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リカバリハウスいちごは 医療・行政・自助グループ・そして

いちごの会では「癒し・チャレンジ・エンパワメント」

地域の方々と連携協力して、依存の問題を抱える人達が

活動を通じて一人ひとりの地域社会での回復生活

そこから脱却し、新たな生活と仕事づくりへ向けて努力し

を実現し、また、社会の偏見や誤解をなくしていく

仲間と共にリカバリーしていく場です。同じ気持ちの方や

啓発活動に取り組んでいます。

ご家族の方がおられたらお気軽にお電話ください。

関係機関の方、支援者の方の見学も歓迎します！

尼崎地域ネットワーク研修
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研修内容としては尼崎市保健所疾病対策
課係長

香川氏から尼崎市のアルコール関

連問題対策の報告、兵庫県断酒会会長 勝浦
令和２年度厚生労働省依存症民間団体支
援事業として地域ネットワーク研修『アルコ
ール依存のはなし基礎編』を令和３年３月２
日（火）に開催しました。
今回の研修はリカバリハウスいちご尼崎と
尼崎市保健所疾病対策課が事務局を担って
いるアディクション関連問題地域支援ネッ
トワーク「あまがさき飲酒と健康を考える
会」にも協力していただきました。
コロナ禍ということもあり、尼崎市中央北
生涯学習プラザでの対面集合型とオンライ
ン配信を合わせたハイブリッド形式をとり、
行政、医療、自助グループ、教育、司法、福
祉関係者 72 名が参加し、対人援助職では市
内包括支援センターの職員の方が多く参加
していただきました。

氏から断酒会の説明、兵庫県阪神断酒会と尼
崎市断酒会の当事者・ご家族の方から体験談
をお話しいただきました。その後、植松クリ
ニック院長・当法人いちごの会理事長 植松
医師から「アルコール依存症からの回復」に
ついてご講演いただきました。
アンケートでは「かかわり続けていくこと
の大切さに気付いた」
「断酒会とつながって
いくことができるように情報提供する必要
がある」という回答もあり、研修を通して参
加者が地域ネットワークの中で回復支援を
行っていくことの理解が深まったというこ
とが確認ました。
今後もアディクション関連問題の正しい
知識の普及と、依存症からの回復をすすめる
ことを目的とした研修を企画していくつも
りです。
リカバリハウスいちご尼崎

武輪真吾

レクリエーション

DV からの回復ミーティングを始めました。

コロナ渦ではありますが、楽しむこともとても大切にし

DV（ドメスティック・バイオレンス）とは、配偶者や恋

ています。いちご全体で行っていたレクリエーションも事

人に対して、暴力によって相手を自分が思うように支配する

業所ごとに規模を小さくしながら継続してきました。緊急
事態宣言も解除され、感染者が収まっていたので、４月に
は毎 年恒 例 の山 ノ辺 の道 レ クを 行い 、 桜井 ～天 理の
16km の道を歩きました。

ことです。暴力というと、殴る、蹴る、といった身体的暴力
がすぐに思い浮かびますが、ほかにも心理的暴力、経済的暴
力、性的暴力、社会的暴力などがあります。被害者は圧倒的
に女性が多く、内閣府（2020 年 11 月）によると日本では
女性の 3 人に 1 人が夫（事実婚や別居中の夫、元夫）から暴
力を受け、21 人に 1 人が命の危険を感じたと答えています。
そして 3 日に 1 人、妻が夫に殺されています。
女性ユニットでは、DV の被害者が多いことから、2021
年 1 月から月 1 回ＤＶミーティングを開始しています。依存
症の背後に DV が存在していることが体験から明らかになっ
てきました。悲痛な体験の数々が語られ、本当によくここま
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お弁当を詰めて道明寺へ。梅が満開でした。

で生き抜いてこられたと思います。生き抜くために痛みを麻
痺させることが必要であった、今でも恐怖や無力感といった
精神的なダメージを抱えながらも、一生懸命生き抜こうとし
ている力強い芯をもった方々です。暴力を振るわれる側にも
非があるといった偏見が社会にはありますが、決してそうで
はありません。
そのような偏見が被害にあった女性を苦しめ、
また、女性のアルコール依存症者に対しての「女だてらに」
といった偏見にも苦しめられてきました。
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万代池へ。開花宣言直

後の桜を見に行きました。

みんなで近所の回転

この社会は、性別や経済、学歴、国籍、民族、職業、セク

寿 司 に 行 っ た 後長 居 公 園

シャリティ、障がい等いろいろな側面で不平等と差別が蔓延
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しています。女性は性別によってさまざまな抑圧を受けてい

へ。

ます。非正規社員が多く、コロナ禍のなかで失業した人の 6
割が女性であり、女性の自殺が増加しています。女性の抑圧

4/6、8
山ノ辺の道
今年は２日に分
かれて歩きまし
た。

された状況をあぶりだしています。日本における男女格差は
世界の中でもとても大きく、経済、政治、教育、健康の４つ
の分野のデータから算出したジェンダー・ギャップ指数の
2021 年の日本の順位は 156 ヵ国中 120 位です。
DV が起きている家庭では、子どもへの虐待が行われてい
る場合があり、子どもが両親の DV を見て育つことは心理的
虐待になります。これを面前 DV といいますが、育った子ど

大阪府共同募金から令和２年度共同募金助成
をいただきました。ありがとうございました。
これまで手つかずとなっていた１階の倉庫が事

もは生きづらさを抱えて成長します。女性が生きにくい社会
は、子どももまた生きにくい社会です。この問題は被害にあ
っている女性だけの問題ではありません。虐待や DV を生み
出している社会のあり方も問題です。

務室・相談交流スペースとして改修できました。大

社会的な人権侵害であるにもかかわらず、ＤＶの体験者の

阪府共同募金会に心より感謝し、なお一層、依存症

声は社会のなかで抑圧されてきました。聴こうとする姿勢が

に苦しむ人々の回復支援に努めたいと思います。

社会になければ、どうして声を発することができるでしょう

東住吉飲酒と健康を考える会

か。ＤＶのような暴力が依存症の背後にあることを私たちは
しっかりと見つめることが必要ではないでしょうか。体験者
の声に耳を傾け、社会全体が回復していく必要があるのでは
ないでしょうか。社会のシステムもそうですが、私たち自身
の内部にも DV を容認し、生み出しているものがないか、問
うことも必要ではないかと思います。ともに考えていきまし
ょう。

（森川

記）

体験談
M.I さん

なかなか落ち着かない中、昨年 11 月半ばに断酒会の

10 年以上、止めていたお酒を断酒会から離れて再飲酒。

大先輩（断酒歴 38 年）から錦温泉作業を手伝ってほし

仕事を失い、連続飲酒で再入院。退院後は、いちごに通所

いと言われました。自分の状況を説明し、大先輩と一緒

する事が決まっていましたが、また断酒する事が出来るか

にロッカー・トイレ掃除等をさせて頂くことになりまし

不安な気持ちでいっぱいでした。いちごに通所して、内職

た。先述通り、掃除には抵抗はありませんが、立ったり

や外部業務、ミーティングやソフトボール等に参加する事

座ったり、上がったり下がったり、
「飲んでたら出来へ

により、新しい仲間と出会い、断酒会にも再入会する事で

んなぁー」と思いながら冬場でも汗をかいて作業をして

不安な気持ちは、いつの間にかなくなっていました。いち
ごに通所して今年で 3 年になりました。仕事をする事が楽
しいと思えるようになり、断酒継続も出来ています。これ
からも仲間のありがたさを感じながら、楽しい日々を過ご
して行きたいと思っています。

います。週に 1 回が 2 回に、週に 3 日入る時もありま
す。
この錦温泉にはまだストーリーがあります。
私を錦温泉に誘ってくれた大先輩ですが、その大先輩が
断酒をし始めた頃、昼・夜と例会を一年間一緒に回った
のが錦温泉の社長なのです。例会で何度となく「命の恩
人」と聞いてきましたが、私はラッキーなことに命の恩
人と大先輩のツーショットを目の前で生で見ることが

「錦温泉とのご縁」

出来ます。そして断酒道精神を度々教えて頂いていま

金平千穂

す。

5 月で退院後いちごに通所して 3 年になります。その前

錦温泉には他に社長の妹さんがおられます。「責任を

年 12 月に自殺を図り、煙を出したため、入院中に引っ越

持って私達を預かっている」と仰って礼儀を教えてくれ

しをしました。時間もなくなんとなく選んだ土地が我孫子

ます。

でした。まだその時には知らなかったいちご長居へも近く
所属する住吉断酒会も魅力的な先輩がたくさんいらして良
いご縁を感じていました。

錦温泉で働き始めて 4 ヶ月経ちましたが、私自身、
感情の起伏もずいぶん収まりました。明日は仕事だから
ご飯をしっかり食べて早めに寝るのを意識するように

我孫子の隣の地区が苅田で、そこに錦温泉という歴史の

なりました。なかなか自分を認めて、社会の中での存在

ある銭湯があります。いちごから外部業務で清掃している

感を得られませんでしたが、最近は少し私でも役に立っ

のを聞いたので、近所で元々銭湯好きな私は、お客として

ているかな･･･と思えるようになってきました。錦温泉

何度か訪れました。銭湯ではロッカーを含め、隅々まで丁

の引き継ぎノートに仲間が書いた手書きの精巧なマニ

寧に拭き上げられているのを見て、気持ち良く利用できま

ュアルの図面を見た時は「みんなアルコールで心身ダメ

した。テレビを持たない私は大浴槽に浸かりながらラグビ

ージを受けてしまったけど、いろんな仕事を経験されて

ー観戦をしたこともあります。

いるんだなぁ」と感心しました。私自身アルコールでだ

銭湯の掃除は湯舟を含めたいへんだと思います。私の初

ましだまし生きてきた人生ですが、
「衣食住足りて礼節

正社員の仕事は、ホテルの客室係でした。業者が清掃した

を知る」リカバリハウスいちごという暖かく公平で完全

部屋をチェックしますが、手直ししたり、急ぎで部屋を丸々

な場で、福祉のお世話にもなり、錦温泉との新たなご縁

掃除することも度々ありました。あれから 30 年を超えて、

で人づきあいの基本と断酒継続精神をロッカーを隅々

今の私はアルコール依存症、断酒の日々の中でも気分障害

まで拭き上げながら、身に染み込ませていきたいと思い

で双極に振り回されています。1 週間通所出来たかと思う

ます。アルコールと関わるのが楽しい人生→人と関わる

と 3 週間引きこもる。過活動で人生始めて声が出なくなっ

のが楽しい人生へ。

たこともありました。仕事をしたくても休んで周りに迷惑

錦温泉とのご縁に感謝します。

をかけるのが怖くてなかなか踏ん切りがつきませんでし
た。

故）石山さんを偲んで
―妹様にご寄稿をお願いしましたー
早いもので兄を見送ってから二ヶ月がたちました。

ただ、
妹の目から見ると兄の人生は小杉クリニック

元々そうまめに連絡を取っていたわけではなく、また

（現小谷クリニック）
、そして断酒会やいちごのみな

あまりにもあっけない旅立ちだったため、まだ実感が

さまと関係を結んでいくうちに大きく変わっていっ

ありません。

たのではないかと感じています。
それまでのトラブル

三つ違いの兄妹ですが、私が結婚し家を離れたこと

により友人関係がほぼ絶たれた状態から、
根気強く付

も有り兄の状況はよくわかっておらず、ごくたまに連

き合ってくださる佐古さんはじめスタッフの方々に

絡が有ったと思ったら、なんだかのっぴきならない困

出会い、リハビリなどの医療面からのサポート、また

り事に巻き込まれていたりして「もう、ええ加減にし

自助グループで苦しみを共有できる仲間に恵まれた

てよ」と思いながら後始末にあたっていました。

ことで、
兄の人生はまた前を向くことができたと思う

そのほか泥酔して保護されたり、お恥ずかしい話です

からです。
本人も度々メールで感謝を語っておりまし

が紙パックの焼酎を万引きしようとして警察署から

た。

引き取り依頼がきたり……下戸でお酒とは距離をお

兄の葬儀に主治医の先生も含めあんなに多くの方

いて生きてきた私には兄の状態が理解できず、諭した

が顔を見に来てくださったのを見たとき「ああ、よか

り泣き落としたりするもまったく効果なし。「これは

ったね。
こんなにたくさんの人に顔を見に来てもらえ

もしやアルコール依存症というものでは？」と、わら

るなんて幸せやん」
亡くなったことは哀しいけれど素

にもすがる思いでネットを検索し見つけたのが小杉

直にそう感じました。
そして兄の人生を肯定できたこ

クリニックでした。

とであまり何もしてやれなかった私自身の思いも救

もう十年位前の天神さんの花火の日、渋る兄を引きず

われました。感謝しています。

るように向かったクリニックでワーカーの山本さん

最後になってしまいましたが、
兄とかかわりを持っ

にお話を聞いていただき、通院治療を始めたそのご縁

てくださった方すべてに心からの感謝を捧げます。本

で、兄は断酒会やいちごのみなさまとも繋がることが

当にありがとうございました。 （増田智美）

できました。その後も下咽頭がん発覚からの緊急手術

増田様には何かの時にはお世話になり、この度ご

で声を失ったり、再飲酒して入院したりと波瀾の多い

寄付もいただきました。石山さんは断酒会と、いちご

人生だったと思います。

と、通院を大切にして過ごされました。たくさんの思
い出があります。病気をされてしんどかったと思いま

依存症 リカバリー施設

す。どうかゆっくりお眠りください。（一同）
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いちごについてより詳しい情報や、行
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