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感 謝 

施設⾧ 斎藤 敏行 

 

今年も残り僅かとなってまいりましたがいかがお過ごしでしょ

うか。皆様には、日頃よりワン・ステップの活動に対し深いご理

解とご協力をいただき心よりお礼申し上げます。 

 今年一年もコロナ禍の中、色々なことに制限がかかる生活を続

けてまいりましたが、緊急事態宣言下においても一日も休むこと

なく開所することが出来、利用者、職員からコロナ感染者を出す

ことなく年末を迎えられました。ありがとうございます。 

 僕は平成 15 年 12 月 8 日に山谷マックに入所し、ワン・ステッ

プの前身マック・リブ作業所に通所しました。今思えばその時の

ミーティングで仲間を通して自分の問題に気付き、何故今ここに

居るのかという動機がハッキリしたと思います。そしてそこから

回復というレールに乗り、レールから外れることなく現在がある

こと、さらに自分の経験を伝えていくという役割を与えてもらっ

たことに感謝しています。 

 これからもお酒を止めたい人達に、マックのプログラムのレー

ルに乗れば回復出来るということを伝え続けていきたいと思いま

す。 

 コロナ禍の中年末年始を迎えますが、どうぞお身体を大切にお

過ごしください。皆様方の健康と平安を心より祈念いたします。 
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 ワン・ステップでは、去る 9 月 19 日、2 年ぶりのステップセミナーを開催いたしました。新型コロナウイル

スの感染者数がなかなか落ち着きを見せない中、スタッフは直前まで開催か、オンラインか、あるいは中止なの

か、それぞれのメリット・デメリットを話し、「来客数を大幅に制限した会場での開催」と「Zoom によるオ

ンライン生配信」の二本立てのハイブリッド開催を決断いたしました。 

当日はスタッフにとっても、感染対策を十分に講じつつ同時に配信のために機材セッティングを行うという、

不慣れな挑戦が重なる一日となりました。 

音声トラブルにより途中中断の時間をいただくなどご迷惑をおかけいたしましたが、おかげさまで感染者を出

すこともなく、ご来場、ご視聴いただきました皆さまにもご好評をいただくことができました。あらためまして

心よりお礼申し上げます。 
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久しぶりのセミナー T.S. 

 僕は 5 月にワン・ステップと山谷マックに入所しました。早いものでもう 5 か月経ちました。仲間に

色々教えてもらいだいぶ今の暮らしにもなれました。自助会自体は昔から行っていたのでセミナーもよく

行きました。 

今、コロナ禍でセミナーどころかミーティングの参加もままならない状態で、ワン・ステップと山谷マ

ックの往復で少しマンネリや飽きなどを感じていたので、久しぶりのセミナーは新鮮味があり、仲間の話

も良かったです。当日は天気も良く、昼休みは公園で日向ぼっこして気持ち良かったです。 

これからもミーティングやセミナーに参加して、コロナ禍がおさまったらフェロ

ーやラウンドアップにもまた行きたいと思っています。 

 

ステップセミナーに参加して K.T. 

自分は、施設に、通所させてもらって、数年

経ちました。色々なセミナーにも、参加させて

もらいました。ハッキリ言って、面倒臭いと思

った事も何度もありました。しかし、今は、コ

ロナ感染が始まってからは、全てのセミナーが

無くなりました。こんな自分でも淋しく思って

ました。そしたら、施設で、ステップセミナー

を、9 月 19 日に、開催すると。この時期にと思

いました。まるで真珠湾攻撃のようだと思いま

した。でも、久しぶりの施設主催のセミナー。

なんかうれしくなりました。ありがとうございます。 

 

ステップセミナーに参加して I.H. 

 久々にステップセミナーが開かれて、又コロナ禍の中で会場に集ってやれたことに感謝します。 

会場でリアルミーティングはやはり良いものです。先行く仲間の話が、表情が、手に取るように感じら

れました。今、はやりのオンラインミーティングだと全国から参加できるという利点もあります。が、会

場の雰囲気や臨場感は、リアルミーティングが一番だと思います。 

 先行く仲間一人ひとりの話に相づちを打ったり考えたりと一日がアッという間に過ぎていきました。楽

しくもあり有意義な時間を過ごさせて頂きました。ありがとうございました。余談ですが、昼御飯がいつ

もと違って大変おいしく頂きました。これからもリアルミーティングでお願い致します。会場を貸して頂

いたサンパール荒川さんにも感謝です。ありがとうございました。 
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ステップセミナーに参加して K.K. 

 こういうもので話すのがしばらくぶりなので、時間の

感覚がよくわからなかった。内容もだんだん何を話して

るのかがわからなくなってしまい、大変迷惑をかけてし

まいスイマセンでした。でも話して楽しかったです。こ

れからもチャンスがあれば話してみたいです。ただ自分

の次の仲間の話がよく聞けなかったのが残念でした。午

後早退したため半分位の話を聞けなかったのも残念でし

た。他に多くの仲間とも会いたかったです。 

 

ステップセミナーに参加して S.W. 

 9 月 19 日（日曜日）、サンパール荒川・小ホールにおいて、午前 10 時（集合午前 9 時）にワン・ステ

ップセミナーが開催されました。8 名のスピーカーが、それぞれ、1・2・3、4・5、6・7、8・9、10、

11、12 のステップについて自分の体験等を交えて自分の思う事、自分の考え、ステップを通して学んだこ

と等を話してくれて、とても有意義であったと思います。これからの自分の生き方について、一日一日真

剣に生きようと思いました。話を聞いて、目からうろこが落ちたというか、何事にも真摯な気持ちで自分

に向き合って、自分というものを大切にしていきたいと思います。このワン・ステップセミナーは、私の

心に残るとても有意義なものであったなと心から感謝しております。 

 

ステップセミナーに参加して S.N. 

 広い会場で聞く仲間の話は生き生きとしていて新鮮な気持ちで聞けました。普段は聞けない女性の話が

聞けたのが良かったです。定期的に色々なセミナーに参加してみたくなりました。 

 

ステップセミナーに参加して K.K. 

 久しぶりのセミナーでしたが、社会人の仲間が実生活の中でいろいろな生きづらさを感じながらも、飲

まないで生きてゆく経験の話を聞くことができました。 

やはり、話している姿も見えるので、セミナー形式は伝わってくるもの

がありました。 

  

▶この日のために用意した 

配信機器も大活躍です! 



2021 年 12 月 10 日 ［ワン・ステップたより「はじめの一歩」第 23 号] 
 

5 
 

ステップセミナーの感想 S.E. 

 飲まないで生きる。このことをやっている仲間の話は大変勉強になりました。 

私などは、山谷マックに守られて、かろうじて飲まないで生きています。しかし何年かでマックは出て

行かなくてはなりません。マックを出てからが心配です。今マックにいるうちに、いろいろな AA ミーテ

ィングに参加してより多くの仲間を作ることの大切さを感じています。その為にハイヤーパワーをうまく

使用して、同じお酒で苦しんでいる仲間への愛と思いやり、それから神様への感謝と謙虚な気持ちを勉強

しなければならないと感じています。自分を愛するように、仲間を愛する。そして神を愛することによっ

てお酒を飲まない生き方が身につき、飲まないで生きていけると、思います。 

 

セミナー感想文 J.T. 

 久しぶりだった外に出てのステップセミナー、いろいろと勉強になりました。 認めること、信じるこ

と、ゆだねること…。 

 自分自身、飲み初めの頃から酒を飲むと必ず酔うことになり、ほどほどで飲むのを止めることが出来な

かったのですが、様々な先輩が繰り返してきたように、酒を飲みながらでは生きていけないということが

なかなか認められませんでした。いつでもどこでも酒に手が届く環境の中、自分の意志だけで酒を飲まず

に生きることは出来なかったと思います。酒を飲まないで生きている仲間の中で生活訓練を続け、時間と

ともに自分の意志も変えられたように思います。 

 この施設の環境に出会っていなかったら、いまだに酒を飲んでいたと思うし、酒を止めることも出来ま

せんでした。大きな力によって自分が変わっていき、酒に頼らなくても生きていけるようになりました。

これからもこのステップを続けていくことで、飲まないで生きられると思っています。 

 

 

  

▲仲間で看板を作るのも 2 年ぶりとなりました。 

赤いナがポイント! 

▶司会のコンビも復活 
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ステップセミナーに参加して Y.T. 

 コロナの嵐の中で行われたこの集いは、私達

ワン・ステップに通い山谷マックに住まわせて

頂く面々にとって久しぶりの大イヴェントでし

た。 

 施設⾧をはじめ、スタッフの方々の御尽力に

より結婚式場の様な大ホールで過ごした一日

は、まるで大演説会に臨席した様なゴージャス

な時間で、シャンデリアとじゅうたんの中、先

輩方の有意義な体験談に、こちらにお世話にな

って日が浅い私には目の覚める様な思いでし

た。 

私は、三年前の定年後に家、家族、財産を失い、その後、AA に通いつつゲストハウスに住み、仕事は⾧

続きせず、食事も一日一食、交通機関は徒歩で、都内の AA のミーティングを巡る日々でした。やせ衰

え、日に焼け、満足な衣服も無く、それでも、お酒を抱えて、ついに今年、板橋区の N 病院に入院させて

頂き、主治医の K 先生の御指導で、ワン・ステップ、山谷マックに繋がらせて頂きました。「日本でも有

数の施設」との噂に、おっかなびっくり来所しましたが、病院スタッフの「暖かなところ」というお言葉

が本当だと入所後四か月たった今心底思わせて頂いています。もっと早くお世話になっていれば……との

念も起きましたが「機が熟し事が起こる」という事も多々御座いますのでは、と今は感じています。 

さて肝心のセミナーの先行く仲間のお話はそれぞれ個性豊かな人生観がうかがえる味わい深い内容で、

快適な環境の中、居眠りできない程知的刺激を沢山頂きました。 

お酒を飲まずプログラムに沿い、我心を捨て素直な気持ちで生活を続けて、先行く諸先輩に少しでも近

づければ、と思うと日々の単調に見える今の生活にカンフル剤を注射された気分にさせて頂きました。 

秋晴れの一日、関係各位の皆様のおかげで新たな体験をさせて頂いた事は令和に入りお酒をやめてこち

らの施設で身に余る処遇を受けさせて頂いたからに違いありません。 

今回のセミナーを機に、残された今年を更に有意義に過ごし、少しでも自分をお

酒から離れたバランスの良い人間にしたいと思いました。 

自分が一人ではなく沢山の人の中で生きていた事に今さらながら気づかせて頂い

た貴重な時間をありがとうございました。 

これから寒い季節ですが、ご支援の方々くれぐれもご自愛くださいませ。 
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ステップセミナーに参加して H.M. 

コロナは未だ収束しておりませんが、九月十九日にサンパール荒川小ホールに於いてセミナーが開催さ

れました。誠に喜ばしいことでした。参加者は六十名ほどでしたが、オンラインを使い行政、医療関係の

方々も数多く、参加していただきました。感謝です。 

AA とは少し異なった雰囲気で、新鮮さを感じることができました。先行く仲間は「この人たち、本当に

アルコール依存症だったの?」と思うくらい、明るく元気に話をしておられました。新たな生き方をして

るなと思いました。ステップによって、断酒ができ回復できることを再認識させていただきました。 

「私にもできるかも」。希望と勇気をいただけた

セミナーでした。今後より多くのセミナーに参加し

たいと思います。 

最後に感謝でした。 

  

▲支える会の皆さんにも登壇いただきました。 

ありがとうございます。 

▲受付はこちらです。 

検温と連絡先の記録をお願いいたします! 

▲お花も終了後仲間と分かち合いました! 
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女性依存症者仲間の分かち合いの場 

 
 

利用者の声 

 

 4 月感謝のつどいオンラインセミナーに続いて、9 月サンパール荒川ステップセミナー

で話をしました。どちらも話し出すと話すことに精一杯で、聞いてくれている人の反応を

見る余裕はないし、途中から早口になりました。壇上でスピーチするのは人生初でした

が、周りに知っている方々がいるのは心強かったです。ステップ１，２，３について、普

段のミーティングで話すように話せたのかどうか、緊張でよく覚えていません。お弁当が

美味しかったのとお花が素敵だったのが思い出です。 

 ポンポンダリアに繋がった当初は少人数の部屋の中でさえ緊張して「仲間の話を聞き自

分の話をする」ということが難しく感じられました。ミーティングはほんの見学で何回か

参加するだけのつもりだったのですが、段々とミーティングを続けている方が調子がいい

と思うようになり３年を越えました。天候やコロナで予定よりスピーチする時期が延びま

したが今回このように話す機会を頂けていい経験になりました。上手くはなくても人前で

話をする日が来るとは思いませんでした。 

 10 月には AA デビューしてワンデーメダルを頂きました。 

 ありがとうございました。飲むのをやめたオマケの人生。これからもよろしくお願いし

ます。 （A.S.） 

ポンポンダリアは、毎週月・水・金の週 3 回の午後
に開かれる女性のためのミーティングルームです。 

コロナ禍の収束を願う毎日を過ごしてまいりました
が、プログラムもようやく以前に戻りつつあります。 
これからも女性の回復のための居場所として利用して
いただきたいと考えています。（石黒） 
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一人暮らしを始めて T.K. 
寮生活を始めて 1 年、コロナ禍が続く中で、夜の AA の参加が思うようにいか

ず、私自身日々の生活の中で、自立への願いが高まり、職員との相談の上、9
月初旬からアパートを借りて一人暮らしをすることにした。「自由」。寮の中
では、大人数での共同生活であるため、非常に気を遣う。多少疲れがあった。
解放されるという気持ちでいっぱいであり、希望が叶った時は、嬉しかった。 

いざ一人暮らしを始めて、いろいろと物入りとなった。必要な家電を買い、ベッド、欲しかった机、椅子をそ
ろえた。その他もろもろ、快適な生活を行うための先行投資だと思い、一気に買い揃えた。お陰様で、生活水準
の向上が叶い、現在は充実した生活をしている。一つ困ったことになったのは、食事である。今までは、寮で作
ってもらったものが、今度は自分で用意しなければならない。 
昔、一人暮らしをしていてお酒中心の生活をしていた時は、健康管理や、節約などは考えなかった。お金があ

る時は、食べたい物を大量に買い、考えもなしに食べていた。お金が無くなると、お酒は買うものの、安いカッ
プラーメンや、菓子パンなどでしのいでいた。ただ、お酒を飲んでは、気がつくとコンビニとの行き来だけ。そ
れ以外は、ふとんの上にころがっていた。 
 寮生活で規則正しい生活を身につけたおかげで、今は、炊飯器でご飯を炊いて、ぜいたくはできないものの、
おかずも工夫しながら、食べている。朝は毎日、納豆、卵かけごはんだが、3 食きちんと食べることが肝心。過
去の自分と比べ、健康的な生活が送れていることに今は喜びを感じている。 
 
山谷マックに入所 A.N. 

自分は、9 月の月末に、山谷マックに入所しました。入所のキッカケは、7 月 8 日に、山谷マックとみのわマック

に見学をさせていただいた時のことです。最初に行ったみのわマックでは、入所の規則などを普通に説明され、寮の

場所を見学しました。印象は、まぁまぁな感じでした。その後に、山谷マックに見学に来て、スタッフの人が面接み

たいな感じのものと、説明をしてくださり、寮の見学に行きました。 

家の中を見せていただいた後に、なんと、スタッフの人が、やさしいのか、変わった人なのか、タバコを吸うな

ら、そこに、カンがあるぞと言い、ニヤッと笑いながら、植木の葉っぱを、ちぎって投げてきました。自分は、この

人は、あやしい人なのかなあ～と思いました。 

 しかし、病院に戻り、少し考えたあと、自分も同じ所があるので、笑いました。でも決心したのはそのことではな

く、山谷マックは、複数で行動する所が良いと思いました。自分は、視覚障害なので、一人で行動するのが、不安な

ので、そう決めました。 

今日で 2 週間が過ぎました。山谷マックの職員さんや仲間の人たちには、だんだん

と慣れてきました。まだ、名前を覚えていない人はいますが、少しずつ、規則やハン

ドブックなどに慣れて、進んで正しい行動を身に着けて頑張って生活をしていきたい

と思います。山谷マックに連れて行ってくれた、スタッフの人は、毎日、楽しい話

や、為になる事を教えてくれます。時々、首をかしげるような変わった所もあると感

じる時もあります。これからもいろいろ様々な教育を、よろしくお願いします。      

スタッフ S 施設⾧様へ 

新生活 
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再び仲間の中で 

倉林清貴 

 7 月からワン・ステップ職員として働かせていただいています倉林と申します。私は平成 16 年

にワン・ステップの前身マック・リブ作業所につながりました。 

飲まない生活が 1 年過ぎた頃、マック・リブ作業所の職員の話をいただき少しの間働いていまし

たが、仲間の女性と付き合うことになり退職しました。やはり早すぎたと思います。その後スリッ

プし、AA でワンデーメダルをもらい、少しはミーティングに出ていましたが、足が遠のいていきま

した。その女性と結婚した後も、たまに仲間と会う位で 10 年位ミーティングにも出ないで、ただ

飲まない生活をしていました。 

そんな生活の中でも「やりがいがあったのはリブ作業所だった」とずっと考えていたこともあ

り、去年の夏、コロナで仕事に影響が出てきて転職を考えた時に職員時代に施設長をしていた浅賀

さんに相談をさせていただきました。それがきっかけになったのか、今年の夏にワン・ステップで

やってみないかと話をいただき、今、仲間の中で働かせていただいています。現施設長の斎藤さん

も私がつながった頃から施設にいらっしゃり、少しの間一緒に働いていたので、またお世話になっ

ています。今はまったく新しい仕事として、なんとか過ごしている毎日です。 

色々な人に迷惑をかけ、勝手に生きていた私の人生の軌道を再度変えてくれたプログラムと仲間

に感謝しています。これからもどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

★倉林さんの経験の話は、今後ワン・ステップのホームページでも 

ご紹介する予定です。どうぞお楽しみください！  

https://mac-onestep.com/archives/taiken/ 
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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。 
○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 

2021 年上半期利用者状況 
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 
ワン ステ 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 
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