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家族のための教育プログラム
第 1 回……………薬物依存症とは何か

毎週木曜日[１３：３０−１６：３０]

第 2 回……薬物依存症の経過とその症状

★臨床心理士、精神科医師、

第 3 回……………薬物依存症者の心理

弁護士など多方面の専門家による

第 4 回………薬物依存症者とその家族

講義です。

第 5 回…………………共依存症者と AC

★わかりやすいテキストを用いて、

第 6 回………………医療での取り組み

薬物依存症という障害を様々な

第 7 回………事件としての薬物依存症

角度から理解し、家族としての

第 8 回………自助グループとリハビリ施設

適切な対応の基本を学びます。

第 9 回………薬物依存症者に対する対応
第 10 回……さまざまな依存症と社会状況
第 11 回…………………体験談に学ぶ
第 12 回…………質疑応答・心理検査

ＮＰＯ法人
セルフ・サポート研究所

☆薬物問題で困っていらっしゃる家族の相談機関です︒

教育プログラム・薬物に対する正しい知識・情報︑そして依存症者の心

理その対応などを学べます︒

☆家族のカウンセリングや︑当事者と家族等の合同面談などを通して︑

個々人に即した細やかな提案が提供されます︒

☆回復していく当事者本人の体験談や︑家族の体験談などが聞けて︑希望

や勇気︑力をもらえます︒

☆家族同士が安心して話せる場所が︑ここにはあります︒

☆専門の臨床心理士︑薬物依存症に詳しい弁護士︑精神科医師が連携して

おります︒

主なプログラム
火曜日：回復の 12 ステップ
木曜日：教育プログラム
金曜日：アサーティブ トレーニング
自分の心の声に従って
勇気を持って伝えましょう。
Ｉ（私・愛）メッセージで。
土曜日：サイコドラマ（第 1，2，3，5）
等、ロールプレーを使った家族の再構築。
（第 4）萩原講師・プログラム
※時間 13：30−16：30
詳細は巻末ページのスケジュール表をご
覧ください。
初めて参加される方は、事前に電話連
絡をお願いします。
☎ 03-3683-3231

２

勇氏の体験とメッセージ

依存症からの「回復の１２ステップ」
を昨年７月から火曜プログラムで担当
して下さっています。

の手伝いをさせて頂いてい

フ・サポート研究所︵ＳＳ︶

私は昨年の夏からセル

ます︒自 己 紹 介 を も う 少

ど うぞよ ろしく お願い し

と思います︒

ップについて書いてみたい

が︑この文章でも︑１２ステ

グラムをお伝えしています

ステップ﹂という回復のプロ

主として家族の方に︑﹁１２

を完全にゆだねようという

らおう︑自助グループに自分

そ自助グループに助けても

から出てくる頃には︑今度こ

次第に薄れ︑３日目に保護室

のだと思います︒離脱症状が

敗北を認めることができた

とき私は酒に対して完全な

ル依存症者です︒私はＳＳで︑ した︒いま振り返れば︑あの

る城間と申します︒アルコー

意欲と決意が生まれていま

飲酒欲求がほとんど起きな

とき︑抗酒剤に頼らなくても︑

した︒退院後しばらくたった

ングに必死になって通いま

入 院中も 院外の ミーテ ィ

のを覚えています︒

き︑深い安堵感につつまれた

ばらなくていいと思えたと

ていました︒もう一人でがん

という謙虚な気持ちになっ

ループに助けてもらいたい

３

ハイ⁝⁝﹂と繰り返していま

し続けます︒

月たった頃に何度か再飲酒

いことに気づきました︒５か
私は断酒会に籍を置き︑そ

︵スリップ︶しました︒しか

そのときは心底からそのグ

いていました︒そんな私が︑

プに対しては嫌悪感すら抱

いる１２ステップのグルー

に︑神という文字が含まれて

信頼していませんでした︒特

自助グループは心底からは

た時期もありました︒でも︑

こで数か月間酒をやめてい

した︒

アルコール依存症から
回復︑十七年経て
私は十七年前に︑都立松沢
病院に３か月間入院しまし

さにひたすら﹁ハイ︑ハイ︑

のた打ち回り︑あまりの苦し

ために︑２日間保護室の中で

てでした︒激しい離脱症状の

読者の皆さま︑はじめまして︒ た︒十一日間の連続飲酒のは

城間
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践すること︑そして機会があ

こと︑自ら１２ステップを実

期的にミーティングに出る

いてです︒１２ステップはも

なふうにしてできたかにつ

最初に︑１２ステップはどん

さて︑話を先に進めます︒

会いが続きました︒一人が酒

症者のあいだで不思議な出

アメリカ人アルコール依存

９３４〜１９３５年︑数人の

本が出版されるより前の１

の中に発表されました︒この

のセクションに収録され︑世

する本の︑回復のプログラム

︵愛称はビッグブック︶と題

の自助グループ﹁オックスフ

がりつつあったキリスト教

だと答え︑当時アメリカで広

が人格の変化を遂げること

としたらそれはローランド

と︑ユング博士は︑唯一ある

ですかと必死になって聞く

ンドが助かる方法はないの

れてしまいました︒ ローラ

医師としての無力を宣言さ

しそのスリップを最後に︑現

れば新しい仲間とスポンサ

ともと︑アメリカのアルコー

をやめ︑その人が二人目の人

ォード・グループ﹂を勧めま

私が続けていることは︑定

す︒

在まで飲酒が止まっていま

ーシップを結んで１２ステ

ル依存症者たちが作った回

にその成功体験を伝えると︑

１２ステップの成り立ち
その広がり

ップを伝えることです︒あれ

復のプログラムです︒１９３

ながりました︒すると︑驚く

だけやめられなかった酒な

とできていったのです︒最初

べきことに断酒に成功した

した︒帰国したローランドは

の鎖はローランドというア

のです︒彼は２番目の鎖とな

その人も酒をやめ︑⁝⁝とい

メリカ人でした︒彼はスイス

るエビーと出会い︑その体験

９年４月に出版された﹃アル

の高名な心理学者カール・ユ

を伝えました︒エビーも断酒

のに︑いまは飲酒欲求がまっ

ング博士の患者になった人

に成功し︑連鎖はビル・Ｗに︑

さっそくそのグループにつ

ですが︑２度目の治療のとき

さらにドクター・ボブにとい

うふうに断酒の連鎖が次々

にユング博士から︑
﹁君のよ

うふうにつながっていきま

コホーリクス・アノニマス﹄

うな重症のアルコール依存

した︵３番目のビル・Ｗと４番

たくありません︒

症者は私には治せない﹂と︑

４
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ップであることが分かりま

と呼ばれていた６個のステ

そ れ は ﹁口 伝 えのプログラム﹂

は︑いったいどういうものだ

フォード・グループの方法と

ド︒彼を回復させたオックス

手に負えなかったローラン

りました︶︒ユング博士でも

ループＡＡの共同創始者とな

目 の ドクター・ボブは 自 助 グ

ル依存症者が次のアルコー

したものの︑一人のアルコー

を感じた︒エビーはスリップ

ル依存症者の暗闇の世界に
初の二十年をつづった﹃ＡＡ
成年に達する﹄をひも解くと︑ 新 し い 光 明 が 輝 き わ た る の

ったのでしょうか︒ＡＡの最

ル依存症者にその吉報を伝

ていくうちに︑突然アルコー

﹁その数を再度入念に調べ

前代未聞の出来事だった﹂
︑

年⁝⁝﹄で︑それは﹁まさに

かり ました︒ビルは﹃ＡＡ成

十人になっていることが分

コール依存症者がおよそ四

ました︒飲まなくなったアル

達成したものを点検してみ

たった頃︑彼らは自分たちが

る活動を続けました︒３年余

回り︑自分たちの体験を伝え

アルコール依存症者を探し

ルとドクター・ボブの二人は

きたのです︒ ところで︑ビ

ラム﹂を自分たちの経験を踏

れは︑この﹁口伝えのプログ

結論が導き出されました︒そ

もあったそうですが︑一つの

ぐって︑ときには激しい論争

ました︒この重大な仕事をめ

にこのメッセージを伝えて

界中のアルコール依存症者

たちは︑まだ苦しんでいる世

方法の効果を確信したビル

です︒こうして︑自分たちの

り︑うれし泣きに泣いたそう

︵ 115-116
ｐ ︶︒ ビ ル た ち は
喜びと感謝でいっぱいにな

とか！﹂と書いています

現したら何と素晴らしいこ

だって可能なのだ︒それが実

か全世界を一回りすること

ートしたのだった︒いつの日

と私から外に向かってスタ

連鎖行動が︑ドクター・ボブ

部印刷されました︒

クの初版第１刷は５０００

が完成しました︒ビッグブッ

も何度も書き直されて︑原稿

数の修正意見が出され︑何度

部作られて当時のメンバー

き︑その謄写版刷りが４００

おおもとの原稿はビルが書

ちがいないと考えたのです︒

っと多くの仲間を救えるに

ことでした︒本にすれば︑も

まえて発展させ︑活字に表す

や支援者に配られました︒多

す︒１２ステップはこの６個

えていくという︑幸運の深い

いきたいと願うようになり

のステップに改 良 を 加 え て で

５
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ビ ッグブ ックが 出版さ れ
てから７１年がたちました︒

つであることがご理解いた

するための有力な手立ての一

てきました︒依存症から回復

その広がりを簡単に紹介し

１２ステップの成り立ちと︑

しています︒

人や家族のグループが活動

１２ステップが応用され︑本

かえた人たちのあいだでも︑

統合失調症や躁うつ病をか

ルコール依存症者でした︒

ョー・マキューと い う 黒 人 のア

ことを教えてくれたのは︑ジ

と考えるからです︒私にこの

遍 的 な真 理 が 貫 か れ て い る

の壁を乗り越えるだけの普

ず︑その根本には時代や文化

ト教的な匂いにもかかわら

言自体の古くささやキリス

の理由は︑１２ステップの文

︵２︶その解決策は何か

かえる問題とは何か

︵１︶アルコール依 存 症 者 がか

その歴史を︑

調べているときでした︒彼は

一〇〇数十年に及ぶ歴史を

なされてきました︒ジョーが

して︑さまざまな取り組みが

︵解決策︶を見つけ出そうと

そのため︑この問題への対策

ループが︑アメリカでは現在

応用したさまざまな自助グ

ます︒また︑１２ステップを

００万人をゆうに超えてい

解を書いてみます︒私は︑日

うことについて︑私なりの理

とができたのはなぜかとい

これほどの実績をあげるこ

さて次に︑１２ステップが

カは建国の最初

ことです︒アメリ

それはこういう

言及しています︒

な事実について

につながる重要

︵３︶解決策を実現するにはど

２００種類以上もあるそう

本でもその他の国々でも︑１

の段階から︑深刻

ジョーは著書の中で︑１２

です︒その中には︑ＮＡ︵薬

２ステップはこれからます

なアルコール依

だけたかと思います︒

物依存症本人の会︶やナラノ

ます多くの人々に受け入れ

存症問題で苦し

んな計画が必要か︑という３

ン︵薬物依存症家族の会︶も

られ︑広がっていくプログラ

んできた国です︒

ステップ・プログラムの普 遍 性

もちろん含まれています︒ま

ムであると信じています︒そ

ＡＡのメンバー数は現在２

た︑依存症以外の︑たとえば

６
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た︒

できることに気がつきまし

つのポイントに絞ることが

た大きな︶力﹂であると言っ

は︑解決策は﹁
︵自分を超え

ます︒次に２番目のステップ

がお分かりになるかと思い

す︒

れ ていることを看 破 したので

↓ 解 決策 実現の計画 ︶が貫 か

３つのステップ︵問題 ↓解決策

や時間の壁を乗り越えて︑地

１２ステップは宗教や文化

能性が含まれています︒私が︑

普 遍性に はたく さんの 可

ここで︑この文章の最後に

を説いていることが分かる

を実現する行動のプロセス

２番目のステップは︑解決策

さらに３番目から最後の１

や枠組みにもとづいて語る

ちや構造をこのような視点

まで︑１２ステップの成り立

深く納得しました︒私はそれ

ったとき︑私は感動すら覚え

ジ ョーの この説 明に出 会

ぶん後になって︑﹁ＡＡはユ

です︒ＡＡができてからずい

理をついていると思うから

に書いたジョーの説明が真

信じるいちばんの理由は︑先

永く広がっていくだろうと

球上のあらゆるところへ末

ていることが了解されます︒

付けたＡＡの１２ステップ

はずです︒ジョーは︑１２の

人を知りませんでした︒ジョ

問題↓解決策↓
解決策実現の計画

を参照して下さい︒１番目の

ステップの普遍性︑即ち１２

た︒たしかに︑もしユング博

ステップは︑アルコール依存

リカ南部の地域︶出身の敬虔

士が︵自分のプライドに負け

ング博士の診察室から生ま

なクリスチャンであり︑彼が

て︶ローランドを治すことに

ー自身はバイブル・ベルト

残した文章には聖書からの

固執し︑彼をいつまでも手放

ステップには人 間 があ らゆ る

引用が頻出します︒しかし彼

さなかったら︑ローランドは

症者がかかえる問題は﹁無

は︑ビッグブックと１２ステ

オックスフォード・グループ

れた﹂とビル・Ｗは書きまし

ップを深く研究するなかで︑

を見いだせなかったかもし

︵聖書原理主義が強いアメ

１２ステップの奥底にある

れません︒そうであれば︑ア

問題を解決するときに用いる

普遍的な真理を把握したの

ルコール依存症からの回復

力﹂であると言っていること

だと私は思っています︒

７
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てみれば︑ビルが書いたこと

あります︒このように仮定し

も生まれなかった可能性が

２ステップもビッグブック

ょうし︑だとすればＡＡも１

コースをたどったことでし

の取り組みの歴史も違った

くの人々が助かるだろうか

に緊密になれば︑どれだけ多

どとの連携がこれまで以上

プ︑医療︑相談施設︑行政な

き︑それらと他の自助グルー

２ステップ・グループが根づ

日本の隅々に︑たくさんの１

た︒私は自助グ

とがそうでし

私に起きたこ

い ます ︒実 際 ︑

の諺は教えて

えられるとこ

災いは福に変

しょう︒しかし︑

ループにつな

と想像します︒
﹁災い転じて福となす﹂とい

がってからし

は的を射ていることが分か

う諺があります︒私たちは災

ります︒
１ ２ ステ ップ には 普 遍性

〇年間﹂の話をしていました︒

ばらくのあい

れ は ︑ 日本 でも １ ２

話していると︑当時の恐れと

いに見舞われた人間かもし

ス テ ッ プが 正し く 伝

罪悪感と自己憐憫がよみが

があることが納得できた頃

え ら れ てい けば ︑ こ

えってくるほど︑これらの感

だ︑ミーティングで﹁生きた

の プ ロ グラ ムは 依 存

情は私の中に深く刻みこま

れません︒今もその渦中にお

症 な ど の心 の問 題 で

れていました︒しかし今は︑

から︑私はだんだんと夢をふ

苦 し む もっ と多 く の

そういうことはありません︒

心地のしなかった地獄の一

人 々に受 け 入れられ︑

振り返ってみると︑酒をやめ

られる方もいらっしゃるで

生 命 が 救わ れる だ ろ

て４年ほどたった頃︑ふと︑

くらませてきたようです︒そ

う と い うこ とで す ︒

﹁おれの人生はこれでよか

ったのだ﹂という感慨がこみ

上げてきたときがありまし

た︒おそらくあの頃から︑私

の中で災いが福に変わり始

めたのかもしれません︒

今年の９月２３日︑日本で

初めてのリカバリー・パレー

ドが東京の新宿で行われま

す︒この社会には︑依存症や

他の心の病についての強い
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1． 私たちはアルコールに対し無力であり、思いどおりに生きていけなくな
っていたことを認めた。
2． 自分を超えた大きな力が、私たちを健康な心に戻してくれると信じるよ

︵

うになった。

3． 私たちの意志と生き方を、自分なりに理解した神の配慮にゆだねる決心
をした。
4． 恐れずに、徹底して、自分自身の棚卸しを行い、それを表に作った。
5． 神に対し、自分に対し、そしてもう一人の人に対して、自分の過ちの本
質をありのままに認めた。
6． こうした性格上の欠点全部を、神に取り除いてもらう準備がすべて整っ
た。
7． 私たちの短所を取り除いてくださいと、謙虚に神に求めた。
8． 私たちが傷つけたすべての人の表を作り、その人たち全員に進んで埋め
合わせをしようとする気持ちになった。
9． その人たちやほかの人を傷つけない限り、機会あるたびに、その人たち
に直接埋め合わせをした。
10.自分自身の棚卸しを続け、間違ったときはただちにそれを認めた。
11.祈りと黙想を通して、自分なりに理解した神との意識的な触れ合いを深
め、神の意志を知ることと、それを実践する力だけを求めた。
12.これらのステップを経た結果、私たちは霊的に目覚め、このメッセージ
をアルコホーリクに伝え、そして私たちのすべてのことにこの原理を実行
しようと努力した。

(AA ワールドサービス社の許可のもとに再録)

９

偏見がありますが︑リカバリ

ー・パレードを準備している

人々は︑その偏見を取り除く

のは自分たちの責任である

と自覚しています︒彼らもま

た︑災い転じて福となしてい

る人たちだと私は思ってい

ます︒

縁があって︑私はＳＳに集

う人々とつながりました︒た

くさんのことを学ばせてい

ただいております︒加藤さん

やほかの皆さまに感謝して︑

筆を置きます︒

2010/06/10ＡＡ誕生の日に
城間︶

︵

☆リカバリー・パレードのホーム

ページ

h ttp: / / r ec ov er y par ade-Ja

pan . c om/

AA の 12 のステップ
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第 1 巻 薬物依存症とは何か
薬物依存症は様々な問題を抱えた病気です。その様子
をドラマで再現し、具体的に解説しています。
身体的症状や家庭的問題、社会的問題を取り上げなが
ら

薬物依存症とは何か

に答えています。

第 2 巻 薬物依存症とその家族
薬物依存症は、依存症者が起こす問題行動によって家
族をもむしばむ病気です。
依存症者が家族に与える影響、家族関係の悪循環、依
存症者のために家族ができること等を取り上げながら
薬物依存症とその家族を分析しています。

第 3 巻 薬物依存症 回復への道
薬物依存症は、きちんと治療を受けて薬物の使用を止
め続ければ通常の社会生活を送ることができる病気で
す。依存症者の回復を支える機関や自助活動、そして家
族を支える活動等を取り上げながら薬物依存症からの
回復の過程を紹介しています。

薬物問題に詳しい臨床心理士・精神科医師・弁護士ほか
家族の実体験した生の声も入っています。
購入は、セルフ・サポート研究所にご連絡ください。

１０

Ｍ・
Ｗ

SS 研に見学参加して

たことを取り上げたらよい

した︒かといって︑どういっ

存を取り上げたいと考えま

や抗不安薬︑睡眠薬を処方さ

リニックにかかり︑抗うつ薬

で半年ほど休学しました︒ク

私は大学時代︑抑うつ状態

ぐに﹁それはないです﹂と答

か︵取り上げたいか︶︑具体

れました︒辛くて仕方がない

を読んだりする中で︑興味を

的に提起できませんでした︒

時は︑睡眠薬を飲んで眠るこ

えました︒

そ んなと きにＳ Ｓ研の 見

とで辛さや現実から逃げた

持ち︑修士論文として薬物依

学に行く機会があり︑その日

たものの︑薬を頼りにしてし

私は︑臨床心理士資格取得

お願いしました︒

り︑抗不安薬で気持ちを落ち

春の職場の異動に伴い︑物理

います︒そういうこともあっ

のうちに︑加藤先生に︑
﹁テ

的に大学院に通いやすくな

先日︑初めて 12Step
のグ
ループに参加させてもらっ

て︑辛さから一時的に解放し

と︑臨床心理の勉強を深める

り︑また︑お金も時間も自由

た後に︑加藤先生に感想を聞

着かせたりしました︒﹃処方

になりやすい今が良い時期

かれ︑すぐに言葉が出てこな

ーマを見つけるためにも︑勉

かと思い︑進学を具体的に検

いでいると︑﹁自分の経験と

ために大学院進学を以前か

討するようになりました︒職

まったく違う世界・・・とな

薬依存﹄とまではいかなかっ

場では薬物相談の担当にな

りませんでしたか？﹂と聞か

強させてもらえませんか﹂と

りました︒ご家族やご本人や

れました︵言葉はかなり違う

ら希望していました︒今年の

専門家の話を聞かせていた

かもしれませんが︶
︒私はす

まう気持ちは強かったと思

だいたり︑少ないながらも本
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自分の問題点と向き合う機会になりました

方からくるところが大きか

私の場合︑自分の性格や考え

抑うつ状態に陥ったことは︑

世界のこととは思えません︒

しまうことは︑自分とは違う

や何らかの行為︶にはまって

てくれる何か︵処方薬や薬物

ことよ﹂と励ましてくれまし

よ︒次の所に行きなさいって

回の所は落ちて良かったん

バイトにご縁があるんよ︒今

ゃなくて︑次に見つかるアル

たときに︑
﹁そこのバイトじ

アルバイトの面接で断られ

くあります︒たとえば︑私が

い﹂と感じていました︒けれ

っと私には無理かもしれな

﹁わぁ︒抵抗感がある︒ちょ

て︑宗教めいたものを感じ︑

の文章だけを見たと
12Step
きに︑〝神〟という文字を見

ットか何かで︑初めて

正直なところ︑インターネ

少ない職場に配属になり︑働

・就職１年目︑心理的負担の

就職先と出逢えなかった︶
︒

たこと︵休学していなければ︑

心理職の就職に有利に働い

つながった︶
︒

なぜかやたらとワクワクし

ったので︑自分自身ときちん

た︒そういった母の言葉がた

・就職の際休学したことが︑

き続けることができたこと

︵精神的にはかなり回復し

を感じてきました︒

と向き合う必要があると考

びたびあったので︑それは自

たこと︵心理を目指すことに

えています︒

ど︑今回︑ 12Stepの資料を
読んだり︑話を聞いたりする

続けることができるか不安

然と自分の考えになり︑これ

た神﹂という流れをきちん

があった︶

Ｓ Ｓ研 でのグ ループ の 参
勉 強をす るため 〟とい う の

と知ることができ︑﹁あぁ︑

・たまたま薬物問題の担当に

ていたものの︑きちんと働き

が きっか けです が︑そ れ だ

私の思う〝ご縁〟のことか

なって︑ＳＳ研を知り︑自分

うちに︑
﹁自分なりに理解し

け でなく ︑同時 に︑自 分 と

な﹂と︑すっと心に入って

と向き合う場面ができたこ

までいろいろな場面でご縁

向 き合う ための ︑自分 に と

きました︒

加は〝薬物依存や共依存の

っ て必要 な時間 だと感 じ ま

した︒

私は〝ご縁〟を感じてきま

に恵まれて︑そして︑必要な

係に生じたたくさんのこと

自分の意志や行動とは無関

と

のハイヤーパワー
12Step
は ︑私に とって は〝ご 縁 〟

・高校生の時︑本屋さんで

ことが必要なタイミングで

例えば︑こんなところで︑

に なるか と思い ます︒ そ う

心理のコーナーに行くと︑

した︒

考 えるの は︑母 の影響 が 強
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７月１２日（月）19：00〜20：30
9 月１１日（土）14：00〜16：30
依存症・その回復に必要なこと。
医療に関するお話など、
身近にお話を聞くことができます。

弁護士・森野先生の勉強会
８月２１日（土）10：30〜12：30
９月

２日（木）13：30〜16：30

刑事・民事等の裁判、債務整理、
サラ金等の過払いに関することなど
専門的な問題について解決の糸口に。

プログラムに初めて参加される方は、事前に電話連絡をお願いします。
☎ 03-3683-3231
１３

与えられて︑ここまで来たの

松沢病院医師・梅野先生の勉強会

だと思います︒

Ｓ Ｓ研は 初めて 行った 時

から︑居心地の良い︑気持ち

の良い空間でした︒なんでで

しょうかね︒みなさんが︑ま

っすぐに︑自分自身に向き合

っているのが感じられるか

らかもしれません︒見習いた

いと︑本当に︑お世辞ではな

く思います︒抱えている問題

を率直に話し︑支えあう場所

って︑意外に少ないものだな

と思いました︵職場では︑な

かなか話さないですね︒人間

関係は良いのですが︶︒

これからも︑ご迷惑になら

ないように参加させていた

だき︑薬物への問題意識を深

め︑いろいろなことを学び︑

感じとっていきたいと思い

ます︒

お知らせ

講師：加藤 力 Ｓ(Ｓ研・臨床心理士
)

﹁必死の方向﹂

5 月 22〜24 日（土〜月）

新緑が鮮やかな季節『水輪』にて行われた
「春のワークショップ」。

さまざまな状況を胸に携えて、

ワークに参加できたことに感謝。
戸隠神社の杉並木に合掌。

それぞれの自己実現に向けて、

それぞれの新たな「私」が再誕生。
仲間とともに、

す︒かつて私がしでかしたこ

と︑そして︑私が家族に味わ

せてしまった苦しみと感情︒

長 野県の 飯綱高 原で行 わ

ります︒かつての私を思い起

として言葉に詰まる事があ

それらのことが心に蘇り時

れたワークショップに参加

こせば︑あのときの私は必死

奈良ダルクスタッフ
伊東泰児

させていただきました︒私は

でした︑必死に生きようとし

ていました︑生きづらくて︑

どう生きて良いのか分かり

けました︒ですが現在︑御家

戸のセルフ・サポート研究所

県の某施設で職員として働

族と相対して︐お話しを聞い

ませんでした︑それを理解し

いています︒職員として三年

ていると当時の私の家族の

の門を叩きました︒それから

以上の月日が流れましたが︑

苦しみも良く理解できます︑

てもらえない家族に牙をむ

その間に私の立場は相談す

に支えようとして︑必死と必

家族も必死であったと・・・︒
最 近の私 は時と して奇 妙

死が向き合い︑どちらも楽に

る側から相談を受ける側に

な感覚に囚われます︑特に御

なりたい︑幸せになりたいと

必死に生きようとして︑必死

家族のお話しを聞いている

願っているのに︑なぜかどち

変わりました︒

年月が過ぎ︑私は現在︑奈良

約七年前︑母に連れられ亀

依存症者本人です︒

ゲスト参加
伊東さんの
感想

ときに︑その感は強くなりま
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小さな気づきの連続で知り得た喜び。
感想を分かち合いましょう！

みを訴える本人と家族の間

うな思いがします︒必死に痛

病の痛みの本質に触れるよ

苦しんでいる︑依存症という

らも不幸の淵に沈みもがき

せになれるとの共通の思い

せになることで当事者も幸

題の解決を目指し︑自分が幸

自分が自由になることで問

言う前向きな気持ちでした︒

感じる﹁幸せになりたい﹂と

した︒

を捧げます︒有難う御座いま

ごした皆様に心よりの感謝

あの時︑あの場所で共に過

祈りを思い返していました︒

ながらも自分に向き合って

クをこなし︑クタクタになり

から夜まで密度の濃いワー

家族もそれぞれが幸せにな

放してくれました︑私も私の

覚は私を重い囚われから解

があると感じました︒その感

そ ん な自 分に とっ て 今回

うものに触れることが出来

い家族側の思いや悩みとい

段は親しく触れることのな

方々とのワークを通して普

験になりました︒御家族の

クが進むにつれ︑明るいなが

と変わっていきました︒ワー

その苦しさは︑やがて希望へ

ますが﹁ゲシュタルトの祈

ご 存じの 方も多 いと思 い

こし罪の意識と当時の苦し
ことで結果として双方が幸
さを思い出しました︒しかし︑ せになることが出来る︒もち

自分の幸せのために向ける

もしも

私たち二人が

素晴らしいことだ

しても それは仕方のないことだ

しかし そんな機会がなかったと

それは

出会えたとしたら

偶然心の底から

だが

あなたはあなた わたしはわたし

生きているわけではない

この世に

こたえるために

あなたもわたしの期待に

生まれてきたわけではない

この世に

こたえるために

わたしは何もあなたの期待に

あなたはあなたのことをする

わたしはわたしのことをする

で﹁どうしてなんだろう
の言葉のみが脳裏を駆け巡

いる姿に必死さを感じまし

ればいい︑かつては互いに向

な？﹂と︑そんな単純な疑問
り考え込んでいる自分に気

た︑その姿に私は当時の私の

けていた必死さを︑自分に︑

づく時があります︒

家族をかさね︑かつての自分

て自分の中の家族像に厚み

らも何処かに潜んでいた重

り﹂という祈りがあります︒

のワークショップは良い経

を加える事ができました︒個

さが徐々に薄れていくのを

ワ ー クシ ョッ プを 終 え奈

や家族のあれこれを思い起

人により様々な事情や状況

感じました︑何よりも印象的

良へ戻る列車の中︑私はこの

ろん私も私の家族も・・・︒

があり︑抱えている問題も違

だったのは家族の方々から

っている人たちが集まり︑朝

１５

2010.7 月
薬物依存症者をもつ家族の会 はあもにい
NEWS LETTER VOL41

ワーク参加家族の感想

たかも⁝﹂と︑あわてて連絡

ました︒

良く清々しい気持ちになれ

脇に流れる小川にカエルの

＊樹齢四百年という杉並木︒

Ｍ

しました︒２分前にようやく
皆さんの顔を見たときの安
Ｍ

堵感︒とにかくもう﹁会えて
よかったー！﹂

声︒木々に飛び交う鶯の鳴き

二泊三日のワークショップ
会場は﹁長野県飯綱高原・ホリスティックスペース﹃水輪﹄
︒

時４８分︒長野新幹線の２０

＊あさま５１３号・東京発９

私も６号車に乗車しました︒

人々が乗り込み始めたため︑

てきます︒一〇分前に行列の

などの山野草が咲き︑静けさ
Ｏ

の中に心の平和を感じなが
らの散策でした︒

＊ 戸隠神社の雄大な杉並木
には圧倒されました︒前を歩

Ｔ

できた︒時空を超えた荘厳な

佇まいに圧倒された︒

なにごとの

おわしますかは

知らねども

かたじけなさに

涙あふるる

議なほど小さく見え︑﹁皆︑

少ないのですが︑最初の頃は

＊ ワークショップの経験は

西行

神の子﹂という感じがしたの

﹁何でこのようなことをす

自分に気づいて

には驚きました︒とても心地

いている人たちの姿が不思

奥社まで足早に急ぎ︑礼拝が

声︒色とりどりの小さな花々︒

戸隠神社散策

ＳＳでリハビリを経験した二人の当事者が研修中でした︒
落ち着いた仕事ぶりに頼もしささえ感じ嬉しくなりました︒

＊寄り道をした戸隠神社は︑

地方から久しぶりに参加された方や︑また初対面の方とも以
前からの仲間のようにすぐに打ち解けて大 家族の 雰囲気で

新緑の美しい色合いの中に︑

番ホームに早々と到着した

でも︑指定席はもぬけの殻︒

にりん草︑カタクリ︑水芭蕉

心地よい三日間でした︒
参加者それぞれの感想を紹介いたします︒

す︒掲示板と車両番号を何度

私は︑何だか嫌な予感がしま

さすがに５分前になって﹁私

出発から

した︒待てど暮らせどＳＳの

が待ち合わせ場所を間違え

確認しても︑不安が込み上げ

皆さんが誰一人来ないので
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るのかしら﹂と︑しらける気

ークショップでした︒

上のわがままや︑頑固さの薄

ていくうちに︑わたしの性格
中の娘の顔を毎日見ること

気分にしてくれました︒研修

若葉の木の幹が落ち着いた

って人生の究極のテーマが︑

かどうか・・・という私にと

３０年かかっても気づける

＊放っておいたら︑２０年︑

︽知 恵 の輪 がほどけたみた
い！︾

皮が少しずつ剥がされてい
ができて︑二重にも三重にも

水輪でのワークで解明でき

水輪の︑雨で湿った土や︑

くように感じられ︑あるがま
幸せを味わうことができま

持ちが正直ありました︒重ね

まの楽な私になれてきたよ

ました︒

ていく︒やがて微かな何かを

感じる︒この何かを表現する︒

私の一番苦手な部分である︒

辛い時期が何度もありま

課題の後のシェアで︑はじめ
新たな私の誕生を実感し
ています︒これまでの人生で︑ て ﹁ そ う い う こ と だ っ た の

した︒

されず自由に自己実現を心

したが︑めげずに通い続けて

何だか分からず﹁？﹂マーク

うです︒そして︑物事に左右
がけようと思いました︒この

本当に良かったと感じまし

プログラムへ︒何より︑今年

話によりリセットされ︑次の

が︑美味しい食事と楽しい会

ム︒ごちゃごちゃになった頭

ばっちり組まれたプログラ

朝食前から︑就寝時刻まで︑

私にとって難行だ︒

どうかわからない︒ワークは

く︑ほんとうに気づいたのか

いうと何も感じない時が多

そう自分に言い聞かす︒正直

か︒﹂と気づく︒というか︑

ワークで仲間を尊重し協調

をつけて保留にしていたこ
とが︑まるで知恵の輪が一気

た︒ハイヤーパワーなのでし
ょうか︒自分を超えた大きな

にほどけたみたい！

しながら分かち合い︑自分自

力が導いてくれたのだと思

＊ やさしいようで難しい設

Ｏ

身を見つめ直す機会となり
ました︒

しあわせ！！
つずつ開いて︑ステキな﹁外﹂

問に悩みつつ︑普段︑深く考

Ｈ

います︒
＊水芭蕉︑カタクリ︑にりん

へと繋がっていきたい⁝︒娘

えたこともなく使用してい

閉じてあった心の窓を一

草などの美しい山野草との

もきっと同じかもしれませ

︽
仲間と自分に気づいて︾

出会いから始まって︑とても

を繰り返し声に出す︒良く分

る言葉や︑言い慣れない言葉

ん︒

込んでいる自分への気づき

からないままとにかくつい

Ｋ

自然な形で仲間の中に溶け
で終わった意味深い春のワ
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緑と林床の花々に︑そして

しかった︒山々のやわらかな

二度目の春に出会えてうれ

た︒

楽しい日々が待っていまし

差しは眩しく風は心地よく︑

鎖を解いて外に出ると︑日
というのか？

Ｙ

にどうやったら救い出せる

切れないつながりを実感︒私

切さを再度学ばせていただ

観をもったりすることの大

りそれまでとは異なる価値

言ってお別れしました︒

切なもの︒
﹁ありがとう﹂を

切に育み生かしてくれた大

鎖は私を今まで安全に大

﹁では︑囲いの中にはいっ

す︒

の中で自由に気ままに過ご

ビ﹄の鹿になって美しい自然

＊私はディズニー映画﹃バン

うことはいろいろなことが

あるのです︒生きているとい

し﹄を与えてくれる囲いでも

ば︐私にとって﹃安全﹄や﹃癒

という囲いは︐見方を変えれ

と思っていた﹃家﹄や﹃夫﹄

きました︒ 束縛されている

﹁はあもにい﹂の仲間の笑い
泊で雨の水輪を後にした︒

ワークのお陰で過去の自

て・・・﹂と言われ︑〝鹿だ

起きて当たり前︒起きたこと

声に後ろ髪を引かれつつ︑一
Ｉ

分に会え︑新しい未来をイメ

から〝と柵に入った︒そして

に対して見方を変えて対処

イメージして

自分を象徴する動物を

ージすることができました︒

気づいた︒柵の中は︑外敵か

の犬になりきって行動しま

のスクリーンに映し出し︑そ

もの頃飼っていた犬︶を映画

自分の象徴である動物︵子ど

い﹂という言葉に︑私は﹁塀・

たりするイメージ誘導の﹁囲

ージして囲いに入ったり出

テーマに思えた︒動物をイメ

＊どのワークも﹁手放せ﹂が

熊がいる︒夫だ！そうか〜〜

安心であるはずの柵の中に︑

でも良く考えてみると︑安全︑ っています︒

そしてその外敵は︑夫の親戚︒ 自分を感じられるようにな

身構え︑緊張していたのだ︒

であることに︒柵の外では︑

ら守ってもらえて安全︑安心

き込まれず落ち着いている

身につき少々のことには巻

するということが少しずつ

Ｍ

した︒重い鎖につながれた犬

金網﹂が出てきた︒息子が︑

ビックリ！！

＊自己実現ワークの最終日︑

の存在は︑私の家族への執着

実刑になったという時期だ

のワーク︒これもお導きです

＊二日目は雨︑朝から室内で

Ｈ

そのものであり︑泣き虫で寂

ったので︑一瞬にして暗雲が
＊感じている見方を変えた

仲間から得た気づき

しがり屋だった幼いままの

立ち込めた︒親子は切っても

Ｍ

私自身でした︒
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きました︒自己実現から始ま

共感をもって聞くこともで

今回は仲間の気づきの話に

り組む時を与えられました︒

ね︒しっかりと︑ワークに取

良いだけ・・・と考えさせて

状況になったらそうすれば

られないが︑いつかそういう

良かった︒私にはまだ家を出

や様子を見聞きできたのが

家から出ている仲間の努力

りました︒

分に言い聞かせる機会にな

関連していた︒改めてまた自

る﹂というテーマにすべてが

は﹁手から放して神に預け

私にとって今回のワーク

が過ごせました︒自己実現の

クに参加し︑充実した三日間

＊ 一年ぶりに水輪でのワー

実際の自己実現に勇気

ったワークでしたが︑私にと
もらえた︒話すことが苦手だ

提起をしてくださった︒今︑

ワーからのプレゼント︒

って﹁自己実現﹂は日々の生
し︑私にとって劣っている分

自分が家を出る決意をして

ができました︒

前に進む勇気をもらうこと

ていることがスーと解消し︑

の体験談を聞き︑悩み︑迷っ

七つの項目︑加藤先生が問題

活の中で少しずつ芽を出し

野ではあるけれども︑プログ

Ｍ

て来ているのではないかな︒

いたこの時期に︑先行く仲間
Ｉ
＊三日間ワークを共にした
大家族との絆︒
我が家に帰り小家族に出

すが︑自分の気持ちの建て直

大切なもの︑それは

思う︒

ラムをやり続けてゆこうと

Ｓ

〝永遠のテーマ〟とならな
い事を祈りました︒

＊ これまで私はテニスなど

＊自分にとって︑とても大切

共に暮らす家族が新鮮で

し︑初心に戻るためには無く

地方に住んでいるためＳ

なくても︑ある程度やれるこ

な人・物・事を書きだし手放

愛おしくさえ感じられた私

てはならない場所︒細く長く︑

会ったとき︑心地よかった空

とが好きでやってきた︒でも

せるものから順番に手放し

だった︒

自分の得意な分野で努力し

今︑人生で初めてのピンチと

ていく︒最後の二つにたどり

られ一日が過ごせている︒
Ｔ

Ｓに行く回数は少ないので

出会って︑大事な家族や息子

着く︒

気は流れていた︒

のためにこれまでと違った

今 日一日 と 落 ち着き が出 迎

感謝でいっぱい！

願いします︒

Ｏ

ていきたいのでよろしくお

私なりに皆さんの後をつい

目標を持って努力している︒

えてくれました︒ハイヤーパ

わたしは︑この家族に支え

今回のワークでは実際に
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