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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
地域の方々と連携協力して、依存の問題を抱える人達が
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
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
ご家族の方がおられたらお気軽にお電話ください。

リカバリハウスいちご
は、アルコールをはじ
め、あらゆる依存問題か
らの回復をめざす本人
及び家族の方のための
依存症回復施設です。

編集人：特定非営利活動
法人いちごの会
〒546-0022
大阪市東住吉区住道矢
田 3-4-3
Tel/Fax:06-6769-1517

いちごの会では「癒し・チャレンジ・エンパワメント」
活動を通じて一人ひとりの地域社会での回復生活
を実現し、また、社会の偏見や誤解をなくしていく
啓発活動に取り組んでいます。
関係機関の方、支援者の方の見学も歓迎します！

令和 3 年 6 月 8 日、いちごの
メンバーさんと一緒にひがし
布施クリニックの皆様へメッ
セージを運ばせていただきま
した。お昼過ぎの忙しい時間帯
にもかかわらず、デイケアや通
院中の方々、ソーシャルワーカ
ーさんや看護師さん、辻本先生
４年ほど前から大阪市立大学の講義で、いちごの出前講演
をさせていただいています。今年度は７月２日金曜日にメン
バー２名、スタッフ３名で行かせていただきました。まずス
タッフがいちごの取り組みやアルコール依存症についての
講演をし、メンバーからはそれぞれの体験談を語っていただ
きました。Q＆A では学生さんから沢山の質問をいただきま
した。後日、いただいた感想にも「依存症当事者の体験談が
聞けて、とても勉強になりました」や「いちごの取り組みが
皆さんにとって大きな助けになっている事を知りました」と
いうものが多くあり、啓発活動の意義を実感しました。

2021 年 6 月 10 日に司法関係の立場の方（弁護士等）6
名がリカバリハウスいちごに見学に来てくださいました。交流

や野田先生も参加して下さり
ました。
一緒にいちご尼崎の活動動画を見たり、いちごの取り組みを
メンバーさんの体験談を通して、参加された皆様と共有させ
ていただきました。いちごの取り組みに関してやメンバーさ
んの姿に質問や感想をいただける、とても貴重な機会となり
ました。

（参加したメンバーより）
初めて東布施クリニックへのメッセージに参加させていた
だきました。クリニックも初めてだったので緊張しましたが、
多くの方に熱心に聞いていただいて、とても充実した時間で
した。
自分の場合は病院からの紹介で、いきなり見学からという
パターンだったので、最初は色々戸惑いましたが、まずは当
事者から日常活動を説明させてもらって理解していただい
て、気になったら、まずは見学して・・・でつながっていただ
けると嬉しいです。仲間になりましょう。お待ちしています！

兵庫県断酒会の柏野さんからお声掛けいただき、兵庫県加
東市にある救護施設「桃李園」にて毎月第 3 木曜日に開催さ

ミーティングという形でいちごのメンバーさん、スタッフから

れている断酒会に 5 月よりスタッフ・メンバーが参加してい

いちごの説明や体験談を話させて頂きました。見学に来ていた

ます。入所者の方の中にもアルコールの問題を抱える方がお

だいた方からはそれぞれの取り組みについてや、司法の立場の

られ、皆さんの体験談のあと、職員からいちご尼崎の活動と居

方の中での依存症への理解は個人差がある事等の話を聞くこ

場所としての役割とメンバーからは自身の回復についての話

とができました。今回のような機会を頂き、いちごの事や依存

をしています。

症のことを伝えさせて頂くことや、反対に私たちが新たなこと
を学ぶことの意味を強く感じることができました。
今後もこのような交流の機会を継続して持ち、お互いに理解

職員、入居者の皆さんに退所後の支援と安心して断酒して
いくための社会資源についてのイメージを持っていただく

を深め、良いネットワーク作りを進められたらと思います。今

ために、これからも参加させていただきたいと考えていま

回お忙しい中、見学交流に来ていただいた皆様ありがとうござ

す。

いました。

いちご尼崎 武輪真吾

いちごオリジナル
さをり織りコースター・しおりの制作中！！

～人生を楽しく、あたたかく～

６月９日（水）12：00～14：00 に『きまぐれ

今、女性ユニットでは、メンバーが織ったさをり織り

マルシェ』を開催しました。事前にビラ配りをし、

から、コースターやしおりを作っています。さをり織り

販売に向けて収穫や袋詰めを行いました。当日はた

は、見ているだけで心がほっとするようなあたたかさが

まねぎ、じゃがいも、ピーマン、ミニトマトなどの

あります。

野菜を販売しました。今回で 5 回目の開催で、不定

さをり織りで作ったコースターの上にグラスを置く

期にも関わらず多くの方々にお越し頂き、手に取っ

と、希望や夢がそこから生まれてくるような、楽しい気

てもらうことができました。特にたまねぎとじゃが

持ちになります。しおりは読書という対話の旅に、お守

いもが人気で、20 袋以上購入して頂きました。ま

りのようにそっとあたたかみを添えてくれます。

た、メンバーさんと地域の方々との交流の機会にな

他にもさをりを使った匂い袋など、小物を制作中で

り、笑顔で話されている姿は和やかで楽しい時間で

す。人生を楽しく、あたたかく。そんな思いが伝われば

した。今後もきまぐれマルシェをきっかけに、より

と思っています。

地域の方とのつながりを深めていきたいと思いま
す。コロナ渦ではありますが笑顔で楽しむことを大
切に活動していきたいです。

いちごのタグも付けました！プレゼントにもどうぞ。
さをり織りコースター（大）￥300
（小）￥200
しおり
￥100

いつもいちご通信をお送りさせて頂いている和歌山断酒

ギターを弾くこと楽しみにしているメンバーが、一

道場の道場長の上村様より、はがきにてご感想を頂いていま

人で夕方に練習していたのきっかけに、それを見聞き

す。

していたもう一人の人が加わって、また弾いた事がな

毎度びっしりと自筆にて書
いて下さっている文章から
は、記事をよく読んで下さ
っていることが伝わってき

い方も「覚えたい」いってと集まり、グループが出来ま
した。今はキーボードも加わり、週に一回集まり練習し
ています。いろんな課題曲を練習し、誕生日ミーティン
グなどで披露したりもしています。

て嬉しく思うと共に、謙虚

酒やギャンブルで費やしてきた時間何しようかと思

さを忘れてはいけないとい

っている方、飲まない、使わない人生もう一つの人生が

う気持ちを持たせて頂いて

あります。

ます。
とても励みになっていま
す。ありがとうございまし
た。

あなたは、楽しんでいますか？やめてどう生きよう
かと思っている人、いちごに遊びにきませんか。あなた
のご来所を歓迎いたします。

中田さんは長年に亘りいちごに通所され、様々
な仕事や活動に取り組まれてきました。いちご
のスタッフもメンバーもとてもお世話になりま
した。仲間のために影になり日向になり断酒の

中田さんには本当にありがとうございました。
「まだ困っていない」と看護師さんにいわれて
何年か後に、どん底を味わうことになり、その後
は断酒会を大切に最期まで断酒を全うされまし
た。皆に優しく、助けてもらったことばかり思い
浮かびます。
どうかゆっくりお休みください。感謝。 ―佐古

道に導いてくださりました。３０年以上断酒を
全うされ、去る６月にお亡くなりになりました。
心から感謝し、ご冥福をお祈りしたいと思いま
す。

色々な事を教えてくれた方―S
入って間もなくの人間にも温かい方で、受け
入れてくれた方。心強い人でした。―高橋

本当に寂しい。断酒会で会うといつも話し相手になって
くれた。お父さんのような優しい方でした。―堀川
断酒会一筋。よく頑張っていた。好奇心旺盛な方だった。亡くな
られて改めて色々なことを残してくれたと感じる。―長良平
中田さんがいたからいちごに戻って来られた。色々あったとき引き
留めてくれた。いちごに戻ってきたときまた頑張ろうと言ってくれ
た。これからは中田さんの想いも大事にしていきたい。―柴井
姉が中田さんと同い年ということもあり、よくかわいがってくれた。芝
刈りやサイクルでも色々教えてくれた。兄のような人だった。突然の別
れで寂しい気持ち。もう少し何かできたんじゃないかと思って、色々お
手伝いもしたかった。―土岐

昼食作りとか頑張っていて、優しい人でした。最初
に断酒会においでと声をかけてくれた。―西岡
一緒に頑張ろうとしんどい時励ましてくれた。先頭に立っ
てくれていた。―青砥
今思えば、いちご矢田で出会い、それ以前にも断酒会でも顔を合わせ
ていましたが、一番の親しみはいちごの芝刈りと剪定の仕事でより一
層の仲間になり、仲良くして貰っていました。本当に良い人で誰一人
にも差別がなく、接していて優しい人でした。良い人が亡くなったの
は残念です。―中村
優しい方で色々とお世話になって、声掛けをすごくやってくれた。一
番心に残っているのは「何回失敗してもいいんや」という言葉。―K
20 年近くの付き合い。いちごに来てからは色んなことを相談さ
せてもらった。面倒見が良く、兄のような存在だった。―金谷

いちご、断酒会でも本当にお世話になった。しんどい時の相談
や愚痴を聞いてくれた。一度お願いされたことがあって、断酒
一年の時に司会をしてほしいと言われて、最初は嫌だったけ
ど、今となっては良かったと思う。―M
藤井寺の断酒会に初めて入ってからの 16 年くらいのお付き合い
だった。―石丸

平成と共に酒を止めた方で、真面目な人だった。小さなことに
気づき、止めていることに偉ぶることもなく、止め始めの人の
面倒を見てくれていた。レクにも沢山参加されていて、分け隔
てなくお話されていた方でした。―星野

芝刈りでよく動いていた
印象があります。―Y

サイクルでお世話になって、
コーヒーを買ってくれた。と
ても優しい方でした。―杉本

中田さんとは、よく断酒会に行ったときにもお会いして、初め
て行ったところで不安がいっぱいの時も優しく声をかけてく
れて安心させてもらえました。とても真面目で優しくて、周り
を穏やかなきもちにさせてくれる紳士的な方でした。ーT

中田さんとは 32 年程の付き合いだった。知り合うきっかけ
は断酒会でのことで、あちこちの記念大会へ一緒に行くように
なった。初めて会った頃の彼は労働者の服装をしていて、
「お
酒を止めたら止めただけの格好をしなければ」と、先輩に教わ
った言葉をそのまま伝えた。その後彼は仕事に就くこととなっ
たが、初めての給料で３つ揃いのスーツを作られ、それを僕に
見せてくれた。それからは服装にも気を配られ、身なりもきれ
いになっていった。
本当に思い出がたくさんあって語りつくせない。喧嘩もあっ
たがお互い離れずにいた。断酒会だけでなく、プライベートで
も交流があり、一緒にヘルパーの資格を取りに行ったりもし
た。いちごに通うようになってものすごく落ち着いた。服装だ
けでなく人間も変わっていった。本当に残念だ。―實野

私自身は、断酒というには、まだまだ程遠い人間ですが、中田
さんとの想い出として一筆書かせて頂きます。中田さんの断酒を
するという想いに至った経緯や、断酒する事の難しさや、辛さ、
楽しさもよく話してくれていたのを想い出します。 一緒に神戸
の断酒大会にも参加した事や、色々な断酒例会に一緒に参加した
事等も、この文章を書く事で、昨日の事の様に想い出しています。
中でも、いちご作業所の中で毎週一緒に食事を作っていた事も楽
しい想い出の一つです。 歳を取っても元気で皆の為に食事を作
る。なかなか出来そうでも出来る事では無いと思います。逆に私
の方が「中田さんの歳も考えてみい。若いのが昼食作り位出来へ
んのかい」と怒ると、笑って諫めてくれたのが想い出されます
私が酒で失敗する度に心配して電話を頂いたり、一度は家までも
来てくれました。今も天国から私達の事を見てくれている様に感
じます。本当にお疲れ様でした。合掌―松川

中田さんのおかげで今の私があります。断酒３０年表彰を機に
引籠りから毎日例会出来るように。おはよう例会からの矢田で
のお昼ご飯。丁寧に言葉を拾って下さり、少しずつ心を開いた
私。いちごと住吉断酒会、両方で引っ張って頂きました。あり
がとうございました。―金平

村上守

金田一陽介

29 歳で初めて酒が止まって、酒が止ま

っているだけでは無意味な気がして、毎日スタッフが来る 9 時

更生日誌（連載）

☺

2018.5.1～2021.7

前に矢田に行って、周りの掃除をし、夕方はスタッフが玄関の戸

☹

締まりをするまで残っていた。少しずつ作業が増えていって、積
極的に手を挙げて、色々仕事もした。なかでも、近くの特養で物
理療法という仕事をしていたアルバイトの女性が就職で辞める
事になり、声がかかったので始めたのがきっかけで、その施設で

【2017.1】
小谷クリニックにて、アルコール依存症と診断され治療が始
まりました。2 月からは AA に参加。暫くしてリカバリハウス
いちご長居に通所させて頂きました。いちごでは畑仕事や食事
作りにも参加させて頂き、順調に回復していく事が出来まし
た。思っていたよりも時間の流れを早く感じながら、日々、有
意義に過ごさせて頂きました。有難うございました。

ボランティア等、頻繁に出入りさせてもらうようになった。職員
さんとも仲良くなって、夏祭りで職員さんと 3 人で 2 年連続盛
大な花火を上げたりもした。
しばらくそういった事をした後、精神障害者地域生活支援セン
ター（地活）から声がかかって、当時大阪市が行っていた事業の、
長期入院者の退院促進事業に関わる事になった。仕事は難しかっ
たが、得るものは大きかった。事業が終わると、いちごから離れ
て自分の力で仕事をしたいという思いが強くなった。それまで断

【2018.5.1】

酒会は週 2～3 回のペースで行っていたが、就職が決まると月に

念願の社会復帰。5 月 1～10 月末まで老人ホームのヘルパ

数回に減ってしまった。新規立ち上げの職場だったので、日勤が

ーとして勤務後、12 月からは以前勤めていた事業所に戻り介

終わるとそのまま夜勤、夜勤明けでまた日勤といったハードな

助に当たらせて頂きました。利用者様、ご家族の皆様とも、そ

日々が数ヶ月続いた為でもあった。しかし充実した日々だった。

れまでと変わることなく、楽しく京都や奈良まで出かけたりし

今思えば、酒が止まってからトントン拍子で社会復帰したが、

ておりました。アルコールによりダメージを受けた肉体はほぼ

断酒会から少しずつ遠ざかっていったのは痛手であったと思う。

回復し、気力も充実しておりました。

40 歳まで仕事を続けて、来るべきものが必然的に来た。スリ
ップした。なかなか止められず 1 年間入退院を繰り返し、死ぬ
思いを経験し、やっと止まったが、前の様に作業や仕事に身が入

【2020.1】
健康診断の結果、大腸がんの精密検査を受ける事になりまし
た。幸い３個のポリープ切除述で済んだのですが、担当ドクタ
ーは初めての事らしく、失敗を繰り返し下血。都合 3 回のオペ。
1 泊の予定が 1 週間の入院となりました。朝のトイレが怖くて
トラウマとなり、下血の確認をするのが 1 日のスタートです。
重ねてこの頃には、幼少期から繰り返していた捻挫癖の後遺症
なのか、右足首に痛みを感じることが多くなっていました。

らなかった。
それでも 2，3 年後に再び契約社員として仕事について、いち
ごの請負の作業、又、一般就労にもついてやっていたが、10 年
以上前の様なガッツリと働くという事にはセーブし、今は只、身
体と相談しながら、ちょうど良いペースで働く事を心掛けてい
る。歳も歳なので、就職は難しいだろうし、しかし今、与えられ
ている仕事でスキルアップをし、自分にしかできないやり方でマ
イペースに仕事をこないしたい。

一緒に回復への道歩みましょう！ご連絡待ってます。

◇グループホームいちご（共同生活援助事業）

◇リカバリハウスいちご（多機能型事業）

◇ヘルパーズハウスいちご（居宅介護事業）

◇就労定着支援いちご（就労定着支援事業）
◇サポートセンターいちご（指定相談支援事業）
〒546-0022

大阪市東住吉区住道矢田 3-4-3 ℡06－6769－1517

◇リカバリハウスいちご長居（就労継続支援 B 型事業）
〒558-0004

大阪市住吉区長居東 4-6-15-302 ℡06－6694－4701

〒545-0021

大阪市阿倍野区阪南町 6-1-13

℡06-7174-0547

◇送迎サービスいちご（福祉有償運送事業）
◇リカバリハウスいちご尼崎（生活訓練・就労継続支援 B 型事業）
〒660-0087

兵庫県尼崎市宮内町 2-85-1 ℡06－7173－6642

≪依存問題でお悩みの皆様、お気軽にお電話ください≫

◇リカバリハウスいちご女性ユニット（生活訓練事業）
〒558-0004

大阪市住吉区長居東 4-6-15-402 ℡06－4703-3884

HP:http://www.ichigonokai.jp

◇カフェレスト苺（就労継続支援 B 型事業）

いちごについてより詳しい情報や、行

◇お弁当ハウス苺（就労継続支援 B 型事業）

事のお知らせ、いちご通信のバックナ

〒545-0022

大阪市阿倍野区播磨町 1-4-15 ℡06－6628－1121

ンバーの閲覧が出来ます

◇いちごいちえ（生活介護）
〒545-0021

大阪市阿倍野区阪南町 6-1-15 ℡06－7503－8087

定価 100 円

