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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》             
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岡山ダルク 今年の抱負 

チー  2020年！今年も「日毎の執行猶予」の中で 

       元気に生きる！！ 

リュウ  自分らしく生きていく。 

スガジイ 前向きに自立できるよう努力！ 

ユウキ   確実にｓｔｅｐを踏んでいく！ 

ドック   ｓｔｅｐ４，５を終わらせる 

トシユキ 頑張りすぎないように一生懸命頑張る。 

ミッチー 今年中に３フェーズに上がるぞ！ 

ボン   やり続ける事。 

ガメオ   現実から逃げない。 

レイ   元の自分を少しでも取り戻す努力をする。 
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『  継続  』 
                                                                               

                                 スガジィ 
 皆さん、こんにちはアルコール依存症のスガ

ジィです。 

裏山の桃の花も咲いてもうすぐ春だなぁと

感じています。 

 昨年、岡山ダルク10周年フォーラムがあり

ましたが岡山ダルク開設の時、鳥取から仲間

4人と移動してきて10年プログラムと生活を

する中で色々ありました。回復をあきらめよ

うと思ったこともありましたが、仲間のサ

ポートに助けられながら、プログラムを続ける事が出来てます。   

 ミーティングで話すことや、プログラムに取り組むことで何とか踏ん張って

施設生活を送る事が出来ています。今思うと、6年前にプログラムや役割をす

ることが苦しくなり施設を出て飲んでしまい、アパートで途方に暮れている時

に仲間に助けられ、施設に戻った時に仲間に迎え入れ入れてもらい、プログラ

ムを続ける事ができ、12stepやミーティングなどを行う事で、今は平安を感じ

て生活をすることが出来ています。 

 最近は少しづつではありますが、ミーティングで話すことをしています。な

かなか上手に話すことが出来なくて時々苦しくなることもありますが、そん

なは時あまり考えないで肩の力を抜き、祈り、話すことをしています。 

 そんな自分ですが、困ったときや壁にぶち当たった時は先行く仲間やス

タッフに相談して何とか踏ん張って乗り越え頑張って生活していきたいと思っ

ています。AAの方も新しい仲間が参加してくるようになり、 

役割を続けてきて、本当によかったと思います。仲間に感謝しています。 

今日一日を大切にして、前向きに進み、新しい生き方を忘れることなく成長し

続けたいです。 

感謝の心を忘れず、次の目標に向け進んで行きます。 

 ありがとう！！ 

（3フェーズ） 
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（2フェーズ） 

 

『 自分のアディクション 』 
                                                                               

                  トシユキ     
 皆様、初めまして。クロスアディクトのトシユキと申します。 

僕のギャンブルデビューは小学校1年の正月でした。父がビリ

ヤードが好きで賭けてやってのもあり親戚や親からもらったお

年玉で、「おいちょかぶ」を家族4人でやりました。勝った時のア

ドレナリンしか頭に残らず、負けた悔しさを知らずに毎年やって

いました。そして中学3年の時からパチンコをやり、病みつきに

なりました。 

 同時期に近所の幼馴染にシンナーとタバコを教わりました。

初めて吸ったシンナーはとても気持ちよく体が宙に浮いてい

る感じで幻想的で別世界にいるようでした。一発でとりこになりました。約2年間使い続け補導も何回かされ

ました。 

そして18歳頃からDJと仲良くなり、大麻をもらって一服したらぶっ飛びました。人の動きがスローモーションに

見え、気分もハイになり、おしゃべりが止まらなくなりました。一発でとりこになり、毎日吸うようになりまし

た。そして21歳の時、友人が覚せい剤を持ってきました。覚せい剤だけはやらないと決めていたのですが、友

人の誘いがあまりにも強引で一回だけならと使いました。注射した数秒後、髪の毛がスーっとして何とも言え

ない感覚を覚えました。その感覚が忘れられず、ハマりあっという間に毎日使う様になり、末期になると寝る

前に使わないと寝れない状態にまで悪化して、一日に五回も六回も使う様になりました。 

 僕はギャンブルにも問題があり、麻雀、パチンコ、半丁バクチなどにハマっていました。そして家の近所にカ

ジノが出来ました。初期の頃なので闇ではなくオープンで誰でも入れました。作りがゴージャスでVIPになった

様な気分になりハマってしまい、毎日クスリを使って勢いをつけて勝負に行くようになりました。麻雀、パチン

コと違い掛け金が無制限で一回の勝負が約1分。そこに10万円を賭けると 

0円になるか、20万円になるかそんな勝負を毎日していると金銭感覚がおかしくなり一日で500万円も負け

たときがありました。そんなことをしていれば金がいくらあっても足らず家を担保にまでして金を作りその結

果、全財産と家を失うはめになり、生活保護にまで落ちぶれてしまいました。 

 それでもクスリとギャンブルが止められず最後は警察に逮捕され留置場に入れられている時に母が他界

し、死に目に会うことが出来ませんでした。僕は世界で一番親不孝な息子だと、ただただ自分を責め自殺す

る事ばかり考える日々が続きました。そして執行猶予で釈放され福祉課に行くと、「ダルクに行くか、ドヤに行

くかどちらか選んで下さい。」と言われドヤだけは嫌なのでダルクを選びました。入寮して2か月はほとんど仲

間と話す事はありませんでしたが、時間が経つにつれてミーティングで自分の抱えている問題や過去の恥

ずかしい体験を素直に正直に話せるようになりました。自分にとってミーティングは無くてはならないものと

なりました。まだクリーン9ヶ月のヨチヨチ歩きですが、今日一日を大切に生きていきます。 
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『 新しい生き方 』 
                                                                               

                                  ボン 
  こんにちは。依存症のボンです。ダルクに来て4ヶ

月が経ちました。毎日を大事に生活しています。約

1ヵ月前に2フェーズに上がる事が出来ました。 

  社会生活を送っていたころのように好き勝手なこと

は出来ないけど、ダルクのルールの中でみそ汁を作っ

たり卵焼きを作ったりして朝ごはんを作ることで、一

緒に生活している仲間達が喜んでくれる顔を見ること

で気分が変わったり、昔は全然しなかったジョギング

をして汗を流し、リフレッシュして気分を変える事が出来るようになったり、日々自分が変

わっていってる事に喜びを感じる事が出来ています。 

 ダルクに来る前は本当に苦しい生活でしたが、苦しいということを誰にも言えず悩んでまし

た。そんな悩みもダルクでは、ミーティングで話をすることで楽になったり、仲間に相談する

ことで楽になったり、今まで社会に居た頃には話せなかった悩みを話すことで気持ちが楽にな

る事があります。そういった経験を積み重ねる事で自分の悪い癖が見えるようになってきまし

た。怠惰な自分や、先延ばしにする自分がいてダルクの生活の邪魔をするような欠点ばかりで

「新しい生き方なのだ」と自分に言い聞かせ、過去嫌いだった事にも前向きに取り組んでいま

す。クスリを使わない生き方をするのはもちろんですが、普通の社会生活が送れるように自分

をもっと成長させ、自立できるように努力します。シラフの時間も楽しめるようにウォーキン

グに行ったり、施設の周りを散歩したり、グラウンドで野球をしたり、体育館でソフトバレー

をして楽しめるようになったし、月一レクで仲間達とカラオケに行ったりして、楽しくやれて

ます。 

 過去はクスリがないと何もできないと錯覚していました。遊びに行くときも、会社に行くと

きも常に使っていた自分はただの薬物中毒者になっていたことを認める事が出来ました。ミー

ティングでは正直にありのままを話すことで楽になっています。一人では回復は難しいので、

仲間達との関わりの中で新しい生き方を習得していきます。 

（2フェーズ） 
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活動写真 

岡山ダルク10周年フォーラム「感謝の集い」 

ＮＡマリアグループ クリスマスフェローシップ参加 月に1回のレクリエーション（カラオケ）♪ 

カウンセリング神戸in鳥取ダルク セッション風景 
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活動報告 

令和元年 

12月 

 ２日 長船更生保護女性会 岡山ダルク見学 

 ３日 四国少年院薬物脱却指導教育（メッセージ） 

 ４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） 

 ７日 岡山ダルク10周年記念フォーラム「感謝の集い」 

 ８日 岡山ダルク設立記念日（カトリック玉野教会ミサ） 

１０日 四国少年院薬物脱却指導教育（メッセージ） 

１０日 岡山ダルク内 ヨーガプログラム 

１１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 岡山県こころの健康センター 講演 

１１日 岡山保護観察所集団プログラム 

１７日 岡山ダルク内 ヨーガプログラム 

１７日 四国少年院薬物脱却指導教育（メッセージ） 

１８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 ＮＡマリアグループクリスマスフェローシップ 

２３日 四国少年院薬物脱却指導教育（メッセージ） 

２４日 カトリック玉野教会クリスマスミサ 

２５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） 

２５日 岡山保護観察所集団プログラム 

２８～ カウンセリング神戸in鳥取ダルク 

２９日        〃 

 

 

令和2年 

 1月 

 １～ 鳥取・岡山ダルク合同正月フェローシップ 

 ４日      〃 

 ７日 四国少年院薬物脱却指導教育（メッセージ） 

 ８日 岡山保護観察所集団プログラム 

１１日 岡山家族会ぴあ 

１４日 岡山ダルク内 ヨーガプログラム 

１４日 四国少年院薬物脱却指導教育（メッセージ） 

１５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 岡山ダルク内 ヨーガプログラム 

２１日 四国少年院薬物脱却指導教育（メッセージ） 

２２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） 

２２日 岡山保護観察所集団プログラム 

２７日 Ｋ-DARC会議in大阪 

２8日 四国少年院薬物脱却指導教育（メッセージ） 

２９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） 

３０日 瀬戸内市福祉訪問面談 
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岡山家族会ぴあのお知らせ 

令和２年 ３月 １４日(土) 

   ＡＭ１０：００～ＰＭ３：００ 

講師：社会医療法人 あいざと会 

藍里病院 吉田 精次様 

令和２年 ４月 １１日(土) 

   ＡＭ１０：００～ＰＭ３：００ 

講師：茨城ダルク 今日一日ハウス 

代表 岩井 喜代仁様 

令和２年 ５月  ９日(土) 

    ＡＭ ９：３０受付 

    ＡＭ１０：００～ＰＭ４：００ 

鳥取・岡山ダルク、岡山家族会ぴあ 

合同フェローシップ 

会場：岩美町中央公民館（2階） 

  

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● 日発行OSK増刊通巻●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。 

－御献品・御献金のお願い－ 
 

皆様のご家庭で不要となりました 

日用品（シャンプー、ティッシュ、トイレットペーパー等）、 

自転車、衣類等がござい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活動が出来ます。 

何卒よろしくお願いいたします。 
 

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12月5日～令和2年1月31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～ 


