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ー神⽗をマックの恩人と言っています。こ
の映画は 40 数年前、⼤宮のハーフウェイハ
ウスで生活を共にしながらプログラムを歩
き始めた仲間たちが当時を振り返り、ミニ
ーさんとの関わりを懐かしみながら、楽し
そうに語る姿がプロの映画監督の手によっ
て収録、編集され、記録として残る素晴ら
しい作品になりました。
また映画では、ジャンミニー神⽗のセミ
ナーでのお話が、ノイズカットされたきれ
いな音となって私たちに語りかけてくれて
います。アルコール依存症を知り尽くした
神⽗の簡単な短い言葉や、時にはユーモア
をたっぷり交えた話の中にも回復のプログ
ラムの本質が語られているように感じます。
私たちワン・ステップもこれから先、5 年、
10 年とこのマックプログラムをしっかりと
信念をもってのべつたえていこうと改めて
思わせていただきました。
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佐太郎

梅⾬明けの便りが届くころになり一層暑さ
を増している今日この頃ですが、如何お過ご
しでしょうか。先の⼤阪地⽅を襲った震度 6
強の地震によって被災された⽅々におかれま
しては
心よりお⾒舞いを申し上げます。
さて、4 月 4 日に開催いたしました山谷マ
ック開設 35 周年記念セミナーは盛会のうち
に終えることができました。ご来場いただい
た皆様をはじめ、日頃よりご支援いただいて
いる皆様に深く感謝申し上げます。35 周年と
いう節目に足を止めて、受け継がれてきた山
谷マックの歴史と伝統を振り返る素晴らしい
時間を皆様と共にできたことを、⼤変うれし
く思っています。
そして、6 月 8 日、9 日には、赤羽会館に
てマック 40 周年記念⼤会が「のべつたえ」
というテーマで開催され、
「ミニーさんから受
け取ったもの」という映画が上映されました。
1978 年、ジャンミニー神⽗を中心とした
活動によって荒川区東日暮⾥に「みのわマッ
ク」が開設されました。私たちはそんなミニ

このたよりがお手元に届いた皆様の中で、
ぜひその映画が観たい、また DVD があるな
ら購入したい、というご要望がございまし
たらワン・ステップまでお問合せください。
その声にお応えできる準備が整いましたら
ご案内をさせていただきます。
今年の夏は平年に⽐べて暑い日が続くと
いう予報もあります。皆様におかれまして
は、お身体ご自愛くださいますようお祈り
申し上げます。
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Ihara
GW は富士の裾野研修に初めて参加しまし
た。
⾏く前から仲間が「何もない所だけど、と
ても良いよ。
」と言うので「何もないのに良い
なんて…意味わかんない……」と思っていた
のですが、裾野の素晴らしさがわかりました。
空が 360 度⾒渡せて、目の前には富士山、広
がる茶畑、⿃の鳴き声、⾊んな⾍達、山の中
なのに白いカニが走る、超自然‼ すごかっ
た︕
仲間達と分かち合い、朝は皆で起きて、仲
間が作ってくれた朝食を皆で食べてから、自
然の中で歩き回り、笑いあって、魚を網です
くったり、貴重なかえるを⾒たり、近くの滝
を⾒ながら癒されました。昼はバーベキュー
でお腹いっぱい、夜は仲間達と騒ぎながらジ
ェンガや将棋で盛り上がり、川の字で眠り、
また朝起きて…。仲間達と二泊三日を過ごし
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て本当に楽しかった。また⾏きたい。
仲間の中に居る安心感…裾野でじっくり感
じました。
ありがとう裾野︕ありがとう仲間‼
Ishii
今回、初めて参加した研修はとても充実し
た体験になりました。研修中のミーティング
にて、「回復とは何か」と問われ、「回復とは
変化していく事」と教わり、確かにその通り
だと感じた。
飲んでいた頃の自分は変化を拒絶し、自我
の中にある「幼くて安全な場所」にいる自分
であり続けようとしていたと思う。世の中が
自然と同じく常に変化していく中で、自分は
酒と共に変化を拒み続け、静かに、時には狂
いながら、ただ死を待っていたと思う。
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富士山と裾野の景⾊の中で、自分もこの自
然の中の一部であると感じた。仲間が集い過
ごす二泊三日の研修は改めて、
「人は何によっ
て生きているか」を確認させてくれる機会に
なった。
Ota
自然豊かな裾野に⾏って心身共に洗濯され
て、とても気分が晴々として帰って来ました。
私の故郷に良くにた環境で（⻘森）思い出し
てしまいました。こんな所で生活出来たら幸
福だろうと思いました。

Kadowaki
数年ぶりに東京を出て、改めて富士は⼤き
いという事を実感しました。裾野と言いつつ、
富士山はまだ遠いことも実感しました。今後
一歩ずつ近づいていきたいです。昔を思い出
し今の時間を感じ、未来へ⾏ける風になりた
いです。
三日間では通常のミーティング以外の事、
先生の教えを感じ、改めて自分にないものを
理解して、まだまだだと思いました。帰って
すぐにいつもの日常へと戻って今はまだその
位しかまとまっていません。

た。
自分は、こんなヒドく無い、違う、かんべ
んしてくれ…普段の不満が出てきた。そもそ
も自分は、遊びに来てる場合じゃないと昨年
と同じ気持ちだった。
野外オリエンテーリングでも、まったくア
ホと組まされて、スマホで写真ばかり、途中
で⽴ちしょんべんするアンポンタン︕続けて
ゴールする気が無くなってしまい、ヤメ、キ
ケンして戻る事になってしまった。自分では、
どうにもならなかった。研修から帰ってきて、
現実に戻った時に安心感があった。
どう考えても、どう正当化しようとしても、
人様のお⾦で心から楽しむ事はできません。
そのへんが、自分の病気なんだなぁと再確認
できました。酒が止まっても心の平安はまだ、
ズーっと遠くに感じました。

Sakiyama
日暮⾥駅での集合も仲間の全員がおくれる
事なく、新宿から小田急線で新松田乗換えで
富士裾野駅まで予定通りの時刻での到着でし
た。不二聖心山の家の風景は去年と変わらず
に、今年は天気にめぐまれ少し暖かく感じま
した。
当日は山の家での準備も終えてミーティン
Kitayama
グから始まり、食事をしました。ミーティン
駅につき、歩きで向かう時に事件があり、
グも山の家でのミーティングは良い意味での
なんだなんだ、何をしに来たんだ、このバカ
緊張感がありとてもよかったと思います。
と 3 日間かー、と始めからイヤーな予感だっ
夜の仲間とのフェローシップも、いつもの
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仲間とはちがう面が出ていた感じがしました。
仲間それぞれが楽しんでいました。
二日目も天気が良く、ソフトボールの時間
は汗をかいて夢中でやりました。バーベキュ
ーでの食事は屋外での事もあってとてもおい
しく感じました。いつもの生活では感じる事
のないことでした。今年の富士の裾野も自分
にとっては思い出の一つとして残ることでし
ょう。

Satoi
二度目の裾野は自然の音があることが分か
った。自然の⾊と光の輝きもそこにあった。
周りの人たちから “楽しくやってる自分”に
⾒られようと必死になって無理して⼝と体を
動かす必要もなく、ただその時そばにいる仲
間と静かで朗らかな空間を味わっていた。
去年の一月、刑務所から仮で出てきてすぐ盗
んで、トイレで酒を飲みながらも自分を相手
にしてくれる場所と人間を必死に探すもどこ
にもなく絶望していた。三月、法務省がそこ
から引っぱり上げてくれ山谷マックに落とし
てくれた。救われたけれど、その後の日々の
中からは“音も⾊も輝きも温かみも”拾い上げ
ることはできなかった。それでも、そんな自
分と同じように壊れている、同じアルコール
依存症の仲間とやってくるしかなかった。今
も自分には何もないし、何も目に⾒えて取り
戻したものもない。でもなんだろう、今の自
分で⼤丈夫だと言えることが分からない。
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応援してくれる人や何かが背中を今日も押
してくれるから、飲まずにやれているのか。
楽しくはなかった二泊三日だったけれど人間
らしくなってきてる自分を⾒ることができた。
Satom
広⼤な敷地、⻘い空一望⾒渡す、富士の山
そして自然の恵み。何度⾏っても心がすべて
豊かになる、一年に一度の屋外宿泊研修。
⼤地でのソフトボール、バーベキュー、オ
リエンテーリング。これまで⻑年にわたりア
ルコールに囚われ続けてきたことがうそのよ
うに思える日々の連続でした。
過去を振り返るとこの六年間入退院をくり
返し、さらに日々の暮らしに関しては、万引、
窃盗、無銭飲食、一人暮らしの切なさ、さみ
しさ、劣等感の中での無謀な連続飲酒。どう
しても酒だけは、止められなかった。
山谷マックにお世話になっても、やっぱり
止める事が出来なかった。みんなより一年か
かってしまった。しかし仲間のおかげで少し
ずつ止まって⾏く自分が居る。まだこれから
しっかりと仲間を信じて毎日を送っていきま
す。
Suga
裾野出発の当日の朝、天候は⾬、気分は 20
パーセントダウン。折りたたみ傘をカバンに
つめ、電⾞で移動しました。途中から⾬が上
がり三日間は天気に恵まれました。お酒で体
にハンデがあるので必要以上に無理をせずス
ポーツ、フェローなどを今まで以上に楽しま
せてもらいました。天候の都合で予定してい
た「キャンプファイヤー」が中止になったの
は残念でしたが来年来るときはホームの仲間
ではなく先⾏く仲間として来たい。素直にそ
う思いました。
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んな事言ってられませんでした。でも、内心、
一泊だったら、なんて思ったり。でも、⾏っ
てみれば、なかなか、どーして、どーして…
楽しかったです。また、⾏かせてもらいたい
と思ってます。

Sugayama
前日から降っていた⾬もすっかり上がり、
こんないい天気の日は一年を通して何日ある
かという位の絶好の旅⾏日和になりました。
お酒を飲んでいた頃には遠出の旅⾏なんて
とても考えられませんでしたが、お酒が無く
てもこんなに楽しめる、むしろ飲まないから
楽しめるのだと思いました。
初めての富士裾野宿泊研修でたくさんの経
験をさせていただきました。その中でも忘れ
られないのは、山の家で、神様と富士山の前
で今の自分を正直に⾒つめ直すことができた
ことです。
今までお酒が一番で何もしてこなかったこ
と。去年入院していた自分を思い出すこと。
自分の病気を改めて認めること。そして何よ
り仲間のこと。全てのことに心から感謝の今
日一日を過ごさせていただきました。

Yamada
⾬の中日暮⾥駅へ向かう。8 時 20 分に集合
して新宿駅へみんなで向かう。小田急で 9 時
00 分発の電⾞で新松田駅を目指し出発する。
新松田で 1 時間位あり昼食を取り裾野へ向か
う。12 時 30 分頃到着し荷物を⾞に乗せて貰
い皆で不二聖心『山の家』へ仲間と歩いて向
かいました。
オリエンテーション、夕食の後、施設⻑の
司会で回復というテーマでミーティングをし
た。自由時間をみんなで楽しく過ごした。
２日目は田中先生のゲームで仲間と一緒に
楽しい時間をすごせた。昼は楽しみにしてい
たバーベキューで僕は肉を焼く係をして満足
しました。最終日朝 6 時 30 分からミーティ
ングをして朝食を取り布団の片付け、清掃し
て 9 時過ぎに山の家を出発して裾野駅へ向か
い 10 時 10 分ごろの電⾞で家路へ「東京」へ
向かう。今年も無事に 2 泊 3 日の研修も終わ
り、沢山の思い出ができた。
⼜、みんなと一緒に⾏きたい…その為には飲
酒をしないこと、自分に誓う。

Tsunoda
自分は、去年、参加しませんでした。何故
かと言いますと、通所したばかりで、精神的
に、⾊々と、ありまして…。
今年は、なにが、なんでも、なにがあって
も、電⾞が止まっても、⾏かせてもらう積も
りでした。本当です。
自分は、⼦供のころから、団体⾏動が苦手
でした。人と交わる、友達や仲間みんなで何
かをする、成し遂げるというのが、はっきり
言うと、苦手というか…。しかし今回は、そ
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―――――――――――――――――――
⼥性依存症者仲間の分かち合いの場

女性ミーティングルーム

ポンポンダリア

Sawamura
3 年前、通所中に初めて富士裾野に⾏った
時は、利⽤者として⾏ったので、何も考えず
にただ楽しんだだけだったように思います。
今回は、職員として参加させていただき、
出発前から事前準備も手伝わせていただいい
たり、旅⾏中も職員としての⾏動だったので、
前回より楽しむというより緊張した数日を過
ごしました。しかし、前回では感じられなか
ったことで、自分の気がつかない所で多くの
⽅々の準備や気づかいがあり、そのおかげで
楽しく過ごせていたんだと、また、この旅⾏
だけでなく⾊々なことでもそうなんだと思う
ことができました。来年は、より多くのこと
が感じられ楽しめたらいいなと思います。
今回の宿泊研修でもバーベキューや食事作
りを協⼒してくださった支える会の皆さま、
また施設を提供してくださった不二聖心⼥⼦
学院さまに、心より感謝申し上げます。

―――――――――――――――――――
2015 年 10 月に開設した⼥性ミーティング
ルーム「ポンポンダリア」も３年目を迎えま
した。毎週３回（月・⽔・⾦）、13:30 から
15:00 まで、ミーティングを⾏っています。
今回は、ミーティングに参加する仲間の声を
ご紹介します。
A.S
ポンポンダリアに通って約一か月になりま
すが、まだ、⾏くまでも自分が話をするのも
緊張します。でもポンポンダリアは、少し気
が重い日も、出かけてしまえば帰る時にはま
た来たくなる場所です。
ポンポンダリアのミーティングは、病院の
医療スタッフとのミーティングとは違い、⽐
較的素直に自分のことを話せます。
ポンポンダリアに「感謝（花言葉）」して、
飲まない日々の積み重ねと心の落ち着く時間
を求めて通おうと思います。
H.I
摂食障害の I です。摂食障害に 15 年以上
苦しみましたので、巷で摂食障害に効果があ
るといわれる治療法はこれまでにすべて試す
ことができました（苦笑）。
(太るのが嫌で)過食をどうにかしたくて、
本は 300 冊は読みましたし、高額なセラピー
を受けたり、名高い精神科医の元に通院した
こともありますが、全部ダメでした。
そのような経緯もあり「高額な治療でも私
の症状は治らないのに、ポンポンダリアの無
償のプログラムが効くわけがない」と強く思
い込んでいました。しかし、思いつく限りの
治療法がすべてだめだったので、ここにすが
るしかなかったのです。
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施設につながった当時の私は「どうせ今回
の治療法も効かなかったと絶望を味わうだろ
うな、今度こそ、スイスの自殺ほう助の団体
に申し込むのかな。私の人生ダメダメだった。
もうこれ以上の苦しみには耐えられない」と
決めてかかっていて、投げやりな気持ちが
98％ほどでした。希望のない心理状態ですか
ら、過食も悪化しましたし、過食するとき以
外、体も動かないようになっていきました。
けれど、体が動くときだけでもポンポンダ
リアのミーティングに⾏くと、自分を責める
気が失せるのです。最初は、その時だけです
が。その繰り返しで、自分にダメ出しする時
間が減っていき、生命⼒が戻ってきたと感じ
ています。
結果、ここにつながった一年三か月前は週
３回以上あった過食は、先月は２回でした。
また、今では⼤変感謝している施設のスタ
ッフに「過食は時間がかかるから 6〜7 年か
けて回復すると思っていた⽅が良いよ」と言
われていたので「早く治さなければ︕」と自
分を⾒張る気が完全に失せたのも有難いと思
っています。今では「私ったら、焦るとすぐ
過食でうやむやにしようとするから頑張りす
ぎるのがヤダ︕」という真逆の考えで落ち着
いています。この考え、感覚で生きてみたら、
あら不思議。とってもラクなので、今ではこ
れがベースになりつつあります。
ミーティングでは、回復が先を⾏っている
人たちにたくさん会えます︕
その人たちの話を聞けることは、絶対に役
に⽴ちます。何か困ったことが起きた時に、
不思議ですが、自分がラクになる⽅の⾏動を
選べるようになっていきます。私はこのラク
な生き⽅を続けてみたいので、これからもミ
ーティングに参加し続けたいと思います。人
間不信がとれたのは、スタッフの愛のおかげ
だと思っています。ありがとうございました。

第 16 号

ワン・ステップ 下半期の活動予定
7⽉

○ワン・ステップ 公開講座 開催
〇AA 城東地区ステップセミナー 参加予定
〇⽚瀬江ノ島夏季野外研修

8⽉

〇ミニー神⽗を偲ぶ会 参加予定

9⽉
〇ワン・ステップ 秋季ステップセミナー 開催
○AA 城北地区セミナー 参加予定
10 ⽉

〇⼭⾕マック 35 周年感謝のつどい 開催
〇マック・ダルク合同セミナー 参加予定
〇AA ⼭⾕ G セミナー 参加予定

11 ⽉

〇アル施連 秋のフェスティバル 参加予定
〇寿アルク 25 周年記念セミナー 参加予定
○⽀える会 交流会 参加予定

12 ⽉
〇マック・ダルク合同 Xmas パーティー
平成 30 年上半期

利⽤者状況

平成 30 年１月〜6 月実績
1月

2月

3月

4月

5月

6月

11

12

11

12

12

13

6

5

6

6

6

6

合 計

17

17

17

18

18

19

一般就労

0

0

0

0

0

0

他施設へ

0

0

0

0

0

0

自⽴訓練
（生活訓練）
就労継続支援
Ｂ型
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単位（人）

2018 年 7 月 10 日

ワン・ステップたより「はじめの一歩」

献⾦についてのお知らせ

第 16 号

― ワン・ステップの主なメッセージ活動先 ―

毎⽉または隔⽉１回、地域のなかでアルコール
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。

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

< 病 院 >
・東京⾜⽴病院
・済⽣会鴻巣病院
・船橋北病院
・秋元病院
・埼⽟県⽴精神医療センター

もらった「たより」の折り込み作業で、発送作
業の簡略化のために、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

< ⾏政関係 >
・荒川区酒害相談
・⾜⽴区⻄部福祉事務所
・⾜⽴区中部福祉事務所
・更⽣施設 新塩崎荘
・更⽣施設 しのばず荘

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。

アルコール依存症からの回復の手がかりを提供するワン・ステップは、東京都荒川区を中心に、
依存症からの回復の体験談を中心としたメッセージ活動を⾏っています。アルコール問題にお困り
の⽅、関心のある⽅は、ぜひともワン・ステップ主催のセミナーや公開講座にご参加ください。

―

毎年恒例のステップセミナーを開催します ―

日 時︓平成 30 年

秋季ステップセミナー
9 月 23 日（日） 10:00〜16:00

会 場︓ムーブ町屋

4階

ワン・ステップ

ムーブホール（東京都荒川区荒川 1-1-1）

特定非営利活動法人山谷マックデイケアセンター

ワン・ステップ

障害福祉サービス施設 事業所番号 1311800799
自⽴訓練（生活訓練）/就労継続支援 B 型 多機能型施設
〒116-0014

東京都荒川区東日暮⾥ 1-10-4

電 話 03-6458-3232
FAX 03-3891-4336
ワン・ステップたより 「はじめの一歩」 第 16 号

平成 29 年 7 月 10 日発⾏ （年 2 回発⾏）
E-メール mac-onestep@cyber.ocn.ne.jp

ホームページ

http://mac-onestep.com/index.html
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