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今年1年岐阜ダルクを支えてくださり
ありがとうございました。

10月22日、薬が止まって14年が経ち、NAミーティングで14年のお祝いをしました。

部屋の明かりを消すと仲間達がハッピーバースデーの歌を歌ってくれて、自分で買ってきたケーキに立
てた14本のろうそくをふ一つと吹き消すとおめでとうの敵中と柏手。こうして毎年毎年薬を使わない

でいられた事を感謝して仲間達とお祝いをします。
私がNAにつながることができたのはダルクがあったおかげです。ダルクプログラムの中で、夜はNA

ミーティングへの参加をすることが義務づけられていました。毎日の反復練習で参加することが習慣と
なっていくとしめたものです。ダルクを卒業したあともNAミーティングにつながり続け生き方を変え

続けることで薬の再使用を防ぐことができると言われているからです。岐阜ダルクでは薬物依存者をNA
ミーティングにつなげるという重莫な働きをしているのです。

14年経った今は薬の問題からは解放されていますが、自分の性格上の欠点に向き合うため週6日
NAミーティングに参加しています。そのおかげでとても元気に過ごせています。
10月末にハワイで行われたリージョナルコンベンションに仲間を連れて行ってきました。ダルクの

仲間達もお金を一生懸命貯めて参加することができ、海外の仲間達と分かち合いをしたり、美しい海辺
を走ったり、ヤシの木の下で心地よい風に吹かれてミーティングをするなど回復の喜びを実感したよう
です。一方、ハワイに行く予定をしていた岐阜ダルクのスタッフけんさんは、薬物依存症の他に癌とい

う病気を発病し、治療のために行くことができませんでした。けんさんの癌が良くなるようどうかとも
に祈って下さい。

今年も残りわずかとなりましたが、皆様の健康と幸せを心からお祈りいたします。
（編集細注・バースデイ＝断薬を始めた日のこと。NA＝依存症者の回復自助グループ）

仲間の体験談

NAハワイコンベンションに●加して
ひかり

タロー

医者から安定剤を処方された14歳の時、私にとってこれが人生を変える物だと

ハワイで開かれたNAのコンベンションに、施設の仲間3人とNAメンバー・家

は思わなかった。安定剤が唯一の支えになっていった。だからどんな手段を使って

族の方の5人で行ってきました。アメリカだけではなく、各国の人が参加していて、

も手に入れた。たくさんのウソをついた。多くの人を苦しめ傷つけ失った。本当に

日本からも大勢の仲間が来ていました。

絶望でしかなかった。命さえも自分で失おうとしてきた。

夜、ワイキキビーチからすぐ近くにある12本のココナッツの木の下、満天の星

そんな私の過去は、良いものとはいえないと思っていた。自分の気持ちも行動も

空を眺めながら開かれるNAで、仲間に倣って勇気を出して英語で自分の話をして ニー

かくして生きてきた。そんな時にダルクに出会った。22歳の時だった。

みました。「3回警親こ捕まってオリの中に入った。ミーティングにつながって正直

薬を手放し、プログラムを必死にこなした。でも思っていた以上に心がマヒしていた。正直になることができ

なかった。そして、家に帰ったらリラブス（注・薬を再使用すること）が待っていた。私は依存症だった。
もう一度クリーンでいたい。私の人生を自分の足で歩いてみたい。そんな気持ちで岐阜ダルクに来た。それか
ら半年がたとうとしています。

な話をしてきたら、刑務所を出所して2年経つ今、ハワイにいる。オリの中にはいない」と話をしたら、災まっ

た30人程の人たちの間から笑い声。それは日本のNAと同じでした。そして、ミーティングの後、恩人青年が
やって来て、「自分もここにいるよ。オリの中じゃない」と笑いながら声をかけてきてくれました。
「今まで知らなかった広い世界を、新しい世界を見てくると良い」と、先行く仲間から薦めてもらって行った

家族を亡くしたり、たまらなくホームシックになって帰ろうとしたり、たくさん苦しいことも待っていた。自

ハワイ。12本のココナッツに向かう途中で見たワイキキの海に沈んでいく夕陽の美しきには言葉を失いました。

分の感僧を受け入れたくない。見たくない。怖い。そんなことのくり返しが多かっだように思います。この半年

海からの風を感じながら仲間と一緒に走った喜びは格別のものでした。そして、世界中に自分と同じ依存症者が

の中で2回処方のとおりに薬を使わないリラブスをしました。

いて、自分と同じように毎日ミーティングで正直な話をして回復に向かっていることを実感できました。

でも、もう一度やり直している今、岐阜に来て本当に良かったと感じています。良い刺激をもらって大キライ
だった料理をしていること。走ったら空がキレイでうれしかったこと。仲間の中で正直になることへのチャレン

先行く仲間のアドバイスで10年のパスポートを取りました。これからどんどん新しい世界を見て・自分を

抜けていきたいです。旅行代に充てるためバイト代からコツコツ貯めているNA貯金。もっと額を増やさなぎゃ。

ジ。不安になった時に祈ってみること。多くの新しい仲間と先行く仲間の姿を見て、たくさん宝物ができまし

た。
この間はハワイに行ってきました。英語で仲間の中でスピーチを与えられたり。クリーンでいれば、与えられ

トルココンベンション

るものも素晴らしいと感じました。これからもBeetをつくすことを忘れないで、ゆっくり今日一日を過ごして

いきたいです。

ようこ

10／14−21の間、トルココンベンションに行かせてもらいま

した。トルコへ行く当日まで、自分の仕事を終めらせることが出来ず、

なお砕雷、

生活に追われていました。日本を発つ軸こ、先行く仲間から「トルコ

に行って何か気づさがあるといいな」と言われ、その言葉を聞いて、

私は、産後うつになった事から、安定剤と眠剤を飲む様になりました。

気持ちを切り替えてトルコに行くことが出来ました。トルコに到群す

しばらくしてアルコールと一緒に飲む事で寝れるようになり、子育てが落ち着いた頃でも、

るまで、ハイヤーパワーに「何か気づさをください」と祈りました。

嫌な事や不安な車を忘れるために、アルコールでごまかして寝るといった事が続いていきました。だんだん飲む
事がクセになり、子供の胡ごほんを作るより先に酒を飲んで一日が始まっていきました。観との関係もさらに悪

くなり、罵戸を浴びせられ言葉であおる観に暴力をふるってだまらせる事もしてきました。

その後精神病院に入れられ3回入院しましたが、3回目の入院では入院生活にも慣れ院内飲酒をくり返し、も
うどうにもならなくてNAにつながりました。NAのミーティングにつながり、原因となった眠剤がやっと止め

れる様になり、本当に姫しかったです。

コンベンション会場へ到着し、海外のメンバーと出会いました。トルコにいる仲間が、スピーチしている仲間

の話を通訳してくれました。過去どうであったか、現在どうであるか。何がきっかけでNAへたどり討いたのか。

スポンサーシップの事。NAのサービスの事。新しく来た仲間をどのように迎えると良いか。今、幸せに感じて

いる事 など。日本のNAでも耳にするので、海外の仲間はそれをどのようにやっているのか知りたく、夢中で

聞きました。会場内の雰囲気も一体感があり、そこに居る事がとても喜びでした。
今回、NAのミーティングで自分の話をすることにチャレンジしようと思っていましたが、思うだけで終わり

NAのミーティングに毎日行く桜になっても、時々くる飲酒欲求に負けてしまいスリップをくり返して、もう

1人ではどうにもならなくなっていました。生活リズムもおかしくて、自分の甘さや弱きをどうやって直してい

いのか分からず、ダルクに入所させてもらう事にしました。

NAやダルクにつながり学んだのは、ただお酒を止めればいいとゆう事ではなく、生き方考え方を変える事で

した。過去の生き方を正直に話し、今までのやり方とは違う方法をスポンサーに提案してもらい、行動に移す事
をしています。行き誇ることは多々ありますが、仲間に支えられ、仲間の中で学ばせてもらっています。

ました。ミーティングが始まると緊張しすぎて固まっていました。
一週間、あっという間に過ぎました。沢山の思い出も出来ましたが、そればかりではなく、なぜ自分がNAの

中に居鰍1るのか、生きていく中で自分が大切にしていきたい事は何か、具体的に今何をしていくことが必要な
のか、など考えさせられました。
一箱にトルコへ行った仲間、トルコの仲間、「コンベンションへ行ってこい」と言ってくれた仲間、本当にあ

りがとうございました。
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女性ハウスだより

後援会だより
女性ハウス責任者勇 陽子

岐阜ダルク後援会
鈴木輝一郎
去年と比べて随分暖かいなあと思っていましたが、やっぱり寒さはやってきました。九州で育った私は寒さが

苦手でつらいのですが、曹操はお変わりなくお過ごしでしょうか。
現在、女性ハウスの入寮者は4名です。一番新しい仲間は入寮してからもうすぐ3ケ月が経とうとしています。

岐阜ダルクに顔を出すのは月に一度の後援会の会議と年に5回の「鵜鮎つうしん」の発送作業

次に新しい仲間は4ケ月。次の仲間は5ケ月。一番長い仲間は9ケ月が過ぎました。仲間同士、少しづつ慣れて
きてありのままの姿を出せているみたいだなという時をたまに見かけます。それを見ると嬉しくなります。
これから一人一人自立に向かって新しい事へチャレンジしていきますが、その仲間のそばで自分が出来る享を

できますようにと祈りながら過ごしています。
このような活動が続けられていることも、ダルクを理解して下さっている方々が祈って支えて下さっているか

濫

喝鮎つうしん」の版下のボランティアを始めたのか平成22年秋号からなんで、もう5年になり
ます。
のときぐらいなんですが・このペースで入所しているメンバーと会うと、そのたびごとに顔つき

がかわってくるのに驚きます0−まあ・はっきり言ってしまえば「ダルクは美男美女が多い」
ってことです。
「なんでだろう？」と遠山さんにたずねたところ、「幸せが何かを知ってるからじゃないですか」
と。

らです。皆様のご協力がなければ続けることはできません。
どうかこれからも私たちの活動を見守り下さい。

感謝のうちに

「1パケ（覚醒剤の入った小袋のことです）1万円で人生が変わるほどの幸福『感』が得られる
ことを知ってますからoだけど『幸福感』と『幸福』がまったく別のものだということを、心の

重言や＜しゅう

晒冊㊥③

底から知っていますから」
だそうです。いつだったか、この話を遠山さんに確かめたら、「そんなこと言いましたっけ−？？」
とケラケラ笑ってました。
どうか来年も、岐阜ダルクをよろしくお願い申し上げます。

sI叱うこうじ

⑰騨

画聖！と塑途上国

離艦

○岐阜ダルク後援会とはみなさまからの献金を一旦プールし、岬0岐阜ダルクで適正に献金が使わ
れているかをチェックする組織です。
献金の振り込み先が「ダルク後援会」となっているのはそのためです。

◎

●

㊤

○現在、会長・蔚藤幸二、会計・神山明、広報・鈴木輝一郎で構成しています。
○主たる役務は下記の通り。
1）月に1回・会議を行います。会計担当神山明がみなさまからの献金について報告をおこない、
遠山施設長より岐阜ダルクの月ごとの会計報告と活動報告を受けます。
2）年に5回、会報『鵜鮎つうしん』を発行、発送します。

e
3）随時、YouTubeで活動報告動画を配信します。

○岐阜ダルクは「中間施設」です0施設の性格上、財務基盤が不安定です。皆様方のご寄付が欠
かせません。引き続き、ご理解とお力添えをお願いもうしあげます。
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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
献金者名（10月1日−11月12日）

岐阜市更生保護女性会・細江由喜子 市岡美佳 松井康代 槍田邦自動車株式会社 永嶋恵美 NPO法

人きずなの会岐阜事務所・住昇 山田慶子 塩田宏之 福野照代 久松定昭藤江功∴聖泉キリスト教会
古田さよ子 加茂地区更生保護女社会・頼山とみ子 長井敬子 北谷雅春 光楽実生 中西東塞 浅村

静子 カトリック岐阜教会 伊駐英 鵜飼武彦 巷間ます美 阿部賢彦 古津康 中島奈代 下呂保
護区保護司会 中掴義広 木下容子 名古屋教区カトリック女性の会・紺の会 田代車生 伊佐地金飼

池田時造 養清興業株式会社 津山昇 吉田和郎 河合正恵 丹羽敬子 Gもカトリック真言修道会・多
治見教会 アガペチャーチ土岐チャペルの皆様 日本福音ルーテル大垣教会の皆様 カトリック大垣教

会の皆様 匿名者多数 （敬称略）
献患者名

飯尾悦子 清水由子 加藤久美子 柳原清盛 杉本考三 木下容子 藤田商店株式会社（敬称略）
※お名前の混戦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、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。

※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、恐れいりますが、その旨を振り込み用紙通信機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、水道光熱費、専任スタッフの人件費等、毎

月一定の固定費がかかる一方、「中間施政」の性格上、きわめで財務基盤が不安定で、皆様方のご寄付が欠か
せません。引き続きご理解とお力添えをお願い申し上げます。

※斑紋内整備のため寄付金のご協力をお願いします。法律に基づく障害福祉サービス事業の申請の湖
を進めています。指定をうけるためにi劃皮阜ダルクの施設内の改修が必要となりました。お願いばかり

で大変心苦しい思いですが寄付金のご協力をよろしくお願い申し上げます。
※嶋●ダルク 轟き着後回書 000調山手1677酸∴峻〃ダルク農機会

難事両脚重金一のご協力をお〇時申し上げます

郵便撮讐口座

00820−3−207230

女性ハウスを支える会

・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。（058−25上6922）

編銀∴特定非営利活動法人 岐阜ダルク
報賞担当 岐阜ダルク後援会∴粛藤卓二 鈴木庫一郎
〒600・8175岐阜市銀住町7−3
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