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施設⾧着任のごあいさつ 

施設⾧ 谷 敏保  

 

師走の厳しい寒さの中、冬の陽だまりがことのほか暖かく感じる季節となってまいりました

が、皆様におかれましてはお元気にお過ごしのこととお喜び申し上げます。 

今年も皆様から頂いたご支援のおかげをもちまして、仲間たちの回復支援を手伝ってくる

ことができました。 

私は、9 月より施設⾧をさせていただいております谷と申します。今後ともよろしくお願

いいたします。 

施設⾧になってからの 2 ヶ月半は、訳も判らないまま目の前にある業務と向き合い、そ

の時々に起こる問題に対処するために一緒に働く職員の皆さんのチカラを借り、更に OB や

OG である支える会の皆様や日頃よりワン・ステップと山谷マックを応援してくださってい

る皆様、行政関係や医療関係の皆様など、関係各位のお力をお借りしながらただ施設の運営

が滞らないよう進めてくるのに精一杯で、あっという間に時間だけが過ぎてしまったように

感じています。 

これからもお力添えくださいますよう、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 

寒さが増して空気も乾燥し、更にはコロナやインフルエンザも心配な時期でございますの

でご自愛下さい。 



2022 年 12 月 10 日 ［ワン・ステップたより「はじめの一歩」第 25 号] 
 

2 
 

 何で酒が必要だったか A.N 

 自分は、何で酒を飲みたかったかと聞かれ

ると、飲み始めの頃は、友達と仲よく楽しく

腹を割って話をして笑い話に花を咲かせてい

ました。しかし、自分が 5 年一緒に付き合っ

ていた女性に、愛想をつかされ、彼女が妊娠

したんだけれど「生まれてくる子供がかわい

そう」と言われて病院に行くと言い張って、

自分は生んでほしかったのですが、彼女の意志は変わらず病院に一緒に行きました。 

 それからは、二人共だんだんと愛情が冷めてきて別離てしまいました。でも自分は未練があり、

切ない気持ちに耐えられず、酒を飲んで、紛らわしていました。日々酒の量は増えアルコール依存

症まっしぐらの生活になっていきました。でも今は彼女のことを思うと、本当に申し訳ない思いで

いっぱいです。自分の思いや考えが未熟で彼女を安心させる力がなかった。今も時々思い出すこと

がありますが、彼女の幸福を心から祈ってます。 

 

酒を飲んだ理由 I.H 

心の悩みを満たすために飲んで、それを忘れる為に飲んでいました。 

喜べば飲み、悲しければ飲み、それを忘れようとして飲みました。 

連続飲酒になりました。 

負のスパイラルに入っていくようになりました。 

 

酒を飲んでた理由 E.S 

 大切な人が、出ていって、かなしくて、さみしくて、くるしくて、そ

れを、考えたくなくて、そこに酒が有ったから。 

 飲んで気を失っている時は、何も考えなくて済むことに気づき、そう

いう気持ちになった時に飲むようになりました。私は、別に酒でなくても、それを考えなくて済む

ならなんでも良かったです。そこから逃げれれば、私は自分に原因があるなんて考えもしなかっ

た、逃げていても何も変わらないことに気づかされました。 
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今は、物事に向き合って、解決していかなければ、何も変わらないということを教えてもらい

やっています。 

 一番楽になったことは、人に頼って良いことがわかったことで

す。 

 すべて仲間がいたからです。 

 

酒が必要だった理由 K.K 

酒が必要だった理由 

 ・大人のふりする為 

 ・自分の気持ち（考え）を表に出せない為 

 ・薬がわり（いたみ止め、カゼ薬） 

 ・楽しい気分をもっと楽しい気分にする為 

 ・二日酔いの為（迎え酒） 

 ・ヒマな時、疲れた時、目標を達成した時（自分へのゴホウビ）、明日への活力 

酒を飲まない理由 

 ・もう気違いになりたくないから 

 ・過去の後始末をしないといけないから（やりかたが思いつかないから） 

 

酒が必要 S.E 

アル中だからアルコールが必要。生きづらさが、自分の人生、自分の生き方が酒を飲ませた。 

 ではなぜ AA に来ると酒をやめられるのか。それは、AA に来る人が、酒をやめたいと、思って

いるから。酒をやめたいという方向、みんなの方向が合っているから。 

酒をやめたいと思っている人が、2 人または 3 人集まる時、「私」は、その中央にいる。 

 ワンデーの日。そこから神様の力が働くのです。 

 

酒が必要だった理由 S.W 

 酒が必要だった理由としては、アパートにいて何をしていいかわからない。何もやる気がし

ない。朝早くコンビニエンスストアに行って酒を買ってきて、一日中部屋の中でゴロゴロして

いました。私は酒を飲んだのは、平成 30 年 5 月 10 日から 2 か月ちょっとの間ですが、私の
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人生の転機となりました。しかし、酒が止まらなくなったのです。考えごとをするのも面倒

で、寝て起きての生活でした。 

今は立ち直っています。現在の自分には酒は百害あって一利なしと思っています。私のレー

ゾンデートル、存在意義は酒を飲まないで一生を終えること、酒を飲まないことが私の最大の

目標で実現可能大であると思います。 

 ポンポンダリアの花言葉は「感謝」ですが、ダリアには

「移り気、裏切り」という花言葉もあります。「感謝」の気

持ちだけ持って人を裏切らないで生きたいと思っています。 

 今年の元旦はワン・ステップに新年のおせち料理を食べに行き、自宅ではお正月料理を食べないの

で美味しく頂きました。みなさん食べるのが早いのでびっくりしました。食事のあとミーティングを

やりました。2 階のミーティング会場に初めて入りました。 

 先日は 3 年ぶりのバス研修に参加させていただきました。行き先は「埼玉県・秩父⾧瀞で昼食、入

浴」。観光バスは順調に⾧瀞⾧生館に着き昼食まで時間があったので早速「⾧瀞の岩畳」まで散歩し

てきました。少し足元が不安定でしたが岩に乗って川を眺めて気分良かったです。宿に戻るまでに秩

父名物のしゃくし菜漬けと、試食して美味しかった甘い煮豆を買って荷物が重たくなりました。ズラ

ッと並んだ昼食の茶碗蒸しも豚みそ漬けも美味しかったけれど、一番気に入ったのはイワナの塩焼き

でした。味も焼き加減も良く頭からしっぽまで頂きました。食事したお部屋からも川が良く見えまし

た。食後は入浴ではなく散策を楽しみました。宝登山神社の大きな鳥居を背景に写真を撮って、⾧瀞

駅まわりをゆっくり歩きました。帰路での道の駅はなぞのによって野菜も買えました。到着まで寝よ

うと思っていたのですが久しぶりに見る「寅さん」が面白くて寝れませんでした。計画してくれた職

員の皆さん、観光バスの皆さん、ありがとうございました。飲まないで安心して楽しめることができ

るとは、飲んでいる時には思いもよりませんでした。また「今日一日」で飲まないで元気に過ごして

いきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。（A.S） 

女性だけのミーティングルーム 



2022 年 12 月 10 日 ［ワン・ステップたより「はじめの一歩」第 25 号] 
 

5 
 

今の自分 K.K 

 山谷マックに入所しワン・ステップを利用

して、酒の無い生活を始めて 7 年目になり

ます。精神病院へ入退院をくり返し、もうど

うにもならなくなってから施設の生活も⾧く

なりました。3 年目の時に再飲酒を経験しま

したが、仲間やスタッフのおかげでやり直しをさせていただいています。 

 今年は、⾧年の悩みだった借金問題が解決していき、9 月からは、マンション清掃の仕事に就

職することもできました。10 月に体調を壊してしまいましたが、後遺症も無く今は元気に生活し

ています。 

 これからの不安はありますが、まずは今日一日ずつ今やるべきことをしっかりと続けていきた

いと思います。 

  

 

ワン・ステップ 山谷マック 

 

 

 

 

 

 

 
 

詳細は決まり次第、ホームページでご案内いたします 

 
2023 年、山谷マックは 40 周年を迎えます 

職員一同、様々な企画を計画しておりますので楽しみにお待ちください!
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ここ数年コロナの影響で様々な行事や野外プログラムが中止になりましたが、2022 年は感染対策に

気を配りつつ、多くの行事が再開したことをみんなで喜んだ年でもありました。 

感謝のつどい 

お散歩 

ソフトボール 
大会 都電の旅 

避難訓練 
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ステップセミナー 

バス研修 

他施設の 
セミナーに参加 

プラバン作り 

支える会交流会 

クリスマス会 

2022年を振り返って 
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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 

 
ワン・ステップたより 「はじめの一歩」第 25 号 
令和 4 年 12 月 10 日発行（年 2 回発行） 

https://mac-onestep.com/
 

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。 

 

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 

2022 年下半期利用者状況 
単位(人)  

 


