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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！

大阪府依存症早期介入・回復継続支援補助金事業市民研修会
第一回目は ZOOM を活用して、各事業所ごとに体験
８月２３日
談を語っていただきました。普段、なかなか会えない仲間

内部研修第１弾

の話が聞けて良かったとの感想もいただきました。
（参加者の感想）他の事業所に所属している利用者の方か
らも体験談を聞くことが出来て、とても参考になりました。
コロナが落ち着いたら、直接お会いして、また体験談を聞
いてみたいです。

第二回目は、国際交流センターにて開催しました。直接
会場に来ることが出来ない方のために、ZOOM も活用して
ハイブリッド形式で行いました。現地から参加される方や
各事業所から参加される方からも体験談を語っていただき、
充実した雰囲気の中、行われました。
（参加者の感想）国際交流センターの会場へ直接行って、
参加することができました。久しぶりにお会い出来たり体

９月１６日

内部研修第２弾

第三回目は、高津ガーデンにて「依存症を脳科学と体験
談から理解しよう」というテーマで開催しました。
ZOOM を活用したハイブリッド形式で行いました。前半
は鶴身先生より、脳科学の視点から講義をしていただきま
した。後半は、大阪ダルク、大阪マック、ストロームの家、
いちごより体験談を語っていただきました。
（参加者の感想）鶴身先生の講演はとても参考になりまし
た。脳科学からの講演は普段きくことが出来ないので勉強
になりました。後半の体験談も感銘をうけました。

験談も聞けて良かったです。

９月２６日

市民研修会

「アルコール依存症治療を切り拓いた人」

芝刈り剪定業務

植松直道 小谷陣

佐古惠利子

辻本士郎／編著

―あらたにお仕事をいただきましたー

中央法規出版

10 月から大阪市営鶴ヶ丘住宅さんより芝刈り

小杉先生の本ができました。

のお仕事を業務委託していただきました。以前ま

先生が亡くなられて早や 10 年が経過しました。私達は、小

では棟の一部のみの委託でしたが、全棟をいちご

杉先生の臨床活動と研究を知ってもらい、次代を担う人々に

ですることとなり、メンバー・スタッフ全員で協

引き継いでいってもらいたいと思い、その足跡を一書にしま

力をして取り組んでいます。「綺麗にしてくれて

した。

ありがとう」と住人の方からお言葉をいただいて

回復できる病気とは言えない時代にあって、あるべきア

います。今後も皆さんで協力してお仕事を行いま

ルコール医療へ、回復へと、ご本人や家族、自助グループ

す。
（上田拓弥）

や多くの支援者と共にその歩みを進めて、多くの回復者を
輩出し、回復できる病気と言える時代を切り拓いた、その
間のことが描かれています。
回復は、今日を新たに生きる
ということにあるのではない
でしょうか。「いちご」誕生の
意義にも触れられたこの本を
ご一読いただければ有り難い
です。
（佐古惠利子）

いちご矢田にて
手作りお弁当

電話相談のお報せ

海遊館レク

を販売しています
リカバリハウスいちご矢田では７月からキ
ッチンカーで手作りお弁当の販売を新しく始
めました。お弁当と一緒に畑で収穫された野
菜の販売も行っています。新しい活動を通し
て、日頃お世話になっているご近所の方々や、
ソフトボールチームの方々にも手作りお弁当
や野菜の販売を喜んでいただけています。
最近では、看板を見て通りかかった人が足
を止めて実際にお弁当や野菜を手に取ってく
ださることも多く、いちごでの活動について
知っていただく機会にも繋がっています。
参加してくださるメンバーの方々は「実際
に喜んでもらえていることやお弁当を食べて
くれた方の美味しいという言葉を聞くと嬉し
く思う」と笑顔で話されていました。これか

コロナ禍のためしばらく
お休みしていたレクリエー
ションですが、ワクチン接種
も進み、緊急事態宣言も開
け、新規感染者も落ち着いた
ことから、復活しました。

このたび令和 3 年度大阪府依存症早
期介入・回復継続支援事業として、
「依
存問題でお困りの方への電話相談」を
始めています。
アルコールだけでなくギャンブ
ル・薬物の問題で困っている方で、当

なんとおよそ 1 年半ぶり

事者だけでなく、ご家族の方、支援者

のレクは、かねてからメンバ

の方からの相談のお電話をお待ちし

ーさんより希望があった海
遊館。大人数になるのを避け
るため 2 日に分けて行って
きました。
（荒川諒也）

ております。
（佐古惠利子・荒川諒也）
月に 1 回、時間も 13：00～17：00
と限られていますが、お気軽にご連絡
いただけたらと思います。
開設日

13～17 時の受付

2021 年
2022 年

11/20㈯、12/18㈯
1/15㈯、2/19㈯

らも地域の方々との交流を大切にできる場所
として活動していきたいと思います。
（藤田翔大）
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アルコールからの回復、いちご、そして
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仕事

剛

先ほど、スタッフの荒川さんから電話があり、

あずき
平成２９年５月にアルコール依存症と診断され入
院、３カ月後の８月１２日に退院。リカバリハウスい

「いちご通信」に載せる体験談の原稿を依頼される。
将来、直木賞作家として成功するきっかけになるか
も知れないと考え、了承する。

ちごにつなげていただきました。たくさんの仲間の方

さて、なにを書こうかな。媒体が「いちご通信」

といちごのプログラムに参加し、その中に室内でする

なので、農業体験にまつわることなのですが、いち

作業があります。内職のような作業です。細かな事を

ごの栽培はしたことがないので、いまはじめている

するのが好きな私にとって室内作業は楽しみでもあり
ました。

ニンニク栽培について書いてみるか。いやそのまえ
に、ニンニク栽培をはじめるに至るところから書こ

１年が過ぎ２年が過ぎ、お酒を飲む事もありません
でした。飲まないでいられたのは、いちごスタッフ、
仲間、そして何より一番心配してくれている姉のおか
げでした。
いちごでは外部からの仕事もたくさんあり、私はそ
の中からコーキングガンを作る会社に行く事になりま
した。仕事内容はコーキングガンのハンドル部を作っ
たり、部品にパッキンをはめたり等など。月水金の午

う。そのあと、ニンニク栽培について大いに書き記
そう。そのほうがよい。
リカバリハウスいちごには、仲間がいます。リカ
バリハウスいちごに人がいたら、その人は仲間です。
相手もそのことを知っており、だから、ぼくらには、
とくべつな化学反応が起こります。スマホによると、
ケミストリーとのこと。

前中の仕事で、終わったらいちごに行き、1 人になる

断酒、断薬、断ギャンブル、あらゆる依存症から

時間があまりないよう過ごす事できました。1 年半た

の解放。仲間とともに。ともに仲間と。かんたんな

らずで持病の腰痛がひどくなりやめさせていただく事

ようで、むずかしく。いったん、からだが知るとか

になりました。

んたん。とはいえ、むずかしい。からだよりも頭を

次に、いちごのお弁当ハウスで仕事をさせていただ

優先しますから。頭は、人間不信や猜疑心でいっぱ

く事になり現在にいたります。そちらでは、お弁当の

い。ですから、からだを優先し、リカバリハウスい

下ごしらえ、盛付、等々。人の口に入る物を作ってい

ちごの畑で、仲間とニンニク栽培をはじめているわ

るのできびしい面もありますが、仲間と和気あいあい

けです。

お弁当を作っています。いちごに通所して５年目に入
りました。飲まずにいる事が第一です。行く所がある、
仲間がいる、そして仕事ができる、飲まないでいれる。
いつかは、いちごを卒業し本当の意味の自立をしない
といけないと考えていますが、焦らず”ぼちぼち生き
まひょ〟の考え方で、お弁当の仕事、いちご内での作
業、プログラム、頑張らず、私のペースでこれからも
日々を過ごしていきたいと思っています。
今日一日…

に感謝。

酎黒霧島 25 度を購入していました。列車待ち時間に

更生日誌（連載第 2 回）

ホームで飲みました。痛みは気にならなくなっていま

☺

☹

2018.5.1～2021.7

した。再飲酒の始まりでした。列車降車後、近くのス
ーパーに立ち寄り、夕食の食材の他にまた 1 本芋焼
酎を購入。明日の準備、チェックをすませ、早めの夕

金田一陽介
【2020.8.31】

食と一緒に飲み干してしまいました。
翌 28 日の面接は上出来で、直ぐに採用決定の連絡

事態は一転、春頃からコロナ禍により少しずつ依

をいただきました。が、足の痛みは一向に治まらず、

頼も減少。熟慮の末、この年の 8 月末を持ち、現役

後日せっかくの採用を辞退させていただかざるを得

介護士引退を決意しました。70 歳まで現役で頑張ろ

ませんでした。その後も毎日焼酎 2 本を飲み続けて

うと思っておりましたが・・・。これまで専任で介

求職活動を続けていました。

助に当たらせていただいた方々が他界された事や、

11 月中旬、足の痛みと腫れは治まらず、我慢でき

多くのヘルパーが断られたり、敬遠する現場から事

ずに病院に行きました。外科にて受診。レントゲン撮

業所自体が撤退したりと、私はもう以前の様に重宝

影、MRI では何故か異常なしと診断されました。
「こ

されなくなっていました。介護士や職員の世代交代

れ程足が痛むとは、今までとは違うなあ？どうもおか

も進み、正直良い潮時でした。

しいなあ？」と思いながらも、貼付薬と焼酎で痛みを

10 月からは求職活動に入り、27 日、28 日と続

誤魔化して求職活動を続けていました。右足首から腫

けて面接していただく運びとなりました。

れ始めていたのですが、12 月に入り両ふくらはぎが

「この 2 件のうちで、
もし採用していただけたなら、

出来の良い大根のように太くなっており、太股までパ

そこで骨をうずめるつもりで頑張ろう！」張り切っ

ンパンに腫れあがり、階段の昇降も困難になりまし

て 27 日の面接にのぞみました。ところが面接終了

た。ズボンはどれも履くことができず、フレアータイ

前に右足首を捻挫してしまいました。
「重い物を持て

プのスポーツウェアが唯一履け、そのまま 12 月 9

ますか？」とネジの入った箱を持ち運ぶ様に指示さ

日、内科にて受診。採血、尿検査の結果、
「今すぐ入

れたのですが、手がすべり、慣れないビジネスシュ

院の手続きをとります」
「肝機能低下だけでなく膵臓

ーズだった事もあり、これまでにないくらい右足首

が機能しておらず、血中に蛋白質が殆ど無い状態で

を捻ってしまいました。弱みを見せるわけにはいか

す。身体に溜った水分が下半身に集中しています」と

ず、声にも出さず我慢して面接終了。
「自宅の常備貼

の事でした。打診していただいた入院先には全て断ら

付薬で凌ぎ、明日の面接を終えてから安静にして様

れましたが、利尿薬で 10 ㎏程の水分は、約 1 週間

子を見よう」と考えてしまい、病院には行かずに駅

で尿として排出されました。その後の通院、治療に肝

へ向かいました。ところが思いの外痛みは増し、思考

機能障害専門の病院を紹介していただきました。（次

能力停止、魔が差して駅前コンビニで 200ml 入り芋焼

回へ続く）

一緒に回復への道歩みましょう！ご連絡待っています。
◇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）

〒545-0021

◇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

◇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

◇お弁当ハウス苺（就労継続支援 B 型事業）
大阪市阿倍野区播磨町 1-4-15

℡06－6628－1121

◇いちごいちえ（生活介護事業）
〒545-0021

大阪市阿倍野区阪南町 6-1-15

℡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≫

℡06－4703-3884

◇カフェレスト苺（就労継続支援 B 型事業）
〒545-0022

大阪市阿倍野区阪南町 6-1-13

HP:http://www.ichigonokai.jp
いちごについてより詳しい情報や、行
事のお知らせ、いちご通信のバックナ
ンバーの閲覧が出来ます

℡06－7503－8087

