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【岡山ダルク】 
 

TEL   ０８６９－２４－７５２２ 

FAX   ０８６９－２４－７５２３ 

 

《Ｅメールアドレス》             

 

       ｋｅｙ．ｏｃｎ．ｎｅ．ｊｐ 

～贖罪寄付に関しては受け付けをしています～ 
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岡山ダルク10周年フォーラムを終えて 
NPO法人リカバリーポイント岡山ダルク 

代 表   千坂 雅浩 
 

 先日12月7日(土)に岡山ダルク初のフォーラム『感謝の

集い』を開催いたしました。来場者数は270名程となり多

くの皆様にご参加いただきました。遠方より来てください

ましたダルクの仲間たち、依存症問題に関わる専門職の方

やご家族など本当に多くの皆様に来ていただき改めて私た

ちは支えられていると思いました。来てくださってありが

とうございました。 

 今回は岡山県精神科医療センター橋本望様はもとより日

本ダルク代表近藤恒夫様、茨城ダルク代表岩井喜代仁様に

ご講演いただき、また岐阜ダルクの仲間たちによる演劇を

してもらい来場された方やアンケートに『このフォーラム

に参加出来て良かった』と多数お声をいただきました。ご

尽力いただきありがとうございました。 

 2009年に岡山ダルクを開設し今年で10年を迎え、一つの

節目としてフォーラムを開催できたことは嬉しいことです

し多くの方に支えられることへの感謝の念が堪えません。 

 また今回岡山県内のご家族から参加は出来ないけれど

フォーラムを成功させましょう、と演台両脇に花を活けて

くださり陰ながらサポートに徹してくれた方、来場者の口

元が寂しくないようにとふんだんにお菓子やミカン、

ジュースを買ってくださった家族会の皆様にも重ねて御礼

申し上げます。 

 多くの皆様に私たちの元気な姿を見せられてよかったで

す。この病気は進行性で治癒がかなわず致命的ですがプロ

グラムを信じて生き方を変えれば元気な姿に変われます。 

 これからも岡山県でプログラムを通し多くの方に回復の

メッセージを届けてまいりますのでどうぞ末永くご支援く

ださいますようよろしくお願い申し上げます。 
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活動写真 

エンパワメント・グループワークショップ レクリエーション カラオケ 

岡山ダルク プログラム風景 レクリエーション BBQ 

瀬戸内保護司会 講演 津山断酒会記念大会 
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活動写真 

岡山家族会内でのカウンセリング神戸  JRCNA宇都宮で餃子を食べに行く 

カウンセリング神戸 AAラウンドアップ参加（大和ミュージアムにて） 

岡山ダルク・らっぴーち合同BBQ 運動プログラム ソフトバレーボール 
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活動写真 

運動プログラム ソフトボール ヨーガプログラム 

WATOTOコンサート ボランティア フードバンクよりご献品の巻き寿し 

岐阜ダルクフォーラム 岐阜城にて。にんにん。 
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活動写真 

TCCプログラム 鳥取・岡山ダルク対抗ソフトバレー大会 

岡山家族会でのTCCプログラム 神戸ダルクフォーラム 

JCCA神戸 びわこダルクフォーラム 
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活動報告 

令和元年 

１０月 

 ２日 岡山県精神科医療センター内ダルクミーティング（メッセージ） 

 ６日 岡山ダルク・らっぴーちメンバー 合同BBQ 

 ８日 岡山ダルク内 ヨーガプログラム 

 ９日 岡山県精神科医療センター内ダルクミーティング（メッセージ） 

１１日 WATOTOボランティア会議 

１１日 瀬戸内保護司会 岡山ダルク見学 

１２日 岡山家族会ぴあ 

１５日 岡山保護観察所津山駐在官事務所 引受人会 講演 

１５日 岡山ダルク内 ヨーガプログラム 

１６日 岡山県精神科医療センター内ダルクミーティング（メッセージ） 

１７日 瀬戸内市ボランティア連絡協議会 

１８日 WATOTOコンサート ボランティア参加 

１９日             〃 

２３日 岡山県精神科医療センター内ダルクミーティング（メッセージ） 

２３日 岡山保護観察所 集団プログラム 

２４日 邑久町ボランティアグループ会議 

２９日 瀬戸内j福祉事務所 訪問面談 

令和元年 

 １１月 

 ２日 京都ダルクフォーラム 参加 

 ４日 岐阜ダルクフォーラム 参加 

 ７日 鳥取・岡山ダルク合同 TCCプログラム 

 ８日           〃 

 ９日 岡山家族会ぴあ 

１０日 中国エリアギャザリング 参加 

１２日 岡山ダルク内 ヨーガプログラム 

１３日 岡山県精神科医療センター内ダルクミーティング（メッセージ） 

１６日 アディクションフォーラムinとっとり 参加 

１８日 山陽新聞 取材 

１９日 岡山ダルク内 ヨーガプログラム 

１９日 四国少年院薬物脱却指導教育（メッセージ） 

２０日 岡山県精神科医療センター内ダルクミーティング（メッセージ） 

２１日 岡山刑務所薬物脱却指導教育（メッセージ） 

２３日 神戸ダルクフォーラム 参加 

２４日 JCCA神戸信仰セミナー 

２５日 JCCA研修 

２６日   〃 

２７日 岡山県精神科医療センター内ダルクミーティング（メッセージ） 

２７日 岡山保護観察所 集団プログラム 

２８日 四国少年院薬物脱却指導教育（メッセージ） 

３０日 びわこダルクフォーラム 参加 
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岡山家族会ぴあのお知らせ 

    令和２年 １月１１日(土) 

   ＡＭ１０：００～ＰＭ３：００ 

講師：渡辺病院 

副院長 山下 陽三様 

    令和２年 ２月 ８日(土) 

   ＡＭ１０：００～ＰＭ３：００ 

講師：茨城ダルク 

代表 岩井 喜代仁様 

 

    令和２年 ３月１４日(土) 

   ＡＭ１０：００～ＰＭ３：００ 

講師：藍里病院 

副院長 吉田 精次様 

   

家族会開催予定日一覧 

家族会開催場所： 

 

〒７００－０８０７ 

岡山市北区南方２丁目１３－１（旧国立岡山病院跡） 

岡山県総合福祉・ボランティア・ＮＰＯ会館（きらめきプラザ） 

相談連絡先 

●０８５７－７２－１１５１（代表番号）            鳥取ダルク （ＡＭ１０：００～ＰＭ５：００） 

●０９０－７１３８－５２２５（家族会代表番号）      松 浦   （ＡＭ９：００～ＰＭ９：００） 

薬物問題を抱える家族を私達は応援します  

岡山家族会ぴあ  

代表  松浦博彰・スタッフ一同  

アルコール、シンナー、危険ドラッグ、覚せい剤、大麻、処方薬など、 

薬物依存症の家族を抱えて悩んでいませんか？ 

ここはたくさんの仲間がいます。 

１人で抱え込まないで、苦しみも喜びも分かち合いませんか？ 

秘密は固く守ります。薬物依存症は病気です。 

共に学び、知識を得る事により、 

問題の解決が出来る事を私達は信じています。 
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＊発送作業の簡略化の為、大変恐縮ながら郵便振替用紙を全員の方に同封させていただいております。 

 どうぞご理解ください。＊原則として、郵便局で受け取る振込金受領表の写しを持って領収書に代えさせて   

 いただきます。特に必要のある方、及び『匿名希望』の方は、その旨を通信欄に、その都度お書きくださるよ 

 うお願い致します。 
 

  ◎岡山ダルク  

   〒７０１－４２４４ 岡山県瀬戸内市邑久町福中４７７ 

   TEL ０８６９－２４－７５２２   FAX ０８69－２４－７５２３    

  ◎郵便振替払込口座  

    ○口 座 名   「岡山ダルクを支援する会」  ○口 座 番 号   

平成12年9月20日 第三種郵便物認可（毎月２５日発行）          2020年11 日発行OSK増刊通巻838号 

〒701-0212  岡山県岡山市南区内尾739-1   発行所 岡山障害者団体定期刊行物協会（定価100円会費に含まれます） 

このニュースレターは、赤い羽根共同募金の配布金によって作成しています。 

－献品・献金のお願い－ 
 

皆様のご家庭で不要となりました 

調味料（お米、缶詰等）や日用品（トイレットペーパー等）、 

敷布団がありましたらご献品ください。 

当施設は自主運営をしていますので皆様からの 

ご支援があって初めて岡山県で活動が出来ます。 

どうぞよろしくお願いします。 
 

NPO法人リカバリーポイント 

岡山ダルク  千坂 雅浩  

ご献金の御礼 

岡山ダルクへ運営費をご寄付ありがとうございました。 

 

令和元年9月2日～令和元年11月29日 

その他、たくさんの方々に心温まるご献品を頂きました。 

  岡山ダルク仲間一同感謝申し上げます 

～ご献金欄は処理上お名前が前後します。ご了承ください～ 


