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皆様こんにちは。 
このたよりが届くころには梅雨明けも間近になり、本格的な暑さに向かっていることと思います。
いかがお過ごしでしょうか? 
 さて、昨年末の「はじめの一歩」誌面でワン・ステップにいる猫の【ミーちゃん】の様子をお伝
えしました。そのミーちゃんが、昨年 12 月 10 日の朝 7 時 45 分、20 歳の生涯を閉じました。 

10 月から体調を崩し、一時は食べることも動くこともできなくなりましたが、仲間の懸命な介
護の甲斐あって、少しずつではありますが食べるようになり、よたよたしながらも歩けるようにも
なりました。その凄い頑張りをみんなが喜びました。 

ミーちゃんが天に召されたのはそんな様子をお届けした直後のことです。猫にとっての 20 年は
⾧生きだと言われますが、それだけ⾧い間、ミーちゃんはたくさんの仲間たちを見守り、癒し続け
てくれたということでしょう。 

慌ただしく過ぎる時間の中で、平成から令和へと時代が変わり、少しずつミーちゃんの喪失感から
解放されてきました。でも、朝ドアを開けた時に玄関まで迎えに来たこと、ご飯の準備をしていると
急かすように足元に来ておねだりしてきたこと、ひと段落して机に向かっていると「もっとちょうだ
い」なのか「あそんで」なのか、足元に来て私の顔を見上げ「にゃーにゃー」と声をかけ見上げてき
たこと、いつも玄関近くにあるコピー機の上で仲間たちが来るのを迎えてくれていたこと…もういな
いのにふとした時にその存在を感じる時があります。きっと、ミーちゃんは私たちそれぞれの心の中
に生き続けていくのでしょうね。あらためて天国のミーちゃんに「ありがとう」。 
 さて、今号では、4 回目を迎える公開講座についてご案内させていただいております。 
ダルク女性ハウス代表の上岡陽江さんを講師にお迎えし、「依存症と家族」をテーマに、当事者、
そしてそのご家族の方々を支援されてきた貴重な経験をお話しいただきます。当日は予約はいりま
せんが、お席に限りがありますのでお早目のご来場をお勧めいたします。 

ワン・ステップでは新しい時代を迎えても変わることなく、「アルコール依存症は回復できる病
気である」ことを伝え続けてまいります。皆様には引き続き変わらぬご理解と暖かいご支援を賜り
ますよう、よろしくお願い申し上げます。 

令和元年 7 月 10 日 
ワン・ステップ 
施設⾧ 浅賀 佐太郎 
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今年も多くの方々のご協力を得て、ワン・ステップと山谷マック合同の感謝のつどいを開催
することができました。ご来場、ご支援ありがとうございました。 

 
来場者アンケートに寄せられた皆様の声 

◆温かい良いつどいだった 

◆グリーンパークトリオの生演奏に感動した 

◆仲間と会えてよかった 

◆充実して楽しい時間だった 

◆ＢＧＭがかかっていたのがよかった 

◆仲間の話をもっと聞きたかった 

◆“We are the world” の歌詞も欲しかった 

◆昼食のスペースを広くしてほしい 

紙面の都合で掲載しきれなかったご感想も含めて、すべてのご意見を参考に、今後もより良
いイベントが開催できるようスタッフ、利用者一同で趣向をこらします。 
これからもどうぞよろしくお願いいたします! 

 

たくさんの 

ご来場 

ありがとう 

ございました 
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利用者の感想 

今までの体験を振り返ると、アル施連やマックダルクの行事、ワン・ステップセミナー、

感謝のつどい等でスピーカーや施設紹介をさせてもらう中で、自分の苦手なことをやり終わ

った後で「やって良かった」と感じられる経験を積むことができた。 

スピーカーの時は、自分の過去やってきたことを皆の前で話すのがすごく嫌だったが、会

場に仲間がいたので自分のことを正直に話せた。壇上から降りて皆に声を掛けられ、緊張感

がとれてホッとした。 

平成３１年４月２１日（日）に行われた感謝のつどいで行われた模擬ミーティングは、ま

さか壇上でするとは思わなかった。でも緊張せず（いつも通りのミーティングが）できて良

かった。また、他施設の仲間と逢えて懐かしく思えた。音楽やヨガ等も楽しくやれた。 

たくさんの行事の中で、これからも飲まないで行くためにプログラムを続けていこうと思

う気持ちは変わらない。仲間の中でこれからも飲まない生活を続けていきたいと思っている。

（山） 

 

今回初めて参加いたしました。 

歌の本番では、練習の時の方が上手く歌えていたと思いますが、まあまあの出来だった

のではないでしょうか。プロのミュージシャンによる演奏は、とても感動でした。年一度

ではなく、また聴きたいと思います。 

井上さんの、ミニー神父との出会いやビックブックの話（私はまだ一度も読んでいませ

んが）、とても印象に残っております。 

スタッフの方々におかれまして

は、準備や、裏方等の仕事をして

頂き、ありがとうございました。

回を重ねる度、内容も濃くなって

きたのでしょうし、また、バトン

も繋がっていくのでしょう。また

の参加が楽しみです。（倉） 
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音楽プログラム指導 
松熊先生からのメッセージ 
 マックプログラムのデイサービス事業では⾧くても三年
という限られた時間の中で、年に一度感謝のつどいとして
古巣に戻る機会があることはプログラムの効果持続の役に
立ちます。そのプログラム内で月に一度の音楽プログラム
では、参加した者同士の協働そして親睦を目的とした時間
でお互いのことを理解し、また共通の思い出を共有するこ
とが出来るので、再会した時に自分らしさを再確認できる
ことが利点。その場面で私は音楽や歌をコミュニケーショ

ンのツールとして皆さんの気持ちをリラックスさせ一つに繋ぐようにと心掛けています。毎年感謝
のつどいの後には温かな愉しい気分になれるので私も参加できることが嬉しいです。これからも感
謝のつどいが回を重ねていけますよう願っています。 

ヨガプログラム指導  

喜多村先生からのメッセージ 

こんにちは、喜多村真紀です。ワン・ステップの皆さん
とヨガをするようになって 2 年が経ちます。普段は臨床
心理学を勉強している学生だったり、薬物依存症の研究
者の卵として修業していたり、クリニックなどで心理士
をしていたりします。でも、ワン・ステップにいるとき
は、「ヨガの人」として、他の役割をいったん脱いでい
ます。 

さて、実はヨガには⾧い⾧い歴史があり、「より良く生きる智恵」が受け継がれてきています。
私も「より良く生きたい」と、健康法や生活リズムを徹底したいと思った時期がありました。でも
少しずつ窮屈さを感じるようになったり、窮屈さを感じていないふりをしたりしていました。もし
かすると「より良く生きたい」に嗜癖するようになっていたのかもしれません。 

ところで、精神科医の斎藤学先生が監訳された Schaef(1987，誠信書房)の『嗜癖する社会』に
は、嗜癖について「自分の内面で何が進行しているか気づかなくさせ、そして私たちは怒りや痛み
や喜びや愛情を感じなくなり、自分の知識や感覚を信じることを止めて、外部の基準に頼るように
なる」といったことが書かれています。今思えば、私の「より良い生き方」はまさに他人を基準に
していたように思います。今、ワン・ステップの皆さんと一緒にヨガを通して練習していることは、
「他人基準のより良く生きる智恵の獲得」よりも、まずは自分の痛みや心地よさを感じて、その感
覚に確信をもつことです。自分の感覚に確信が持つことは、痛いのだからボチボチ行こうとか、誰
かを頼ってもよいのだとか、心地よいので安心しても良いのだとか、つまり自分や他人を信頼する
力になるのではないかなぁと、私は思うのです。私自身、これからもワン・ステップに通所（?）
しながら、この力を育んでいきたいと思います。皆さん、これからもヨロシク!!!
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晴天に恵まれ、穏やかな研

修旅行となりました。 

施設を提供してくださった

不二聖心女子学院様、支え

る会の皆様のご協力に心よ

り感謝申し上げます。 

施設に入りたての頃、何度か見たＡＡ関連の映画でこんな話がありました。最初に植物

を育てる事から始めて、次に小動物と関わって、その次に人間の異性と関わっていく。

「飲まない生活を送る上でのステップアップ」何かそんな感じを受けました。お酒では右

手にハンデを負ってしまいましたがスポーツも生活面でも必要以上に無理をしないで楽し

めました。 

二日目の夜のミーティングのテーマは「飲まない旅行」でした。最初の一杯に手をつけ

なければ出来るんですよね、飲まない花見や飲まない旅行が。施設の中では容易ですが仕

事を持って自立してやっていくのは最初のうちは大変だろうなと感じます。今、午前中仕

事をやらせてもらう中で思い上がりがあった

り、自分を過信してしまう気持ちになること

があるんですよね。優先順位を間違わないよ

うに仲間の中でソーバーを続けたいと思って

います。（須）
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今回で３度目になりますが、楽しく、おだやかに時間が過ぎたなあと感じます。野外オ

リエンテーションや、キャンドルなどがありませんでしたが、また違った楽しみがあり、

他己紹介なども笑えて良かったと思います。初めて参加した仲間たちは物足りなかったの

かもしれませんが、ゆっくりと静かに楽しめました。 

食事もおいしく、あの豚ブロックの煮込んだのが入歯の自分には最高でした。バーベキ

ューの時は焼くのに努めていて肉を食べた記憶が残ってなく残念…来年?はもっともっと

肉を食ってやるぞーーー!! 

帰って１週間、まだ筋肉痛が!! 写真の中にい

る自分を見て、あぁー年なんだなぁと感じます。

自己評価よりも老けて写ってました。 

感謝のつどいと共に、たくさん去年と違った

自分に気づくことが出来ました。 

みなさんのおかげです♡ありがとうございまし

た🍀（北） 

二度目の富士でした。昨年は何をしに行ったのかよくわかりませんでした。ケガ明けで、

まだリハビリを始めたばかりでしたのであまり行動していなかったので、今年は少しは体

が動かせるようになったように思います。それだけで

も回復なのかもしれません。昨年よりも体が動かせる

ようになったという事は良い事だと思います。 

場所を変えてのミーティング、台所の片付けも楽し

い思い出です。たまにはこういう事もアリだと思いま

す。（門）
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今回で二度目の裾野は晴天に恵まれて楽しい研修になりました。バーベキューも、とて

もボリュームのあるご馳走を頂き、大変ありがたかったです。去年やったオリエンテーリ

ングはありませんでしたが、体育館でのバレーボール練習など参加できました。 

宿泊施設でベトナム人の方々と一緒になったので色々とイレギュラーな事もありました

が無事に終わって良かったと思います。機会があれば、また来年も参加したいと思います。

（石） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の二泊三日の研修で一番印象に残ったと言うか、いい思い出に残るのは、みんなで

やったバレーボールです。とても楽しかったです。 

三日間ともお天気で清々しい気分になれました。来年もぜひ行ってみたいです。 

みんなと行動を共にするのは楽しい。それが自分の正直な気持ちです。そして、しっか

り前を見て歩いていきたい。自分は一人ぼっちではないのだから。（渡）
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裾野駅からの宿舎までの登り坂、3 回目の裾野だったが歩いたのは２回目。1 回は車で

登り、どこかでうぬぼれていた。１回目は「下見て周り見ず」に登ることだけ考え、前を

歩く仲間を抜いたり、きつくても口に出さないようにしていたが、今回は「前見て周り見

て」から始めた。途中でまた戻ってる、

と気づいて誰かと話しながら登りたい

けど…と思ってるうちに着いてしまっ

た。前回は「やったことがない事を一

つでもやろう」で参加したが、独りで

動いてたことを思い出した。楽しむこ

とやフェローシップとは真逆で、こな

す事で過ごしていたと思う。 

夕方前の仲間との竹の子掘りは人生初めてだったが、経験者が多い中、当たり前だけど

皆いろいろなスタイルで。そこでなんかイラっとしてる時間もあったけど、少しずつ、地

味に楽しくなった自分も出てきた。おまかせと丸投げの違い、夕食も終え久しぶりに足伸

ばしてのおフロ、いろいろと良い思い悪い思いもあったけど、最後には良い日で終わらせ

て寝れた。 

翌日からベトナムの方々が増えてきて、普段とはさらに違う場所に感じたけど、より普

通の旅行のような感じがして、逆に楽しく感じた。バレーにしてもソフトボールにしても

皆すごく体が動かせてるのを見て、自分が繋がらせてもらった時と比べてうらやましく思

った。また当時、それでも普通にやろうとしていた自分が思い出されて、思わず笑えた。 

あっという間の２泊３日だったが、以前気にもしなかった自分が見えて、それと対称に

自分よりも他の人のことを優先してくれていた職員さんやＯＢの方々を見させてもらって、

気づかせてもらうということが少しだけ分かった気がする研修旅行だった。（石）
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一昨年は、参加しませんでした。ワン・ステップ入所二か月、行きたくない!そして弟

と、父の墓参り。お酒、飲みました。第一回目の…謝罪。 

去年は、行かせてもらいました。本当は、自分は団体行動が苦手です。みんなも、そう

かな?要するに、我がままなのかな。日帰りならね。一泊ぐらいならまだね。二泊はね～

…。バス運転の仕事でも、複数台での泊は疲れました。 

今年は、いやも何も、参加させてもらいました。日暮里駅集合。旅の始まりは、日暮里

駅から? 列車の車窓は東名高速、Ｒ246、田畑、所々、お茶畑、緑の山々…ぼーとして

いられて良いな～。仕事では、色々な所に行きましたけど仕事ですからね～。今回は宿泊

先に、ベトナムの人たちが大勢いまして、とても賑や

かでした。みんな元気が良い。大変な戦争を乗り切っ

た国民ですからね。日本もですね。職員さん、ＯＢの

方々、ありがとうございました。本当に、感謝してま

す。（角） 

裾野へ行く当日の朝は用意することであわただしい

思いをした。車中においては何事もなく途中松田の駅

で昼食、あまり時間がない為コンビニでパンを食べて

裾野へ着き、自分は無理をせず車に同乗することにし

た。現地の町は東京とはちがって店も少なく、裾野へ

くるたびに思うことだが東京育ちの自分は何か違和感

を抱くことがある。一日目の夜は、疲れたせいかすぐに眠れた。食事もおいしかったし昼

間はソフトボールで体力を使い果たしていい運動になった。去年と比べるとずいぶん体力

の差を感じた。夜は仲間と楽しくゲームをして二日目が終わり二日目の夜はいびきがうる

さくて睡眠不足ぎみだった。今年の裾野は心に残るような事はなかった。（﨑） 
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入所から二年以上経っているので大体のプログラムは二度目となります。行く前は「去

年一度やったし何をやるのかはわかっているのでどうせまた同じ事をやるだけ。」そう思

っていました。しかし実際やってみると同じ場所で同じ事をやっているのに、感じ方が全

く違うのです。 

富士裾野研修もそうでした。同じ環境の中で違っているのは自分自身のようでした。体

もそうだし、心の感じ方がかなり違う。一番は余裕があった事。今年初めての仲間を先導

できた事。 

入所していただいた気づきに、自分は「謙虚」というものを全く誤解して生きてきたと

いう事がありました。去年は何をやって良いのかわからないのに「何かお手伝いしなきゃ」

と義務感であれこれ余計な手を出していたことを思い出しました。 

今『してもらう』のが役目の人、何度か来ていて『少しお手伝い』が役目の人、『全体

を支える』のが役目の人。『してもらう』のを素直に楽しむのが「謙虚」であり、できる

人ができる範囲のことをするのも「謙虚」

ということなんですかね。 

最終日の朝のミーティングのテーマは

「感謝」でした。今、できる事をやらせて

もらえる事の有難さ、今年も富士裾野に来

れた、来れる一年間を過ごさせていただい

た事に感謝だと思いました。（菅） 
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まず小田急線に乗ると思い出すのが、学生時代に住んでいた生田という駅です。4 年間

住んでいましたが駅前にある飲屋さんによく行きました。本当になつかしくて一度降りて

駅前を散歩してみたいと思いました。 

裾野について一番思い出に残るのはやはりバーベキューで、外で食べると本当においし

くて全部栄養になる様な気がします。それと何度見てもいいなあと思うのはマリア様の像

とそのバックにある富士

山です。何度見ても感慨

深いです。また行きたい

と思います。(太) 

 

五月二日の朝が来て裾野

へ出発し、新宿から新松

田へむかう電車の中では

寝ていたので風景を見て

いなかった。裾野に着き思ったほど時間がかからなかったように思う。ビルの無い裾野に

着き田舎の道を歩き、とても足と腰が痛く息が上がって疲れた。さえぎる建物がなく、森

と茶畑が広がる大地に自然と心が子供の頃に戻ったように感じる。宿に着き布団上げ、食

事、ミーティング。のんびりした気分でいつものあわただしさがなくゆっくりといられた。

いつも一人でいた自分だったが、たくさんの仲間と一緒に時間を過ごすことが本当に良か

ったように思った。BBQ はお腹いっぱい食べ、自然の中で大変おいしく感じられた。本当

にのんびりとした自然の中でゆっくりとした時間を過ごせたように思った。仲間と一緒に

いられたのが本当に良かったように思った。（田）
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ワン・ステップ  

秋季ステップセミナー 

令和元年 10 月 13 日（日） 

10:00～16:00 
会場 ムーブ町屋４階ムーブホール

（東京都荒川区荒川７-50-９） 

 

ワン・ステップ第４回公開講座 

アルコール依存症は 

回復できる病気です 

令和元年 7 月 17 日（水）

14:15～16:30 

会場 サンパール荒川 第２集会室

（東京都荒川区荒川 1-1-1） 

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 

 
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 18 号 令和元年 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/  


