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再 会 

ワン・ステップ  

施設⾧ 斎藤 敏行  

いつも変わらぬご理解とご支援を頂きましてありがとうございます 

今年も残りわずかとなり、新型コロナウイルス感染が一向に収束しない状況が続いていますがい

かがお過ごしでしょうか。ワン・ステップも自粛しながらも休むことなく開所しております。 

 今年 10 月、弁護士さんから「3 年前にワン・ステップに 1 年間通所していた仲間が事件を働き

警察署に留置されているので面会して欲しい」との連絡がありました。弁護士さんは、住所不定の

彼の出所後の行き先を心配し、出所後ワン・ステップでもう一度再教育できませんかと聞かれまし

た。私は、アルコール依存症は病気であること、回復できること、マックプログラムのことをお話

しし、面会に行って彼にこれからどうしたいかと尋ねたところ、彼の口から「ワン・ステップでも

う一度やらせてください。お願いします」という言葉が出、裁判での情状証人を頼まれたので 11

月 11 日、生まれて初めて東京地裁で情状証人に立ちました。そこで私はアルコール依存症が回復

できる病気であること、出所後の彼をワン・ステップで受け入れることを判事、検事の前で伝える

ことが出来ました。 

彼がワン・ステップを覚えていてくれたこと、またお酒を止めて生活して行きたいという力が再会

への導きになったのだと思います。 

 彼の判決はまだ出ていません。でも最初の一歩はワン・ステップからだと思います。 

年末年始を迎え皆様方におかれましてはお身体を大切にお過ごしくださいますよう、皆様のご健康

と平安を心より祈念いたします。 
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 見栄っ張りで変なところにプライドが高い自分は、施設に入ってもなかなか変われなか

った。しばらくしてグループに入れてもらい、その役割の中でも出しゃばったり、しゃし

ゃり出て自分の役割を持っているのに他に 2 つの役割を引き受けて自分がつぶれてしまっ

たり、仲間のバースデーでお札を入れたりしていました。 

 そんな中で、だんだん自分の身の丈が分かってきて、変なところで背伸びしなくなるよ

うになりました。 現在は自分の仕事をやらせてもらい、必要以上に無理をしない生活を

送らせて貰っています。 A.S 

 

 

 

 

 

誌上ミーティング 
～自分たちがいつも、どんなふうだったか～ 

 お酒が原因で生活のリズムを崩し、アルコール依存症と栄養不足が原因の脳の病気で大学病院に入

院し、3 か月後、退院したものの、アルコール依存症の知識は全くなく、依存症は完全に治ったと思い

脳の病気の再発ばかりしていました。入院と同時に生活保護になったため毎日、やる事もなく朝から

お酒を飲み続けていたら、今現在、現実に起きている事なのか夢なのかすらわからなくなり何事にも

興味、関心、気力もなくなり社会復帰に対しても不安ばかりでどうでもよくなっていました。体も精

神もお酒でどうする事も出来なくなっていた事にすら気付かない状態でした。 

 マックにお世話になってからは規則正しい生活に戻り、健康な気持ちで生活出来る様になって少し

ずつ何事にも前向きになってきた様に思います。毎日の 3 ミーティングは多くの人の話を聞けて勉強

になります。ミーティングは苦手ですが、自分の話をうまく伝えられる様になりたいと思います。 

S.N 

 現在私は、山谷マックに入寮しています。アルコール依存症の診断を受けてから、九年が経過しました。

職場を早期退職し、離婚も経験しました。この頃から酒の飲み方がひどくなりました。転落人生の始まりで

す。精神的、肉体的にぼろぼろになり、何度も精神病院に入院しました。「何で俺が精神病院なんだ、頭は

狂っちゃいない」と思いたかった。でも酒を飲むと言動、行動、考え方が人と少しちがうなと思いました。 

 アルコール依存症は完治しないが回復する病気、コントロール障害。一杯の酒に手をつけたら、止まらな

い、止められない。 

 病院でＡＡメンバーがメッセージを運びに来ました。断酒を継続している人々。断酒できているのは、Ａ

Ａミーティングに参加しているからだと言う。俺もＡＡミーティングに参加し「今日一日」と言う言葉を大

切に、断酒を継続していきたい。 H.M 

いつもの年だと、それぞれの中間施設や、ＡＡの地区やグループによっていくつものセミナーが開催されます。

しかし今年はコロナの影響で開催されていません。 

そこでこのたより上で、自分の経験の話しをたっぷり語ってもらうコーナーを設けました。 
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お酒、本当に、辞められるのか?自分は。自分は、入退院を数日繰り返しました。退院する度

に、すぐに仕事復帰、今度こそ、上手に呑めるはずだと・・・結果は、今、施設に通所して、3

年半。初めの頃は、3 ヶ月もたたないで再飲酒の繰り返し。ＡＡのグループも変わりました。そ

こで何とか 1 年。しかし、、、俺には無理かも? 

外の施設の仲間達によく言われます。うちの施設なら、とっくにクビだね!と。何度も言われま

した。じゃーどーして俺はクビに?施設⾧、職員さん、すみませんでした。今は何とか。 

こんな自分でも夢と希望は持ってます。 K.T 

 毎日決まった時間に、決まった量の酒を楽しみながら普通に飲んでいました。日曜日の休日は、体の

ことを考えて一杯も飲まない日が何年も続き、月曜日には気持ちも新たに、と酒の飲み過ぎのバランス

をとっていました。 

 飲み始めの頃から、一回スイッチが入ると気絶するまで飲み続けることが多かったので、休肝日を作

り、問題なく飲んでいましたが、住んでいるアパートのすぐ近くにコンビニができ 24 時間いつでも酒

を飲みたいときに飲めるようになり、毎日の酒の量が変わってしまいました。 

 それから日曜日も飲みだし、だんだん飲むほどにコントロールが出来なくなってしまい、自分の力で

は酒を止めることが出来なくなり、仕事も休むようになり、何度も酒で病院に運ばれ自分がどうにかな

りそうになり、不安が付きまとい精神病院に入院をし、そのころはもうアパートも引き払い、自分の力

では酒を止めることが出来なくなり、山谷マックにつながり、一人ではどうすることも出来なかった

が、飲まない仲間と一緒に規則正しい生活を始め、少しずつ酒の囚われから解放され、今まで酒に逃げ

る人生だった自分が逃げないで自分の人生を歩こうとだんだん心が変化して、ここにいれば自分は酒を

止められると感じ、酒を飲まないで生きていく事を決意し、これからの人生逃げないで生きるよう毎日

を送らせていただいています。 J.T 

 神様に対してのお願いばかりで自分の為だけの祈りになっていると気づきました。 

 お酒をやめた今、からっぽの心の中に何を入れたらよいのかわかりませんでした。 

 神の意志を知ること、神の願いを自分の願いに近づけることが本当に必要なことで

あると気づきました。 

 しかし自分の考えでは自分の自己中心的な思いしか出てきません。自分の生活を神

の意志にむりやり変えてゆこうとしても無理があります。もっと神との意識的な触れ

合いを深め、神が何を私に望むのか、いやどうしたら神の望みと自分の願いを等しい

ものにできるのか、考えなくてはなりません。 

 今、からっぽの心の中に、神の生き生きとした生命を満ち溢れるまで注ぎ、自分自

身の心を神の意志にしたがわせたい。 S.E 
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私はアルコール依存症と診断を受けて、平成 30 年 11 月 20 日に山谷マックに入所して以来ワン・ステ

ップでの午前―午後のミーティング及び夜のＡＡに参加し、また各種行事にも積極的に参加させてもらい、

山谷マックにおいては、毎日のメンバーたちとの共同生活において、いろいろと日々勉強させてもらいまし

た。今日一日しっかりと生きていくことを学びました。そして酒を飲まないで生きていくことが自分にとっ

て、いかに大切なことかを心底学びました。私は令和 2 年 10 月 5 日からアパートで一人暮らしを始めまし

たが、ずっとずっとワン・ステップのスケジュールのもとで正しい生き方をする所存であります。 

山谷マック及びワン・ステップでの教えが、私のすべてであり、平成 30 年 11 月 20 日から、私の新し

い人生の旅立ちが始まったものと考えております。私のまわりの人々に感謝の気持ちで、いっぱいです。

S.W 

山谷マックには 2015 年に入所しました。順調

に一年間お酒をやめさせてもらいました。１年

４ヶ月になった時にスリップしてしまいまし

た。なかなかスリップしたことを言えないで、

2017 年本当はスリップしてしまいましたとよ

うやく正直に言いました。今はお酒を飲んでい

ないから、次のステップに上げてもらって７月

に仕事を体験させてもらい、8 月 3 日に採用に

なりました。もうすぐ 3 ヶ月になります。まだ

まだ休むこともありますけれど、がんばってい

きたいので全国の皆さま応援よろしくおねがい

します。 N.Y 

 私は、2020 年 7 月から、ワン・ステップにお世話になっています。 

 早いものでもう 4 ヶ月が経ちます。昨年の自分自身の酒漬けの日々と比べ、規則正しい生活を送

り、掃除、洗濯、身だしなみと身辺に気を配り、毎日の 3 ミーティングに取り組んでいます。 

 お酒を飲んでいる時には、全くやる気が無く、自分のことに関し、無興味、無関心でした。今、学

んでいるアルコホーリクス・アノニマスのステップ 2 にある「健康な心」とは程遠く、本当に精神的

に病んでいたと思います。 

 今は、ワン・ステップの利用者、関係職員に囲まれ「周り中の自分」を意識して、今、何が大切

か、優先すべきものは何かを考え、お酒を飲まない生活の中で、自分を大切にすることと、周りに対

する配慮を行うことに集中しています。 T.K 

 今年は、再飲酒からのやり直しから始まりコ

ロナに自粛と、うれしいとか楽しいなどの感情

を出せない日々が続きました。 

 その分。自分を振り返る時間が多くなり、気

付くこともたくさんありました。 

 ・もう酒を飲む理由など一つもない事 

 ・一人では生きていけない事 

 ・新しい希望が必要な事 

 ・人は人としてのこころを忘れない事 

これからも前向きに一歩ずつ歩いていきたいと

思います。 K.K 
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私が酒を飲み始めたのは高等学校の時でした。高校生活が私にとっては無意

味に思え、そんな時酒を飲んでいました。酒は想いを変えてくれました。そん

な酒をたびたび飲むようになり、学則を守れず学校を退学処分になりました。

その後父の仕事を手伝う事になり、十八で自動車免許を取得、二十一歳でタク

シー運転手になりました。 

タクシーの営業は、一日勤務で月に十三出番のシステムで朝から始まり次の

朝が勤務明けになります。そんな生活の中で段々と朝から酒を飲むようにな

り、仕事も休む日が多くなりました。それでも酒をやめようとは思わず飲み続

けていました。今から五十年ほど前で、実家に世話になっていた事もあって、

タクシー運転手の給料で生活していくには困りませんでした。でも会社での居

場所をなくす事になりタクシー会社を転々とするようになり、再び父の仕事を

手伝う事になり…こんな事の繰り返しの人生でした。自分の気持ちの中で酒を

やめなければとの想いはあったけれどやめられなかった。 

私の人生において二度の離婚、すべてをなくしてこのプログラムにつなが

り、私自身の事を知りアルコールに対して無力を感じる自分がいます。プログ

ラムに感謝です。 S.T 

 精神病院の主治医より「あなたは重症です」と言われてから、どうしようもなくなり、山谷

マックで拾ってもらいました。それから先、仲間の中でミーティングや規則正しい生活の中で

5 年 8 か月も飲まずにこられました。 

 途中、居宅も頂き一人で生活をしていましたが、自分の考えが頭をもたげ、ボランティアの

仕事ではグチや文句、不平不満ばかりが出てくる様になりました。そうこうしているうちに、

今日は疲れたから、身体がきついからと言い訳をして、ミーティングを休むようになりまし

た。となると先行く仲間に言われた通り酒が近くなり、再飲酒をしてしまいました。ボランテ

ィアの仕事も最初は、ありがたく思い仕事の出来る喜びがあったのですが…。スポンサーに言

われた言葉を忘れていました。「ありがたいという気持ちを忘れると酒が近くなるよ。」本当

でした。今、再度、ナイトケアに入れて頂いて酒を飲まない日々が何か月か過ぎました。何

故、酒を飲まずに過ごせるのかと考えた時、仲間の中で仲間と一緒に生活をさせてもらってい

るからと思います。又、ＡＡミーティングに行かせてもらっているからだと思います。仲間の

話に耳を傾け、自分は何者であって、何故今ここに居るのか、と思いださせてもらっているか

らだと思います。自分と向き合い正直な気持ちと対話させてもらう時間を頂いているからだと

思います。これからも仲間の中で正直な自分と向き合って、ミーティングに参加して行きたい

と思います。 H.I 
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  肝臓が悪くなって動けなくなるまで飲み続けていました。禁酒してから、身体は

楽になったはずなのにお酒は飲めない仕事はしていないで自分は今何をしているの

だろう、という暗い気持ちで引きこもりの様な生活をしていました。今、過去を思

い出すと一番辛かった時期かもしれません。一年くらいして、通院していた病院の

ミーティングでのメッセンジャーさんとの出会いからポンポンダリアに通うように

なりました。天気や体調で面倒くさい時もありますが、出かけてしまえば職員の方

や仲間とあいさつをした時点で、一人で家にいるよりずっといいと感じ、ミーティ

ングを終えて帰る時には来られて良かったと思えます。子どもの頃からずっと、人

と話す事が苦手だと思っていたけれど、ミーティングなどで人の話を聞いて自分の

話をする事が私には必要だったようです。依存症という病気になって自分を見直す

機会ができました。 

ミーティングの中で一番勉強になったのは「距離感」という言葉です。ほかにも

「とらわれる。手放す。選べる。続ける。でもやろう。」などです。今は飲酒をし

ない日を続けていられて、以前よりずっと気持ちが楽になっていると感じます。 

 この一年はコロナで、春の感謝のつどいも秋のステップセミナーも無くてさみし

いです。でも以前聞いた「アル中さんで満員の野球場」を想像すると、開けないけ

れど仲間はあちこちに居て、依存症者は自分一人ではないと思えます。画面越しで

はない集いが上手いことできるようになったら参加したいです。 

 たくさんお酒を飲んだせいか歳のせいなのか何でもすぐ忘れてしまいます。禁酒

しても身体は元には戻りません。仲間と離れたら「あれ?私もう飲めるかも?」と

勘違いして飲みそうで嫌なので離れずに、自分が何者かを忘れないようにして生き

ていきたいです。 A.S 

 2 月後半から急にヒマになった。今までの日常が非日常になった。全てはコロナの

せいなのだが何も言う事もできない。いつの日かかつての日常を取りもどした時、以

前の自分以上の自分になるチャンスだと考え、やれる事をやろうと思い色々見直そう

と感じ、やってみた。 

 まずプログラム。自分は他人に見られていると仮定して生活全体の見直し、あとは

12 ステップをもう一度深く考えて、できる事は行動してみようと思い、行動してい

る。そうする事で以前の自分と違う自分になろうと考えた。そうすると少しでもマシ

な人間になれると信じ行動している。 

 結局それが今のテーマ。酒から遠ざかり、少しは役に立つ人間になれると信じてい

る。 K.K 
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●趣向を凝らしたコンテンツを随時更新中● 

ホームページでは、施設案内や交通アクセス

の情報だけでなく、最新の行事のご案内や当

事者の経験談など、アルコール依存症ご本

人、ご家族、支援者の皆さまにお楽しみいた

だけるコンテンツをご用意しております。 

お知り合いの方にもワン・ステップ 

ホームページをぜひご紹介ください! 

http://mac-onestep.com/ 
ホームページから一部掲載 

飲んだくれの手記～依存症当事者の体験談 
Mさんの場合(1) 

 初飲酒したのが 26 歳の後半、家族で夕食先での出来事でした。 

幼少から家族のお酒で嫌な「思い出」ばかりの自分だった。お店に入り、周りは仕事帰

りの職人さん・・・楽しそうに会話しながら一日の仕事の疲れを癒していた。妻から一

言「お父さん」。小さいビールを頼むと「お疲れさん」の言葉だった。初めてのお酒。

幼少時代からの囚われが頭をよぎるが「一口」飲んでみるかの即答。これがお酒に対し

て依存の始まりでした。・・・       （続きはホームページにて順次公開中） 

続きは 

こちら↓ 
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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。※コロナのため一部休止中 
○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 

2020 年下半期利用者状況 

単位(人) 

 

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。 

 
 

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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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 
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