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自分の居場所．
岐阜ダルク後援会
会長 徳弘清隆
ブラジルから帰国して3か月経ちました。10年ぶりの日本だし、初めての土地。戸惑うこともありま

したが、すっかり馴染んできました。長良川や伊吹山の景色、特に夕刻に自動車で桶を渡るとき夕陽を
見るととても落ち着きます。「自分の居場所がここに出来てきたんだなあ」としみじみ思う時でもありま
す。

先日そんな岐阜を、ブラジルで知り合った青年たちの仲間が4人、訪ねてくれました。先に帰国した
3人とまだブラジルで仕事をしている1人も一時帰国で「サンパウロで世話になった徳弘先生夫妻のと

ころに行こう」となったそうです。「異国で心細く生きていたけれど、先生に世話になり、みんなと過ご
した教会のゲストルームは私の安心できる居場所でした」と口々に話してくれました。時間と空間を超

えて、そんな場がここに再現された感じで、とても懐かしく嬉しいひと時でした。実は私はお也話をし

ただけではなく、助けてもらったりもしました。そして彼らは皆に心配をかけた出来事もそれぞれあり、

そんな思い出を懐かしく語りあい、食卓を囲みました。中には失敗とトラブルで夜中に蓄熱こ教会まで

送り届けられた青年もいて、今では伝説の笑い話です。
誰も一人では生きていけません。失敗をすることもあります。でも無理をせずに、強さも弱きも、良

いところも悪いところもさらけ出して、互いに気にかけて生きていけること、そんな仲間や場所がある
ことはどんなに心魂いことでしょう。ダルクの仲間たちも、自分を語り、受け入れあって、薬物などに

依存しないでよい生き方を手探りで取り戻し、それを続ける取り組みを日常にされている姿を見て、私

たちの居場所、仲間の大切さを教えられます。日本社会の理解不足や誤った「常識の目」にさらされ幸
いこともあるでしょう。しかし批判する「そんな誰か」もきっと、生きにくい社会で「＿正しさ」や「常

識」にしがみついて必死に何かを守って生きているのでしょう。歩み寄り、理解し、ともに歩き、支援

するときに、私たちも変えられ、成長させられ、自由にされていくのです。あなたのご参加に感謝しま
す。今後もよろしくお願いします。
1十

仲間の体験談
岐阜ダルクと一緒に歩んだ10年

額

あらちゃん

母・一定日⊥片言

はじめまして。あらちゃんです。私は18才の時に処方薬を使いはじめました。考 にむ・て三高
え方もネガティブでいつも孤独感を感じていました。大学に入ると友達もおらず、
家族とも離れて本当に1人ばっちだと感じていました。

友達がいない事、孤独な事は、自分の内面に問題があると感じていて、精神科に行

＼、めノ

岐阜ダルク後援会 前会長 蔚藤幸二

＼ ／

べこグ

げは、問題が解決されると思いました。
処方薬を飲めばポジティブで明るく、前向きになれる。そういう魔法の薬だと思っ
ていました。学生相談を通して精神科に行き「眠れない」と嘘をついて薬をもらいました。薬を飲めばずっと
持ち続けていた孤独感から解放されると思ったし、皆から注目してもらえる。そう思っていました。最初もら
った薬ではもの足りませんでした。私の苦しみはこんなもんじゃ取り払えない、と思い、再び精神科に行き、
「声が聞こえる」と嘘をつき、強い薬をもらい酒と一緒に大量服薬をしたり、リストカットをするようになり

岐阜ダルク後援会長を引き受けた2010年（7月）の「鵜鮎つうしん」に私
が寄せた以下の文章が残っています。
「私がダルクの活動を知ったのは、岐阜ダルクの活動を始めたばかりの遼

山香さんが訪ねて来られた時です。ご自分の幸い経験を赤裸々に話され、懸
命に支援を訴えて回る姿に、大きな感動を覚えました。普通わたしたちは自分の暗い過去は人に
話さずに隠しておきたいものです。それでも彼女が語り続けるのは、自分と同じ経験をしている
人たちに何とかして立ち直ってもらいたい、という切実な思い、仲間への愛情があるからです。
自分白身が、辛く、厳しい経験をしたから、同じような経験をしている人々への共感と愛情を持

ました。それから、13年間、服薬を続けました。処方された良を守っていましたが、仕事も上手くいかず、

てるのだと思いました。

何をやっでも上手くいかず、自分はタメな人間だ という思いが強くなり暴れたり、大声で泣きわめいたりす

今、岐阜ダルクのほかのメンバーもいろんなところで自分自身の体験を話しています。彼らも
やはりダルクの活動によって救われているから（あるいは坪われつつあるから）、自分だけでなく、
他の仲間が救われるために声をあげているのです。こうした生き方は自分の幸せだけ考えて生き
ることよりもずっと質の高い生き方ではないでしょうか。このたび岐阜ダルクの後援会のお手伝
いをさせていただくことにしたのも、私自身ダルクの方々からそのような生き方を学びたいと思
ったからです。（以下省略）」
この文章を書いてから10年ちかく、あらためてこれまでのダルクとのかかわりを振りかえって

るようになりました。そして、2度の精神病院を経てダルクへ入寮する事となりました。
ダルクでは、人とのコミュニケーションを課題としています。ソファーに座り、誰とも話さず、クッション

を抱えて目を閉じている。今の自分はそんな自分です。自分を変える為に、何かしなくてはいけない。でも動
くことが出来ない。くやしい。でも出来ない。毎日毎日が自分との戦いのようです。天気の話、料理の話など、

ささいな話ですが今まで家族以外の誰とも話をしようとしなかったのです。なかなかできません。それを今取
り組んでいます。
（編娘郎注・処方薬‖塵肺から処方きれる兜依存症を発寝することがあります）

ダルクにつながった訳（お市役所に生活保護を受けに行きました。ところが「あ ／
なたは失業保険をもらっていますね」「全部パチンコに使いましたね」と言われ、「岐 ‡
阜ダルクが有ります」と言われました。「自分は行きたくない」と言うと、「依存症だ

から一度訪ねてきなさい」と言われましたのでしぶしぶダルクに行きました。はし 寧言高

岩三豊で、不安でした○薬物依存とか アルゴ￣ル依存などいろんな個が／「」ノヘ

みますと、私たちがダルクのために働いてきたというだけでなく、自分や仲間の回復のために苦
闘しているダルクのスタッフやメンバーから私もたくさんの勇気と励ましを受け取ってきたこと
に気づかされます。ダルクのスタッフと一緒に心配し、一緒に考え、一緒に祈り、一緒に喜び合
った毎月の後援会の時間もとても豊かな、楽しい時でした。また自分のとん底を知り、心砕かれ
て気取りも虚勢もなくふるまう仲間と過こす時間はとてもすがすがしいものでした。
今年3月末の定年退職に伴い、後援会長の働きを後任の徳弘治隆牧師にお願いいたしましたが、
この素晴らしい岐阜ダルクの仲間たちとの交流はこれからも続けさせていただきたいと願ってい
ます。

ダルクに入所して朝はミーティングをして自分を振り返っています。ギャンブルを

止めることが出来なくて、兄剃こお金を借りてやっていました。ギャンブルをやるとブレーキがさかなくて、
どうしようもなくついついやっていました。どうしたら止める事が出来るのかと思うのですが止められなくて

どうしようもない人間だなと思うことがあります。ギャンブルをやりたいなと思う時、友人にもお金を借りて

やっていたのですが、友人は「またギャンブルをやるんだろう」と言って、次からお金を貸してくれませんで

した。それを最後にギャンブルをやる事を止めました。そんな自分でした。

了、一

昼の運動プログラムでは、長良川を走る人、歩く人それぞれです。自分は足が悪くて歩いています。それで
も大変です。夜は夜で自助グループのミーティングがあって大変です。人前でしゃべるのは始めての体験で
すので上がります。夜は帰ってきて風呂へ入って、食事を作って食べます。食事がすむ頃は、10時30分頃で

す。寝るのは11時頃です。毎日が大変で疲れます。それでも頑張っています。ダルクに来て半年がたちまし
た。後半年で卒業したいです。もう少し頑張ります。せっかくここまで頑張って来たので真面目にミーティン
グにでて、話をしだいと頑張っています。
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語義か報告

クリエーションIN瑞浪市ビザ釜＆BBQ（5／2）

NPO法人岐阜ダルク理事会・総会（6I22）

4月
26

保護観鶏所における薬物乱用防症プログラム
アッププログラム

ステップ

（以下ステップアッププログラム）

27 薬物通話相談日 フラワーセラヒー

28 岐個渦流ハーフマラノンに参加、∴岐重ダルク家族会
カトリック各務原教会 カトリック小牧教会にて活動期介
※毎週水地目ハソラン教護

5月

岐阜ダルクの昨年度の事業運営を振り返り、令和元年
度の計画について審議していただきました。会員の
方々を始め皆様に支えられて、仲間の回復をめざしま

久しぶりに就労の休みと合って、仲間とレク
リエーションに参加しました。BBQとピザ釜
でオリシナルのピザを焼きました。BBQ場の
おじさんに教えてもらって、生地はくっつい
てましたが、思い思いのオリシナルピザがで
きて楽しく食べました（まきひろ）

†⊥ここに ●「 販宛

ア参）

13ヨーガプロ 16日本イェス グフム14 談口 キリスト教曲名古 ジーンズ）

ステップア 22薬物舘脂柏 日本緬音／レ て活動紹介 308本キリス 後援会2 餃臣NPO法人 薬物雛脱指導 ジーンズ） ログラム

だきました。僕の体験談が、皆様にとって
抑止力となり、薬物の恐ろしさを知るメッ
セーンになれば幸いです。（ヨッチャン）
ダー〉 にて活動紹介 ラム ワーセラピー 発

！岐阜県依存症対籠総合支援事業と
国立精神・神経医療センターの近藤あゆみさんの
諦演をはじめとして、県内の依存症関係者が集ま
ー演劇は︑私にとっては苦手なことへの︑挑戦で

んだろうウ」と恐れながら話をさせていた
7月

にて演劇公演（海津市文化センター）（71

す︒今回も練習を重ねて当日を迎えました︒劇−
を通して︑色々な方に依存症の事を理解してい＝
たたけることを願いながら演じます︒公演の後−
ひまわりの鉢植えを沢山いただきました︒大切⁝
に育てます︒︵ちさこ︶

社会を明るくする運動海津市推進大会
全校生徒の皆様の前でとても緊張しまし
た。「大勢の人達に自分がどう思われている

1年生から3年生の皆様が大勢いて一
とても緊張しましたー緊張をシラフー

とを頼っております︒︵ケイコ︶

1薬物敬姑相 ）グレー 猿田 8 ／ヘカトリ、、
9岐ii−Iク 110KBふれあ 12沌物飯確相 家族会、

で体感させていただきました︒来年＝
はぜひ︑演劇の公演が実現できるニー

6月

依存症を考えるつといIN岐阜にて講演（6129）

って依存症について共に考える機会となり、嬉し
く思いました。今後もこのような事業が岐阜で継
続して行われることを願います。（かおり）
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Step houseだよ

り

施設長だより

スタッフ

施設長 逮山香

山田興久

施設長だよりにもありますか もタの日に海津市で演劇を演じました。

社会を明るくする連動海津市推進大会が海津市文化センターで行われ、私達岐

劇の最後に皆で合唱するのですが、練習の時私は、自分のパートの音程が取れず困って

阜ダルクの仲間達で演劇「もうひとりじゃない〜仲間とともに」を演じる機会が

きました。CDのお手本の歌を聴いて練習し、自分なりに頑張るのですが、いつまでたって
も全然タメでした。しかし、6月に新しく仲間がつながり、その仲間が同じパートをしっ

与えられました。

今回はとても大きな舞台で演じることとなり、声が会場の人達に聞こえるのか、
練習の時の何倍も大きな会場を余すことなく大きく動くことができるのかなと不

かりとした音程で歌ってくれるようになったので、なんとか最後まで歌いきることができ

るようになりました。その仲間の歌声が灯台のようでした。

劇の本番は、開演から最後の合唱まであっという間に過ぎていき、最後に皆で声を合わ

安が多くありました。

演劇の先生の指導のもと、練習に練習を重ねて、7月7日に本番を迎えました。

せて歌いながら、仲間と共に一つのことを創り上げる素晴らしさに胸がいっぱいになりました。こうした喜び
は、先生の教えて下さることに皆でへストを尽くしてきた結果なのでしょう。

当日は朝からハイヤーパワーに祈りました。

緊張している仲間（私もそのひとり）、堂々としている仲間、囚われ事がありながら集中しようとしている仲
間などそれぞれでしたが、一人一人がヘストを尽くして演じることができたのではか、かと思います。

演劇が終わった舞台裏で仲間とハグし合って喜びと達成感を分かち合いました。会場の人達からは、「感動し

回御こ向けた私たちの歩みも同じかもしれません。自分の考えだけでは迷うばかりですが、これまでに実績
のあるダルクプログラムや経験のある仲間の声を頼りにできれば、戸惑いもなくなるでしょう。そして、自分

に与えられたことにヘストを尽くす。仲間と共に回復に向かっていきたいと思います。

たよ」「ダルクの事を初めて知った」とうれしい声が届きました。

女性ハウスだよ り

演劇を通して、私達薬物依存症者のメッセーシが多くの方に届けられる機会となったことに喜びを感じます。

ひまわりの花が咲き始め、夏本番を迎えますが皆さまお変わりありませんかつ

ます。私達の劇を、これからもいろいろな方々に見ていただきたいです。
次回の演劇は岐阜ダルク15周年フォーラム（11月4日）岐阜清流文化プラザで行います。新しい台本「つ

去年はとても暑く、ほぼ毎朝4時半ころに目が覚め冷たい水を飲んでいたことを思い出し

ながり」で仲間の実話をもとに演じます。楽しみにしていてください。

もずで

∴一 I

日に日に暑くなってくると去年の猛暑を思い出します。

∴三∴「
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女性ハウス責任者勇陽子

このような機会を作って下さった海津市保護区保護司会、海津市更生保護女性会、海津市の方々に感謝申し上げ

ぞっといます。
時子中一÷遥

現在の女性ハウスは、入所が6名です。
今年の2月に新しい仲間が入所しました。生活や日々のスケジュールには慣れてきた様子

⊥

ですが、人間関係などは毎日混乱したりホームシックになったりしなから今日も続けてプログラムをやってい

ます。
そしてダルクに来て2年過ぎた仲間も週3回、自転車に乗ってアルハイトへ行きはじめて4か月経ちました。

°モ主、
I ・〕

病院から退院しもう一度プログラムにチャレンンしている仲間や、一度プログラムに行き詰まったけれど再び

自分に向き合って、今は仲間のサポートをやっている仲間がいます。
そうした仲間としらふでいろいろな経験をしています。
個性いっぱいの女性ハウスの仲間ですが毎日へストを尽くして生きようとやっています。

I漣

語

○′鬱
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どうかこれからか温かく見守りください0

感謝の内に

岐阜タルク撒正iら田年フォ■ラム
「つ な が り」
令和元年iiR4日（R・祝日）にきふ清流文化プラザ（岐阜市

（まんが執筆 まさひろ）（脇瓜細江ダルクのプログラムでは「生き方をかえる」ために・あえて着手なことに取り組みます）
−6−

定ください

ご支鰻・ご協力をいただき心から御礼申し上げます
鶴金有名（平成31年4月的日一命和元年6月29日）敬榛略
Im蹄子 機桃を 永嶋恵美 心安博子 幼主でマリア修道会 小間乗∴光来共生∴武の緩i 羽島他は堰生休虚飾全 休陣孝子
剛I大輔

が廉土・寺本同性子

踊代

北谷経本

川口滑子

伊藤鴨宮1日丁のII

語間やペテロでパウロ敦会

同トLt男

水口年子 有川聖上一 旬平知美I 厳木弘 鵬了 中西菓峰∴伊粧面皮∴河合潔 チャイルドライ／ざふ日岡同時∴竹，）会ハウス
ii本沌音ルーテル大鹿教会 杉価瞭I 木村撫子∴惰岡1斬i皿錆正博∴愉間柄ri納車伏式会社 川合未決 和まず貢 月間潮
岬中 一孝 二緑肥被子∴滴水雷大∴梁川悦I 大層剛胆依誰甘食 純血春光 カトリックii繭殺仝∴刷井出史∴カトi）ック破母数会

川服地甚更生保綾女性仝i代）大鵬I

坂町キリスト故仝

平濁臓

NPO肱人キッズスクェア穏機・失勤守I

刑潤店

償葉触決

古間正療∴浩同様子 佐々水底次・きちI 薄膜キリスト敦会の皆膝∴多新見ii映キリスト薮全の撤 油川透 餐調映笈株式会持
li本棚敬川年収教区理知内地正教会如大会迎合 同盟徹宵邸散会北名高諏キリスト敷全の搾取∴カトリック 村数余の揃峨
カトリック大知扱会の怖俄∴名高損グレイスキリスト敬全の皆戦
力上り∵ノク小牧扱会の皆陳

カトリック厳重教会の皆賎

8本キリスト改缶派太田敏会の宙俄

い個田嶋持抑山川教会の撞俄

カトリ

ノク爺筋腫教会の鮪俄

アガへチャーナ劇滅チャヘルの緒戦∴カトリックii南教会の醤廠

日本イ」ニス・キリスト軟調名古庸教会の皆餓∴席祢グレイスチャペル繍三

ルーテIレ櫨寺教会の髄朝ii十本キリスト敬川妬I・永泉敵会の桁腺∴村松とPニLキ

鵬了

隠田修

羽部キリスト敵会の醤腺

久保閉脚

両手高木

回目胸高 佐態醇一 徳弘前腫∴∴聞名石多数
（総領4的0（mHのご菊川をいただきました。ありがとうございました）

鹸品有名（平成31年4月10日一命和元年6月29日）敬称鴫
柾を叫 濁Ⅲ透 新線代密 右膝みつ子 加納I 丙洋子 醐表 的最I 関本散歩 日本キリスト改革派那加敦仝
カトリック厳重教会 経木光電 うつは法師寄席斬∴舵忠弘子 三宅浦乃・道子∴曜省け多数

鵜お岩脚こつきまして（裁i竃を払って脚が、万が一ゐ名詞の綴字・脱字または記重減ればどございましたう、臓に申し訳ありませ
んが、ダルクまでこ連織をいただきますようゐ鵬Ll申し上げます．

嬢舞迭作葉蘭暗化のため皆儀会員に振込用紙を同封させていただいておりますことをこ了承下さししまだ国名着日の万は、恐れいりますか
その旨を振り込み用綴通信機にその都度こ記入下さいますようお敬い顕します．

クレジットカードでご書付いただけるように慮りました
このたび、峨阜ダルクの活動費食のご番I寸が、クレジットカードでもできるようになりました。
台のqiコードをスマートフォンで済み込んでいただくか、下教訓こアクセスしていただくと、
クレジットカード寄付ページにたどりつきます．
https／／Cαigrmtcq／pro」ect／gIflJdarc／866

もちろん櫨便重曹照雄でのご番付も錐乗きり隻け付けさせていただいております

岐阜ダルク 郵最後後口合 議40−−5−167752 膿●ダルク録機会
岐章ダルクでは膳飯の地代家賃、水道光船賃、専任スタッフの人件費葦、毎月一定の固定費がかかる一方、「中
間施股」の性格上、きわめて財龍基盤が不安定で、皆織方のご寄付が欠かせません。引き続きご理解とお力添え
をお繭い申し上げます．

※木工製品を作って地域のフリーマーケットやバザーで販売し、岐阜ダルクの活動資金の足しにしだい
と与えています．木材会社の方など鑑材をゆすって頂くか、安く提供して下さる方を撰しています．

0あたりのある方慮、ぜひ、岐阜タルクへこミ絶いただけますようお願い申し上げます．
（担当 曇置子まで ¶ヨ一．058−201−3555）
編集 捕定非営fi幡細波大 飯やダルク
i日興担当 脹れダ′レク後援会∴徳地湛随 鈴木躍 如
〒500−8nS岐阜高良I匝I7−3

†日／HAX

058−251−6922

Enail
E血il Hirudarc2004eYOh。0．∴rOio
girudarc2004eyOh。0．∴rOJP

ホームページ

hLtp／／…場gi†u一品re Org／

ダルク日記『今日もくるくるj hilp／／由rchiog sbIoJp／

20）9年 岐庫ダルク二∴ユースレター令和元年度ぢ（Ih71）
岐阜ダルク二∴ユースレター合印元年度嘗

退任 i部 200問質振乱佳肴∴道山 香
篤行厨∴蔽湧高座穂高者i別封電朋冊）行的胞会
名古座市中区丸の内3−6−1） みこころセ／クー

