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「祈り」 

いつも暖かいご支援をいただきありがとうございます。 
季節も移ろい冬の訪れを知らせる初雪の便りが届き始めました。今年は、15 号、19 号

と続けざまにやってきた大きな台風と、その後の大雨による大きな被害が全国のあちらこ
ちらで発生しました。思いもよらない被害にあわれた方々に心よりお見舞い申し上げます。
また、一日も早い復興をお祈りいたします。 

さて、今夏号の「はじめの一歩」にて、昨年の 12 月 10 日 20 歳の生涯を終えた猫の
“ミーちゃん”のご報告をさせていただきました。早いもので
旅立ちの日から一年が過ぎようとしています。いつも餌を食
べていた場所にはミーちゃんの元気だった頃の写真が飾られ
ています。居なくなってみてその存在の大きさを感じ、時に
寂しさを覚えます。 

大切なものを失った深い悲しみが癒えるのには時間がかか
ります。私たちには、その時間の中でプログラムと共に歩め
る日々の恵みが与えられていることを感謝せずにはいられま
せん。 

新しい令和の時代も変わることなく「アルコール依存症は
回復できる病気」であることを“伝え続ける”という大切な役
割を確認しながらプログラムを進めてまいります。 

これからも変わらないご支援と深いご理解を賜りますよう
お願い申し上げます。 
少し早いですが、メリークリスマス＆ハッピーニューイヤー。 

施設⾧ 浅賀 佐太郎 
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たくさんのご来場ありがとうございました! 
2019/7/17 
第４回公開講座 アルコール依存症は回復できる病気です 
「依存症と家族～実は支援が必要だったのは家族だった!?」 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今回は、講師に上岡陽江さん（ダルク女性ハウス代表・精神保健福祉士）をお招きし「依

存症と家族 実は支援が必要だったのは家族だった!?」というテーマでお話しいただきま
した。 

⾧年多くの仲間の回復のために第一線で奮闘を続けている上岡さんのご講演ということも
あり、いつにもまして区民の皆さまや行政関係、保健センター、医療関係の方々のご参加が
多く、当事者以外の方々の関心の高さを感じました。 

また、回復の道を歩む仲間の話は当事者だけでなくご家族の皆さまにも共感いただき、終
了後も質問が絶えない盛況ぶりでした。「今後の講座やイベントのお知らせをもらいたい」
という嬉しい声もいただき、スタッフ一同大変喜んでおります。 

これからも、「アルコール依存症は回復できる病気です」という事を、多くの皆さんにお
伝えしていきます。次回の公開講座もお楽しみにお待ちください! 

 
来場者アンケートに寄せられた皆様の声（一部） 

・上岡さんの話をもっと聞きたかった 
・「病気である事を恥じない」という言葉 

に勇気をもらった 
・仲間の話がよかった、感動した 
・司法、福祉、医療、地域社会などの連携 

の重要性を感じた 
・家族支援の重要性を知った 

 

・本人の問題、家族の問題に目を向ける大切 
さを知った 

・依存症の人に対する対処方法を聞きたい 
・家族の話も聞きたかった 
・家族の一番聞きたいことが聞けてよかった 
・家族の大変さを知った 
・もっと多くの人に公開講座の内容を聞いてほ

しい 
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「いしずえ」を仲間と一緒にやりました! 

マックにはずいぶん昔から、「いしずえ」というプログラムがあります。 
マックでは、12 ステップの 1・2・3 ステップを基本に据えて、毎日のミーティングをやって

います。そんな中で、ミーティングで仲間の話しを聞きながら、参加を重ね、飲んでいたころの
自分を思い出しながら、時間とともに「自分の話し」ができるようになって「そろそろ 4・5 ス
テップをやってみたらどうだろう」という時期の仲間たちに声をかけ、少人数で、より深く自分
を振り返り「自分の正直な話し」をしていくプログラムです。 

今回仲間と一緒に約 2 か月間「いしずえ」に参加させてもらって、改めて自分を振り返るこ
とが出来ました。 

一緒に参加してくれた仲間たちからもらった感想を一言ずつご紹介します。（スタッフ 谷） 

●ありがとうございました。自分は、ワン・ステップに通所して、約二年半経ちました。お
かげ様でやっと一年のメダルです。自分は、こんなもんです。みんな偉いですよね。 

「いしずえ」は入所して直ぐにやってもらった方が良かったような?自分はなんだかそん
な気がしています。入所したての頃、自分は何が何だか解ってもいないのに「今日一日」?
「ステップ１・２・３」?と思っていました。「いしずえ」で、自分を知る。自分はどーな
っているのかを知る。「いしずえ」を基本に、ステップに進む。「いしずえ」にメモをしな
がら。そんな方が良い気がしました。でも大変良かったです。 
ありがとうございました。（K.T） 
 
●『お前はだれだ?』これが約 30 年位前から考えていたテーマの一つだった。今回それ
を考える機会をいただけた事に感謝します。(K.K) 
 
●「いしずえ」を終えて、何故酒を飲み続ける人になったのか考えました。飲み始めて酒
の味を覚えた時のあの安心感、ほっとしたような気持ち、も
っと気持ち良くなりたいと思ってすぐに毎晩のように飲むよ
うになったことなどが正確に思い出されたような気がします。
何故アルコール依存になったのか考えることは、これからも
人生の課題と感じています。(J.T)  
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●江の島研修は、３回目になりますが、田舎の風景ととても似ていて楽しく感じました。
川あり海あり山ありで本当に心がきれいになる様な感じでした。(T.O) 

 
●二回目の江の島。前回は腰が痛かったという思い出しかなかった。そう考えると身体的
には、かなり回復したと思う。 
一年ぶりに同様のプログラムに参加してみると色々と変化を感じられる。来年はもっと良

くなっているかと思うと楽しみになる。 
酒につかっていた時代ではこうなると思ってもいなかった。どこまで回復するか考えると

ワクワクする。(K.K) 
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●8/7-8 に１泊２日で年に１回の野外江の島
研修に皆で行ってきました。猛暑の中楽しみ
にしていた江の島。台風の影響で波が少し高
めでしたが、海に入ることが出来、今回も来
て良かったと思いました。 
その後の江の島水族館の見学では、水槽の中

で魚に餌付けをしている様子や、４時ごろか
らのアシカのショーに感動しました。 
夜はミーティング、スイカ割り、ゲームなど
をして過ごしました。 
翌朝は、早朝ミーティングをして朝食、片付け。帰路につく頭の中ではまた来年も参加し

たいと思っていました。その為には今日一日を大切に過ごそうと思います。(N.Y) 
 
●旅の始まりは、日暮里から…?何時も、駅の近くで、ソバを食べます。それからＪＲで
新宿、小田急で片瀬江の島。 
海はいいですね!でも、活気が無いような?お酒を飲んでる人達も居ませんね。昔はね～

…。時代遅れかな?もうすぐ六十歳。 
職員さん、ありがとうございました。今、自分は、複雑な心境です。でも、すごく感謝し

ています。ありがとうございます。(Ｋ.Ｔ) 
 
●今年二度目となった江の島研修。去年は入所一年を前にした頃で、実はかなり困ってい
て、江の島でも「自分楽しんでいます」という表情をしなきゃと思うばかりで全く楽しめ
ませんでした。お酒は止まっているもののプログラムも参加しているだけで、飲んでいる
頃と変わらない自分だったと思います。 
今年は同じ場所で同じ事をやるなかで、結構楽しんでいる自分がいた気がします。何故か

はわかりませんが、毎日の生活を普通にしていれば気楽な感じで過ごせるようになってき
ているからでしょうか。 
今日一日を、そのままの自分で過ごせれば

自然と感謝の気持ちも生まれて、楽しく生活
できるようになってきているのかもしれない
と最近感じるようになりました。(J.S) 
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●今回で二回目の江の島研修でした。海の後に水族館へ初めて行きました。飲んでいた頃
はあまり水族館へ行くことはありませんでした
が、今回はとても楽しませて頂きました。 
またいつか行きたいと思います。(S.I) 

 
●江の島の海は、すごくよかったです。私が海
に行ったのは昭和時代のことで、平成になって
からは一度もなかったので、海に行ったのは
30 年以上ぶりでした。海は明るく、開放的な
気分になれて、とても楽しかったです。(S.W)  
 
●海に来るのは 20 年以上ぶりでした。海に入ると海水がヒリヒリして痛いので出ようか
と思いましたが、プカプカしていたら時間になっていました。海の下の方は冷たくて気持
ち良かったです。でも帰ってきてから日焼けが痛く
て困りました。 
施設を利用している仲間と海に来て水族館を回り、

良い思い出になりました。片瀬江の島教会の人たち
には場所を用意してもらい心から感謝しています。
職員の皆さま、企画をしてもらいご苦労様でした。
食事の用意をしてくれた支える会の仲間にも心から
感謝をしています。暑い中ご苦労様でした。(N.Y) 
 
●日中は半端なく暑かったけど夜は一転、扇風機で寝られるくらい涼しくなり今までで一

番過ごしやすい江の島でした。
砂浜に行ったのは 30 年ぶりです。
当時スピーカーから流れてくる
曲は聖子ちゃん、大瀧詠一など
でしたが、今の歌にはさっぱり
ついていけませんでした。浜辺
で遊んでいた親子が楽しそうに
見えました。水族館のイルカシ
ョーもダイナミックで見ごたえ
がありました。(A.S) 
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●一泊二日で江の島に行った。マックに入って２回目の夏、２度目の江の島である。海水
につかったのは三十年ぶりくらいだった。本当は海に飛びこみたかったのだが海パンもな
いしあとが大変だと思ってやめておいた。いつもビルの中の都会で建物に隠れている空を
見ているので、江の島の空と海の広さに開放された気持ちになり、こんな環境で暮らした
いと思った。飲んでいたころは、自然を感じる事が出来なかったのでいい思い出になった。
これから夏の江の島は一生の思い出になると思う。(J.T) 
 
●初めて参加してみましたが、楽しい一泊を過
ごす事が出来ました。料理を作って下さった先
行く仲間、スタッフの方々に感謝致します。あ
りがとうございました。 
浜辺では２時間過ごすと聞き、日焼けには２時

間では足りないのでは?と思った私は、海に一
度つかった後、上半身裸で浜辺を散歩しました。
夕食後のスイカ割り中、日焼け跡がヒリヒリし
てきて、上半身裸の散歩を後悔し、３日後の今に至っております。 
アルコールで酔っ払った海の経験はないのですが、酔っ払っていては経験出来ない事で

した。 
スタッフの方々、ありがとうございました。(H.K) 
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●仕事を始めさせてもらい、一か月過ぎ、職場
もお盆前で社員さんもバタバタしている中、直
の上司が月初めに退職し、暫定で主任へ。毎日
頭の中が忙しい。と同時に想像以上に言われた
事が出来ない。 

見ている様で見ていない、聞いている様で聞
いていない、解ったフリして、聞き返せない。 

室内で品物の出し入れと商品管理、整理整頓
をしながら思い出すのが昔の仕事。10 代から
45 歳まで続けたサービス関係に比べれば簡単
な内容なのに、ミスが連続。他の社員さんは
「ゆっくりやれば良い」と言ってくれるのに、気づくと焦り、走り、ミスる。 

飲んでも仕事が出来ていたというおかしな成功体験が捨てられなくて苦しい状態。周り
に何を言われるわけでは無いのに責められている感覚がして、このままじゃクビになるの
ではとか、考えてしまったりする。 

毎日ＡＡでその事をしゃべっていたら、病気でもそうじゃない人でも、個人の能力はそ
んなに変わらない、今できる事一つ一つやれば良いと感じるようになり、目の前の単純作
業を一つ一つ終わらせて、結果は委ねることにした。なんでもいっぺんにやらない様にし
てみた。朝のあいさつからやり直して、出社を早くしない、名前を自分から聞いていく、
などなど… 

当たり前かもしれないが、社内では新人であり、許してもらっている時が多い。それを
勘違いして甘える自分もいる。上手くいかないと気づくと人のセイにしている時も良くあ
る。とにかく自分にベクトルを向ける努力をもっとしていきたい。 

昼食の時間の社員の中での座り心地の悪さを思うと、ＡＡでの居心地の良さ、ホームの
仲間、スポンサー、施設の職員、同期や古い仲間の中でのミーティングがあって本当に助
かっていると思う。 

８月立秋前に暑中見舞いを何枚か出す。少し近況報告も入れ、返信はできるだけ期待し
ない様に。飲んでて逃げていた経験を今させてもらっている。(H.I) 
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●八月七日、午前のプログラムは日暮里のマンションのゴミ出しで、ホームへ十時ごろに
帰ってからワンステップへ終了の報告をして、施設⾧と石黒さんと三人で雑談をし、食事
の買い物をしてホームへ帰り、食事をしてシャワーを浴び、テレビを観ながらいつのまに
か寝ていました。気がついたのが四時過ぎでした。ホームの仲間、Ｋ君が仕事を終えて帰
ってきました。それから夕食をしてＡＡミーティングへ行き、今日一日の思い感じた事を
話して十一時過ぎに寝ました。 

二日目も日暮里のマンション清掃なので、ホームを七時二十分頃出かけました。 
仕事をしている時は今日一日だと自分に言い聞かせます。そして残りの今日一日はＡＡに
出て何事もなく過ぎることを祈る事でいいのだと想える自分がいます。(T.S) 
 
●今年も昨年同様に江の島には参加できませんでした。ワンステップの行事はほとんど出
られなくなって、自分が「よそ者」になっていくのがチョットさびしく、嬉しくもありま
す。 

出勤時のバス停にいつもいる方たちがいなくなり、駅にもワイシャツ姿のサラリーマン
が少なくなったことに気付き、お盆休みなんだなあと実感しました。自分も夏休みの９連
休はワン・ステップに通います。ワンステップの仲間に忘れられないように、楽しい期間
になれば良いなと思います。 

仕事とＡＡが主な行動パターンになってますが、これからは現実的にその中で様々な楽
しみと思い出を作って行きたいと思う最近の自分です。(K.K) 
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女性だけのミーティングルーム 
ポンポンダリア 

 
毎週月・水・金曜日午後にオープン 

 
早いものでポンポンダリアも５年目を迎えました。これまで

たくさんの仲間との出会いと別れがありましたが、多くの方の
ご支援とご協力をいただきながら今日まで来ることができまし
た。心より感謝申し上げます。 

平成から令和に時代が変わりましたが、ポンポンダリアを枯
らすことなく今日一日を歩んでまいりたいと願っています。今
後ともよろしくお願い申し上げます（スタッフ 石黒） 

●ポンポンダリアが始まって早いもので丸 4 年の月日が経ちました。始まった時から月曜
日の司会を担当させていただいています。 

私自身、通所中に女性ミーティングへの参加を経験し、女性の中でのプログラム、分か
ち合いには大きな意味があると思っています。アルコール等依存症でどうにもならなくな
り（自分ではなす術がなく）大勢の支援者、医療機関の方々に助けられ繋がることが出来、
今日まで飲まないで生きてこられた事に本当に感謝の気持ちでいっぱいです。 

病院、保健所等からポンポンダリアに繋がり、ミーティングを続けていく中で、徐々に
色々な気づきがあり、周りのスタッフに支援をして頂きながら「飲まない今日一日」を続
けていけるのだと思います。プログラムを継続する事の大切さ、難しさを感じる事もあり
ますが、同じ依存症という病気を分かち合える場所、仲間がいることは、本当に幸せです。 

自分自身の為に過去、現実に向き合い、今日一日、今日一日と仲間の中で過ごしていけ
れば幸いです。 

中間施設ワン・ステップ、ポンポンダリア。ここから始まる「飲まない生活」の原点、
そして「気づきのプログラム」。大切にしていきたいと思います。(H.N) 

 
●ポンポンダリアに通うようになって二年目になります。夏は冷たいお茶、寒い時には温
かいお茶や紅茶を飲んでホッと一息ついてミーティングが始まります。気が重い日も、ミ
ーティングに参加して帰る時には「やっぱり来てよかった」と心が軽くなります。お茶を
飲んでおしゃべりするというのは簡単に見えることですが、最初はこの「仲間の話を聞き
自分の話をする」ということも緊張して難しく感じました。 
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ミーティングで話すことで自分の考えに自分で気づくことができ、仲間の話を聞くこと
にも参考になる気づきがたくさんあります。過去を振り返り自分が何者かを意識して生き
る。一人で家にこもっているだけではわからなかったことです。 

いい話やためになりそうな言葉を聞いても、アルコールのせいか元からなのか、なんで
もすぐ忘れてしまうので、ミーティングに通い続
けたいです。ポンポンダリアのおかげで心を落ち
着かせる時間を頂いて、今日一日飲まない日を過
ごすことができていると思います。ポンポンダリ
アの花言葉は「感謝」です。最近この感謝するという
ことも忘れがちでした。家族にも仲間にもすべてにお
いてですが、改めまして、ありがとうございます。
（A.S） 

 
●ポンポンダリアに通いはじめて 5 年目に入りました。多くの仲間と分
かち合い、仲間と共に飲まない一日を重ねて来させていただいてます。その中である時、
新しい仲間が「同じ方向を向いている仲間と一緒に」と分かち合いの中で話をしているの
を聞いて、“同じ方向を向いて” という言葉に心を打たれました。より一層ポンポンダリア
のミーティングを楽しく通わせていただいております。(M.T) 

 
主なメッセージ活動先 

 
ワン・ステップでは、毎月または隔月 1 

回、地域の中でアルコール依存症からの回復
の手がかり（マックプログラム）をお伝えす
る活動を行っています。 
 
病院        行政関係 
東京足立病院     荒川区酒害相談 
済生会鴻巣病院    足立区西部福祉事務所 
船橋北病院      足立区中部福祉事務所 
秋元病院       更生施設 新塩崎荘 
埼玉県立精神医療センター  更生施設 しのばず荘

年末年始の開所時間のお知らせ 

ワン・ステップは、年末年始も休まず開所
しております。お近くにお越しの際は、お気
軽にお寄りください! 
 
12 月 31 日(火) 8:00～17:00 
1 月 1 日(水) 11:00～17:00 
1 月 2 日(木) 8:00～17:00 
1 月 3 日(金) 8:00～17:00 
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献金についてのお知らせ 

いつも施設運営のためにご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

はじめに、ワン・ステップの仲間に協力してもらった「たより」の折り込み作業で、発送作

業の簡略化のため、すべての皆さま宛に振替用紙を同封させていただきましたことをご了承い

ただきますようお願いいたします。 

今号のたより同封の振替用紙は、献金用としてご利用いただけます。なお、お振込みいただ

いた献金は、ワン・ステップのプログラムに取り組んでいる利用者（アルコール依存症者）の

回復に生かす目的で使わせていただきます。今後とも皆さまのご理解とご協力をよろしくお願

い申し上げます。 

 

イベントのお知らせ 

令和２年４月 19 日（日） 

10:00 ～ 15:30 
会場 ムーブ町屋 3 階ムーブホール 

東京都荒川区荒川７-50-９ 
 

 
特定非営利活動法人山谷マックデイケアセンター 
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