 可児価音散会
飯井敏明 平川馬子 嚢藤栄治∴出井減 収同産真 滝前史生保繍女性全・会艮・中日誰子 中煽鍵広∴金択聖教修道院i 稲石庭，加
藤勝史 岡村晴尖 中道美保子 梨本由紀∴古田和飯 蜂谷文雄 沼沢武雄 カトリック唖マリアの意原罪修道会∴或昭代 一飯糊
法人ドムクス・岩松爽八子 YY 書藤栄子 塾ドミニコ宜敬修道女会・同峰修道院 大竹電子 醐 ′」、馬油一 加藤純子∴癌偶虚
子∴カトリック日比野厳全 日本騒音ルーラル大垣鍛会・鍵田るみ子∴箕浦興業傑大会社∴曲名看多数

献患者名 （髄鞘寄）
日本キリスト厳会大境散会∴木下容子∴岩間節子 株式会社・藤田龍卓∴野田直火∴清水由子
※お名的の記載につきましては注忠を払っておりますが、万が一お名聞の鵬・臓字または妃臓漏れなどございましたら、握に中し訳あ
りませんが、ダルクまでご連綿をいただけますようお願い申し上げます。

瀕古くなった重責を賢い書えられることiこなりました。日暮鯖団の動度会を隻け、金蔓なさ己賃金筒50万円を冒機からいただいた能登
で購うことができるようになりましたので、今年食中Iこは観しい章iがやってくる具込みです。この事を傭同の回復のために青勤に宕

属します。ご重機いただき、事告にありがとうございました。
※鍵遺作費蘭鴫化のため皆駿金員に振込用轍を同封させていただいておりますことをご了承下さい，また阻名希錆の方は、恐れいります

が、その旨を振り込み用紙通信機にその棚ご記入下さいますようお顔い放します。

※標章ダルクで行っているプログラムを選録に基づく復復サービスとして塵めてもらい、公的な東食を持て今復できる膿り合直した提言

ができるよう、畏ま手続きを道めています。そのためにめ要な書きをクリアするため、絶域に自動火録報知機紺直しなければなりま
せんが、この工事には80万円糧かかる具込みです。また木当に心苦しいお○いですが、この東食に克てるため萱ねて義金のご協力を
お○し、します。今録の運創ことでも重要なことと番えています．どうかよろしくおmLuヽたします。

※岐阜タルクでは攻やダルク抜び女性ハウスの2臆股の地l烏家賃、水道先細、専任スタッフの人件費簿、毎月一走の固定費がかかる一

方、r中間蛭波」の健膳上、きわめで財紡廃盤が不安定で、哲臓方のご寄付が欠かせません。引き続きご理鱗とお力添えをお願い申し

上げます。

峻●ダルク 郵長篇後口き 調町田ト167752i畦●ダルク豊後支
線一人の僧間が社会復照に向けてパソコンの飽乏しはじめました。他の傭皿たちもパソコンの飽論をすると社会に出るときに優立つと
番えていますが、裏書するにも後置が足りません。曽機のご書きに古くなったパソコンはありませんか？ありましたら簾魯くださいま

したら大食ありがたく8います。仲間の細iこ向け、ご協力ください。よろしくおmLlLます．

葉l燥∴街道非営利減額汝人 岐阜ダルク
網袋担当 岐阜ダルク後援会 京藤幸二 鈴木輝一郎
〒500ー8175岐阜市度住町7−3
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