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「共感する力」 ダルク後援会 斎藤幸二
聖書を読んでいると、「イエスは深く憐（あわ）れみ・・」という言葉が良くていきます。病気

の人、愛する者を失った人、苦しみ悩んでいる人を憐れみ、時に涙を流されたのです。そして奇跡
によってその人々を救います。しかしどんなに奇跡を行う力があったとしても、苦しむ人に対する
憐れみの心がなかったら奇跡は起こらなかったでしょう。
「憐れみ」という言葉は、英語ではコンパッションといいます。それは「共に苦しむ」という意

味です。心だけの同槽ではなく、苦しむ人の苦しみを一緒に背負う、という意味があります。私た
ちがどんなに裕福になり、幸せになっても、他の人の苦しみに共感する事ができなかったら、それ

は人間として不完全だと思います。しかし、共感する事、他者の苦しみを感じ取る車はとても殿し
い事です。「悩む力」という本がありましたが、私たちは「共感する力」を持ちたいと思います。
ダルクに通うメンバーたちも苦しんでいる人たちです。彼らは「しょうがない人たち」ではなく、

リストカットを繰り返し、自殺未遂を起こすなど、生きることに悩み、苦しんできた人たちです。

傍観者や批判者ではなく、私たちがどうしたらその重荷を分け合うことができるのかを一緒に考え
てゆきたいと思います。

岐阜ダルクとの連携を通して期待するもの
岐阜保護観察所 企画調整課長 長 尾 和 裁

NPO法人岐阜ダルクと岐阜保護観察所は，もともと個々の保霞観察対象者を通じて連携があ

りましたが，昨年度，両者において組織的な連携ができないかという岐阜保護観察所長の指示の
もと，連携の在り方を巡る話し合いがなされる中で，昨年12月2日，JR岐阜駅構内にあるハ
ートフルスクウェアーGにおいて，「薬物依存者の社会復帰に向けて」と題したパネルディスカッ
薬物依存症のゆうやです。ダルクで生活するようになって12ケ月が過ぎました。

僕が初めて薬物を使ったのは15歳の時でした。その時使った薬物はガスでした。その頃すでにお酒を飲んでい
て気分が変わる楽しさを知っていたのでガスを吸ってみました。そのうちガスがシンナーへと変わりました。

ション（公開討論会）を共同で開催しました。これを受け，まずは，当庁において少年院や刑務

所に収容されている者の家族を対象にした「家族会」を立ち上げることになり，岐阜ダルクの遠

しかしそれほど「はまる」事はなくたまに使う程度でした。19歳の夏に友達の家に遊びに行ったら友達が覚醒

山代表とダルク家族相談室の繁原賢吉氏の協力を得て，平成24年3月から「家族会」を定期的

剤を使っていました。シンナーにははまらなかったし、大丈夫だろうと思い使ってみました。すぐにはまりま

に開催しています。

した。自分でお金を出して買うようになりました。覚醒剤を使い朝まで遊び2，3日寝ずに仕事に行きました。
フラブラになり仕事を休んで丸一日寝るという生活になりました。働くことをしなくなり家で覚醒剤を使い統一、

通常，矯正施設に収容されると，本人が申し出た帰住予定先に担当保護司が赴き，家族等に面
接するのですが，多くの家族は 悩みや迷いを抱えながらも誰にも相談できない状態に陥ってい

けました。人に全うのが嫌になり風呂にも入らなくなりました。出掛けるのは覚醒剤を買いに行く時だけにな

ます。担当保護司において，精一杯，耳を傾けますが，事案に応じて，同じ悩みや迷いを抱く当

り、人に会うのは売人と覚醍剤ほしさに会いに来る薬友達だけになりました。胃が痛くなりました。痛いので

事者同士が集まり，思いを語り合う「家族会」を寮内しています。毎回，10ないし20名程度

覚醇剤を使い続けたら十二指腸に穴があきました。その痛みを感じることもできなくなり貧血で歩けなくなり
ました。覚醒剤を使っていることがばれると思って病院に行くことも出来ませんでした。トイレで気を失って

る所を家族に発見され病院に運ばれ検査をするとC型肝炎になっていました。僕は覚配剤を使った事を言う事

の参加者が得られ，遠山代表や繋原氏の豊富な経験談に触発されるかたちで，率直な思いをぶつ
け合う場となり，時折，ハンカチを手に握り締め，涙をぬくう参加者もいます。会を重ねるうち

が出来ませんでした。高い治療費を現にだして貰い罪悪感に襲われ、もう覚醒剤はやらないと自分に醤いまし

に毎回足を運ばれ，出所後，本人にダルクでの適所プログラムを勧めたいという具体的な相談を

た。病気の僕はしばらくすると再び覚醒剤を使っていました。また使い続け快楽に溺れました。そんな自分の

始める参加者も散見されます。今後，当庁における「家族会」が自助グループのように成熟して

事をどんどん嫌いになっていきました。好きだった仕事も嫌いになりました。生活は荒れていきました。そん

いくことが期待されるところです。
一方，様々な事情があって，やっとの思いで刑務所から出所しても家族のもとに帰ることがで

な時に一人の女性に出会いました。その女性はそんな僕の事を好きだといってくれました。いつの間にか覚醒
剤の使用は止まっていました。その女性と結婚をし子供も生まれました。環境は大きく変わりました。しかし

きない受刑者が多数いますが，薬物事犯者も例外ではありません。行き場がない状態であれば，

病気と言う事に変わりはなく再び覚配剤を使っていました。使い方も前よりひどくなっていました。嫁に関心

結局のところ，薬物乱用を通じて知り合った仲間のところに身を寄せる結果となることば 想像

がなくなり子供にも関心がなくなって行きました。そんな自分を必死に隠していました。離婚をしても変わら

に難くないでしょう。全国の刑務所では 薬物事犯者に対し，特別改善指導が実施され，これに

ずゴミだらけの部屋で覚配剤を使い幻聴まで聞こえるようになってはじめてもうタメだと思いました。家族主へ

覚醒剤を使っている事を訊、ました。そこからダルクでのリハビリ生活が始まりました。ダルクでの生活が始
まって僕は外に出ていくのが嫌でした。覚醒剤を使って人を避けてきたので人に会ったり知らない所に行くこ

ダルクのスタッフも協力し，出所後，ダルクのもとに身を寄せる例が出始めていますが，残念な

ことに女子の宿泊施設を有するダルクが全国的に少なく，刑務所で特別改善指導を受け，薬物依

とがすごく緊張しました。それでも仲間と一緒に行動していたら少しづつ慣れていきました。

存からの離脱を目指し，様々なことを学んだとしても，出所後，行き場がないがゆえに，いとも

毎日のミーティングでは、過去どうであったか、薬を使って何をしてきたかと言う事を話しました。正直に話

簡単に苦の情夫のもとなどに舞い戻り，再び薬物に手を出してしまう悲劇を繰り返している実情

す事はなかなかできませんでした。そんな時、仲間の話を聞くようにしてみました。すると仲間の正直な話に

が指摘されています。こうしたことから，岐阜ダルクでは，遠山代表が女性で，しかも，女子受

勇気を貰い自分も正直な話が出来ました。人に言えない様な事まで正直に話してみました。自分のしてきた事

刑者を収容している笠松刑務所における特別改善指導に携わっているという経緯も加わって，現

がだんだん分かってきました。同じことを繰り返している事に気づき、感情のまま行動しなくなりました。

在，岐阜県内において，女性の薬物依存者のための宿泊施設，いわゆる「女性ハウス」を開設し

毎日運動をして体力がつきました。走る事は続けていたらどんどん走れるようになっていきました。走らなけ

ようというプロジョクトが立ち上げられています。本プロジェクトは 私ども更生保護関係者に

ればどんどん走れなくなっていきました。毎日続けることが苦手な事に気づきました。コツコツ続ければ変わ
れる事にも気づきました。

今までなにか問題が起きれば薬に逃げ、嫌な音があれば楽な方法で解決してきた自分がダルクで仲間と一緒に
生活をしミーティングや運動を続けて言った結果、薬を使わずに一年という日を迎えることが出来ました。

これからも仲間の中での生活を続けて少しづつ変化していく事を楽しみに成長を続けていきます。

とっても．誠に心強いもので，宿泊施設の開設や運営に当たり，できる限りの協力と支援を行っ

ていますが，開設の暁には，一人でも多くの薬物依存者が希望を抱き，社会復帰に向けての道の
りを着実に歩んでいくことを頼ってやみません。岐阜ダルクの皆様の更なる奮闘を祈念致します。
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寝て鬼で闘いで繚葎轟からの圃綾
今年も鉄球に8周年を迎えられた
感謝いたします︒
今回のフォーラムは過去薬でどうにも

らなくなった仲間が︑ダルクに繋がって︑1

2ステップを使って回復していく姿を地域
の人に見ていただきたいと

当日も全国から沢山の仲間が飽
れて︑地域の人も派山葵超し頂き︑
囲気に包まれたフォーラムになりました︒今
回のフォーラムで妻沼ダルクに繋がってい

いま母だ︒まだ苦しんでい窟薬物依存着や蒙

ない薬物鰊蒋着と蒙旗の人もお越しくださ

言古：詩話缶詰二二
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！萌せ匝瑳帝都草
名古屋ダルク家族枯淡墓はフレーバー放送局で
新番組『月間依存症を学ぶ集い』を立ち上げ、
ゲスト出演しました。
詳しくは下記のアドレスでご覧ください。
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11日
12日

毎日新聞政財
野宿生活者支援ボランティア

レクレーン重．／

16日 笠松刑務所薬物離脱指導
20日 京都ダルクフォーラム参加
21日 岐阜カトリックバザー手伝い

24日 蓮槌刑務所薬物龍脱指導
丸ごと魔境フェア

ぺパ鉛筆作りボランティア

薬物電詔相紋日
28日 昌＿本キリスト教田中濃教会i活動
＿串†

開園

日 日 日 日

27日

日121314

BGMとても良かっだです11とても温かい雰囲気のフォーラムでした。（40代女性）

今までの振り返った話を聞かさせてもらってると皆本当に素直で本来は正直な人なんだと思いました。自分の子
供も早くダルクに廉がって回復に向かってほしいと思います。（60代男性）
薬物依存者本人の体験から回復とはどういう事か考えさせられる良い機会となりました。また1年前にお会いし
た方々が、見違えるほど元気になって変わっている姿を拝見してダルクが本当に薬物依存症にとって必要な存在
であることを改めて実感しました。また来年お会いできるのを楽しみにしています。（30代女性）
仲間と一緒に自分と向き合い、生きてみえる姿は驚きでした。薬物依存について何も知らない自分を知ることが
出来ました。有意義な時間でした。（60代女性）
Q＆Aは大変良かった。今後とも是非やって頂きたい（70代男性）
ダルクの人の話はあまり聞く事がないので、生の声が開けて良かっだ。本当に薬を止め続けていく事は大変だと
思った。何度も挫折したりする中で仲間がいて、支えられることは普通の人以上に大切なんだと感じた。（20代
女性）

13日 薬物電話相談日

日 日 日 日 日 白

ダルク後援会全種

始め入室した時は少しびっくりしましたが、お話をうかがう内に涙が出てきました。本当に、色々
て良かったです。皆さんのおかげです。早く娘に繁がって欲しいと思います。（50代女性）
息子と参加しましたがスタッフが息子に声をかけてくれました。ダルクに繋がるとよいと思います（50代女性）

234∴∴5678910

社会的居場所事業・会穀

日 日 日

10日 薬物電話相級日

パネルディスカッション

池田神戸ライオンンズクラブ例会

ダルクスタッフ会誌
一宮カトリック教会バザー手伝い

笠松刑務所薬物縞股指導
ダルク後綬全会議

一宮カトリック教会バザー

NA中部エリアオーブ／スピーカ

美濃史生保鍍女性仝研修会
笠舷刑務所薬物融脱指導
社会的居場所事案 会議
更生保寝女性連盟西濃地区研修会
野宿生活者支援ボランティア
噴阜ルーテル教会バザー手伝い
乗物電話相鉄日
岐阜ルーテル教会バザー
朝日大学・醜演

ila口 供額織急所家瑛会
114日

岡崎カトリック散会 活動紹介

ダルク後援会会議
月間依存症を学ぶ集い出演

薬物農抵相臓B

i∴∴豊治刑務所薬物剛腹指導

118日 立上サブク重度城散会・活動紹介

7日 岐阜経済大学地域経洗研究所
公開請演会 露演
8日 薬物電詣和枝日
9日 大垣ルーラル教会クリスマス会
12日 薬物寄賭相較E
le口

答IIiダルクフォーラム参加

17日

依存症フォーラム

（布地カトリック敬全〉

18日∴笠松刑務所薬物離脱指導
22日 薬物電産額鮫日
31日 NA中部エリアギャザリング参加
i￣￣￣￣￣￣￣竃詰苗￣￣￣￣￣￣

！21日 登柳i務所業勅勘脱指導
i24日

薬物電話相談日

章6日 カトリック港教会活動紹介−
i27日 地域連綿協誌会

1−2日

i約日

21−22日

ソロプチミスト的周年拾加

−30日 中部更生保護委員会見学

＿」＿＿三吉盈生き睨惟謙＿．。一

NA中部エリアギャザリング参加

12日 薬物電話相紋日
ダルク新年会

26目 薬物置抵柏技β

ご協力ありがとうございます

岐阜ダルク感謝の年に
岐阜ダルク開設スタッフ

類お名前の配慮につきましては注意を払っておりますが、万が一お名前の触手 鰹字または配競減れなどございましたら、職に申し獣ありませんが、

外山憲治

ダルクまでご連絡をいただけますようお震い申し上げます。
○

岐阜ダルク学僧金店名（8月24日−10月16日到着分）

津山昇∴美濃加茂カトリック散会・池田直子 北野いづみ 同盟福音基昏散会岐阜キリスト教会 菊池則聡 小田直人 安麓平 山田七緒子 土岐保

護司会 池田ひろみ 田口大輔 弁慶士長浦浦 池谷佳代子 浅井孝行 北谷雅春∴須田裕子 仙田正子 鵜飼芳恩 立脚 加藤京子 弁護士神谷
慎一 関美濃保護区保護司会足立勝∴虐皆保雄 土岐保犠司会全長出口瀧知子 NPO法人薬家運一同 宗田書冊∴池田時造 伊佐治金田 吉田和郎
養請興業株式会社 山田慶子 匿名看4名
○

献品雷名

藤田雑事∴柳原清盛∴濁水録佐 岡本敵手
○

女性ノ、ウス番付金春名（8月24日一11月14日欝着分）

録キリスト教会 木曽川キリスト教会∴多治見カトリック教会の皆様 小牧カトリック教会の皆様 日本キリスト教田岐阜教会の皆様 日本キリスト

卿中濃散会の皆様∴龍飼武彦∴岐阜バプテスト散会 （族）持田那自動車・持田那艦∴ギャマノン・さとみ∴岐阜慮ロータリークラブ会長・小林俊
うで 岐阜加納散会 西堀則男 フレーバーコーヒー 菊池劇壇∴機原千代子 素数法人正順守博愛役員・小島良徹 蜂谷文雄 青井初恵 北野いづみ

水野サヨ子 永鴫忠実∴服部忠夫 絶島春美∴福島久生 弁錬士 伊藤知恵子 仙田正子 日本福音ルーテル大垣教会∴池田ひろみ∴池谷浩司 佐名
負子 塾泉キリスト敦会 須田裕子 もとす広域保慮区保種司会会艮 西尾敏彦 三嶋須磨子 安龍平 中北智久 三宅幸夫 北谷雅春∴加藤麻子

荒井庄司∴腕川美喜子 直井文子 技村静子 佐藤邦宏∴杉山貴 官田正道 谷照久 森下宗四部 古溝圭子 上田録市 弁護士・樽谷儀一 川北か

おり 山田七緒子 朗《守令彦∴岡村晴美 鵜飼芳恩 臓若保雄 カトリック岐阜教会 弁餓士・浅井直美∴脊藤栄子 岡田喜美江 脇田冨美枝 高橋

冴えた陽が年の瀬を見守る12月になりました。
この一年間岐阜ダルクを支えてくださいました方々に
心からお礼申し上げます。ありがとうございました。
ここ岐阜市の繁華街柳ケ瀬にもイルミネーションが灯り
クリスマスソングが流れ始めました。早いものですネ。
私の方は相も変らず空を見上げ「風が見えないものか？」と
注視しながら、銭湯のボイラー室の片隅でバーベル運動に
いそしみました。
時々やり過ぎて、はたと気づき一人ほくそ笑んでいます。

岐阜ダルクの活動も念願だった女性ハウスが来春には開設

まだ場所も決まっていませんし運営資金も乏しいのですか必要だったらその糊に
大きな力が働いて開設の運びになると信じています。
本当にこの一年間岐阜ダルクを支えてくださいましてありがとうございました。
来る2013年が皆様にとって健やかで彩りに満ちた年でありますよう心から祈念いたします。

厚至郎 藤村景子 大久保波郁子 櫨Ii庖二 菅井昭胤 村山実千代∴坪井克節∴栄一飯 田前額和子 池田時運 田口大輔∴配野世卑 伊藤忠 石

●o

司会会長・中塚胴 部上保醜司会羽田野優男 加茂僚機区保穫司会全長森田金重 加茂保牒区保鍍司会 安江垂、中西虎雄、篠田溝、中山久司、佳
麗英子 三品俊孟 宗散漫大義尺寺代表役員i畠山窯元、加藤掘富・加藤節三、山内良治、永田照代、杉山照子 中津jii俣鍍区保廉司会∴各節原像種

区保減司会会長・カトウノリオ 閥美濃侃穫区保穫司会・辻兎的、着水宗美 園光正宏、古田定昭、紀藤邑行、渡辺兼雄、尾口文良、水口勲、長尾喜
市、遠藤兵庫、小lii哲秀、長屋長久、足立腸Ii宴阜山県焦慮区保穫司会∴岐阜山瓜保護区1票穫司会・浅野辰夫 海津俣嘘区保種司会 下呂保種区保額

司会∴恵那原種司・東谷哲英∴瑞浪保穫区保穫司会会長・安保伍示 可児保牒区保龍司会 揖斐保龍区保護司全会畳 竹中治通 浄土真宗本願寺派光

・保蹟司楠洋子 不破保穫司・国連久子 岐阜保穫鍛鯛畏 古川秀昭∴岐阜保護観察所 長恩和裁∴羽島地区更生保寝女性全 盲田加代子 海

溝市史生保種女性会 大垣地区更生保護女社会会長・憤東浦ぎ 飾上市更生保減女性会代表・名畑加代子 各務原市史生保榎女性会・多和田弘子 養

※女性ハウス設立濫備基金 郵便振替口座 00820㌢ト207200 女性ハウス設立輔委員会

職場鎗

※女性ハウス設立には施肢賃貸料・什器備品等で350万円程度必要です。なにとぞご理解とご協力を願いいたします

議殊鴇義軍

岐阜ダルク後援会

鍵

00840−打167752

か況

郵便掻替口座

すると土田と萄衝車が追い︑

※岐阜ダルク

GdMに諭︶．ていを一十

とご協力をお願いもうしあげます。

度亀．ちn想っ韓日なりまlね

りますが、その旨を振り込み用紙通信欄にその都度ご記入下さいますようお願い致します。
※岐阜ダルクの運営はみなさまがたの需付金によってまかなわれております。月額で銃万円経度必衰としております。どうかご理解

彊縛綴灘㌻・ぐで︑

※発送作業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

命畿心慮縦と時6億けさ苧千

可児地区更生保唖女性の会 土岐地区史生保慮女性仝・安藤裕典 稲垣和枝 瑞浪更生保護女性の会会長・日比野和子 森弘子 加茂地区貫生保練女
性会∴永嶋恵美∴カトリック美濃加茂教全線祉課・三嶋百合子 久保田芳郎 日本福祉大学・木村隆夫 暗名2名

講経緯無窮蕪

井薫 岐阜市史生保寝女性全 中津川要生保技女性会会長・近藤美保 不敵地区史生保護女性会 下呂市史生保震女性の会 揖斐地区賀生保護女性会

●●

老地区更生俣寝女性会会長 内藤妙子（信子）薦山地区更生保穫女性全全長i桐山胞子 関地区更生俣慮女性会∴多治見地区史生保鍾女性全会帥・村

へ

÷ロース尊くて・・︑

田正子 波逸保事 進藤冨美子 長醐 中村信行 伊佐地金罰 土岐保護区保額司会 土岐地区保練司 山田直∴多治見俣餓区保睡司会∴羽島保鍾

編集部より
岐阜ダルク後援会
鈴木輝一郎

☆ページ構成を一部変更しています

みなさまからの献金・献品・岐阜ダルク女性ハウス設立準備へのご寄付、
ありがとうございます。今号はお名前をしろしきれず、御礼を7ページに
移動させていただきました。ご容赦ください。
☆岐阜ダルクの活動内容を動画で報告しています
平成23年9月からYouTubeで岐阜ダルクでの活動内容の動画配信をはじめています。アクセス解析

などから、岐阜ダルクの活動の告知に役だっている模様です。
昨年12月に岐阜ダルクの活動費の残高が700円（7万円ではありません）を切ったとき、「緊急の
お願い」をYouTubeで流し、Twltterで拡散したところ、多くのみなさまの緊急支援をいただきました。

ありがとうございます。

今後も引き続き動画を一般公開してゆく予定です。『岐阜ダルク 動画』で検索をおかけください。
☆ホームページを引越しました
一時期リンク切れをおこしていましたが、リニューアルして公開をはじめています。
http／／softopla glfu−kelZal aCJp／〜darc／

☆岐阜ダルクでは詣演語間の派遣をしています

岐阜ダルクでは高等学校などの学校や青少年育成会議などの地域集会、保健所などの行政機関等へ、
薬物依存症者の体験測こよる講師派遣を行なっています。詳しくは岐阜ダルク 電話・058−25上6922

までお闊い合わせください。

女性ハウス設立湖基金11月末で2．704．758円集まりました。
目標金額残り795．242円です。
どうぞ続けてご支援くださいますようお願い申し上げます。
※女性ハウス設立準備基金 郵便振替口座 00820−3−207230 女性ハウス設立準備委員会

8−

雛Iヽウス（偵輔）持鯖惰縄の粛囲い セ1憧葉物鯖確の仲間がea播き入費できる機能で岐阜雛から
提携30分囲内の空き家もしくはマンションを撰LtIlます。皆機か
ら物織をいな醐ltはいます部、塔か鰭か築館まで妻ら鯵いの部璃操
です。ぜひ、よい物鶴を岐阜タルクまで粛知らせく癖さい
逓論集 岐阜タルク 施調書∴遣山 T［LO58−251−的22

〒600ー8176岐阜市長住町7−3∴7EIJIAX
Ema丸紅hd。〟。2004観，。b。。00，p
ホームページ

058・261・6922

httpII80aopm的ke）zalaCIpI−dand
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