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マザーハウス

このマザーハウスたよりは、公益財団法人日工組社会安全研究財団の助成より作成したものです。
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《 表紙 》

りなのパパさん 「向日葵」

あなたは愛されるため、また、愛するために生まれてきたのです。

あなたが必要であり、大切です。マザーハウスはあなたの家族です。
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　また、 神戸学院大学や青山学院大学でも、 刑務所での

体験談をお話しさせていただきました。 社会にいる人々に、

刑務所や、 受刑者の社会復帰の現状について知っていた

だきたいと思い、 様々な場所で体験談をお話しさせていた

だいております。

　その結果、 ９月に開催される犯罪関連学会合同大会に

おいて、マザーハウスや、ＡＰＳ （アフター・プリズン・サポート）

研究会の活動について、 受刑経験のある当事者が参加し、

話し合うコーナーをつくっていただけることになりました。 当

事者たちが自分の体験を公に公表できるということは、 とて

も有意義なことだと思います。 そして、 当事者一人ひとりが

心にあることを吐き出すことによって、 自分の癒しに繋がる

のではないかと思います。

最後に

　私事ですが、 妻が３人目を身ごもりました。 法人を運営

するにあたって、 財政もとても厳しい状況にありますが、 キ

リストの愛のために全力を尽くしていきたいと思っています。

全てを神様に捧げることによって、 自分が生かされている、

つながっていると感じております。 僕にとって、 子どもたちは

宝であり、 希望の星です。 その子どもたちのためにも、 全

力をもって活動していきたいです。

　夏休みは仙台で過ごし、 仙台の児童養護施設の子ども

たちと触れ合いたいと思います。 僕にとっては、 かわいい

娘たちです。

　皆さまも、 熱中症などにならないよう、 気をつけてお過ご

しください。

　皆さま、蒸し暑い日々が続きますが、いかがお過ごしでしょ

うか。

近況報告

　8 月 26 日に、 犯罪 ・ 非行の更生活動を表彰する作田

明賞の優秀賞を受賞することとなりました。 マザーハウスの

活動を認めていただけたものと思います。 感謝いたします。

　今までマザーハウスを支援してくださった皆さま方や、 関

わってくださった皆さま方のおかげだと思います。

　先日、 ラジオ関西にて、 福音歌手の森祐理さんがパーソ

ナリティを務めるラジオに参加し、 森さんと対談させていた

だきました。

　森祐理さんは阪神淡路大震災で弟を亡くし、 現在は国

内外を問わず、 被災地での支援コンサートなどの働きをさ

れている方です。 刑務所での慰問コンサートも行い、 法務

大臣顕彰を受賞されています。

　マザーハウスの活動や、 私自身のキリストとの出逢いなど

についてお話しさせていただき、 とても楽しい時間を過ごす

ことができました。 当日の内容は、 8 月 3 日に放送予定で

す（これまでの放送は、「モリユリのこころのメロディ」（http://

www.moriyuri.com/radio/archive.html） の番組アーカイブ

より、 聴くことができます）。

理事長挨拶

作者 ： Ｏ刑　Ｏ ・ Ｒさん
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（先月号の続きから ･･･）

事件によって動き方が異なる

　事件によって、 色んなケースがあります。

　例えば、 交通事故は、 在宅事件なんですね。 身柄が取

られないで、 家にいるケースが非常に多い。 身柄を取られ

るケースと進み方が違う。 家族と本人との距離感もちょっと

違ってきたりとか。 あと、 刑事事件と少年事件も違う。 自

白している事件と否認している事件も、 進み方が違います

よね。

　なので、 どんな事件かというのをきちんと聞かない限り、

どんなふうに動けばいいか、 ということが分からないんです

よ。

　そこで、 どんなサポートをしているかというと、 私はいつも

携帯を持っています。 「困ったら、 何でもいいので、 この携

帯にいつでも掛けてきていいですよ」 と。 それで、 「家族と

して今何をすればいいですか」 「今何が起こりますか」 と電

話をいただいて。

　例えば、 「性犯罪を家族が起こしてしまって、 強制わい

せつになってしまった。 これからどうなるんでしょうか」 とい

う相談をいただくと、 「やっぱり示談の話はあるでしょうから、

金銭的なことも、 もしかしたら弁護士さんから連絡があるか

もしれないし…」 など、 起こり得るケースというのをお話しし

ます。 それだけでも、 家族は先が見えるというか。 これは

すごく大きいと思います。

　ただ、 「どんなケースがこうなる可能性がありますよ」 っ

ていうことを、 何で私が弁護士でもないのに分かったかとい

うと、 今協力してくださっているＫ弁護士っていう方がいて、

事務所がすごい近くなんですね。 少年事件とかをたくさん

手掛けて、 私たちの活動に関心を持ってくださって、 かなり

刑事事件に詳しい。

　私、 当時は、 弁護士さんであれば、 みんなある程度少

年事件や刑事事件に詳しいのかなと思っていました。 とこ

ろがどっこい、 大変失礼ですけども、 人によるということで、

私も加害者家族支援をやって分かったんですけど、 ケー

スを重ねないと分かんないことが結構いっぱいあると思いま

す。 なので、 経験をどのくらい積めるかっていうのは、 すご

く大事だと分かりました。

＊ 2016 年 10 月 8 日の VIP プリズムでの講演です。

阿部恭子さんプロフィール

　NPO 法人 World Open Heart 理事長 （理念：「マイノリティ

でもこわくない」 社会構築に貢献！）。

　東北大学大学院法学研究科博士課程前期修了 （法学

修士）。 2008 年、 大学院在籍中に、 社会的差別と自殺

の調査 ・ 研究を目的とした任意団体 World Open Heart を

設立 （2011 年に NPO 法人格取得）。 宮城県仙台市を拠

点として、 全国で初めて、 犯罪加害者家族を対象とした各

種相談業務や、 同行支援などの直接的支援と啓発活動

を開始し、 全国の加害者家族からの相談に対応している。

　著書 『加害者家族支援の理論と実践―家族の回復と加

害者の更生に向けて―』 （編著、現代人文社、2015）、『悲

嘆の中にある人に心を寄せて――人は悲しみとどう向かい

合っていくのか』 （分担執筆、上智大学出版、2014）、『交

通事故加害者家族の現状と支援―過失犯の家族へのア

プローチ』 （現代人文社、 2016）。

加害者家族の現状

（講 師 ： 阿 部 恭 子 さ ん）

社会の声
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　加害者家族、 傷つきますよ。 色んなところに行って邪険

にされて。 利用されるけど、 邪険にされる。 今まで弁護士

さん全然来なかったのに、突然 「情状証人で出ろ」 と言う。

そうやって、 使うときは使うけど、 こっちがほしい情報はくれ

ない。 …ただ、そんなもんですよね、今。 そういう部分を「少

しずつ変えていきましょう」 ということは言い続けていますけ

ども、 なかなか難しいですね。

　弁護士さんの仕事を見てすごい分かったのは、 やっぱり、

本人を守るだけでかなりいっぱいいっぱいだと思います。 特

に、 大きい事件であれば、 本当に手が回らない。 今、 色

んな専門家との連携が叫ばれていますけども、 そのお互い

の限界、 自分たちができるのはどこまでなのか、 っていうと

ころを詰めていくことが大事です。 単に、一緒にやろう、じゃ

なくて。 そういうところを、 弁護士さんにも議論していただき

たいし、 私たちも考えて動いていくことが、 当事者のために

なると思います。

起訴後に必要なケア

　ここまで、 逮捕直後のサポートの話をしました。 起訴され

なくて済んで、 そこで終わる方もおりますけども、 起訴され

てしまう方も当然たくさんいらっしゃって。 今、 逮捕から起

訴までの支援は主に情報提供というお話をしましたが、 起

訴から公判、 判決確定するまで…ここも、 ここ特有でやる

ことがあります。

　最近は、 情状鑑定というのをやっていますね。 心理の専

門家…精神科医の方とか、 臨床心理士さんとの連携の例

なんですけども、 「なぜ、 犯罪をしてしまったのか」 とか、

そういうことを専門的に分析して、 それを裁判の証拠にして

もらう。 これを、 起訴から公判の間にやる。

　なぜこれが大事なのかというと、 「どうして犯罪が起きたの

か」 ということが分からないと、 本人も家族も動きようがな

いんですね。 罪を犯してしまった本人自身も、 なぜこんな

ことをしてしまったのかが分からない、 っていうケースはあり

ます。 背景に精神疾患や依存症などの病気があって、 そ

れを加害者本人が認識できていないというような例です。

家族だからといって、
当たり前に情報がいくとは限らない

　弁護士さんにしかできないことは多いですよ、 特に刑事事

件では。 基本的には加害者家族って外野なので、 必ずし

も本人の情報が全部来るわけではないです。

　親子だったら、 比較的…例えば、 少年事件の保護者と

本人は、非常に関係も近いし、責任もあるという立場なので、

大体の情報はいくと思います。 よっぽどのことが無い限り。

　ただ、 これが例えば、 旦那さんが性犯罪をして、 「ちょっ

と妻には言わないでほしい」 ということがあった場合は、 当

然、 弁護士さんは守秘義務があるから言えません。 その

部分は、 裁判で判決が出るまで分からない。 これはやっぱ

り、 苦しいですけども、 家族だからといって何でも当たり前

に情報が取れるというわけではない。

　こういうことも、 なかなか一般的には分からないので、 私

たちは、 家族ができること、 できないことをお答えする。 こ

れも非常に大事なことです。

　家族は期待しますよね。 刑事弁護士さんから見たら、 加

害者家族はクライアントじゃないから、 ケアしたり、 情報を

伝えてあげたりする義務はないですよ。 でも、 自分の夫の

弁護士さんだったら、 味方じゃないかとは思いますよね。

　家族は警察からの事情聴取も受けるし、 そういうところで

利用されるんだったら、 こっちだって色んな情報を取れるん

じゃないかと、 普通は思うんですよね。 それが、 実際はそ

うはいかない。 これを、 「そうはいかない」 って分かってて

動くのと、 そうじゃないのでは、 全然傷つき方が違うと思い

ます。

作者 ： 某受刑者
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　当然、 判決確定までの段階で色んな人が関わることだけ

でも、 すごく意義があると思うんですね。 特に、 起訴の後っ

て取り調べとかもないので、 拘置所で割と時間がある。 こ

の時期に、 本を読んだり、 自分についてきちんと考える時

間を取った方が、 絶対有意義だと思うんですね。 それで

裁判を迎えてほしいです。 裁判では出し切ってほしいです。

　裁判で出し切って刑務所に行くのと、 何かモヤモヤして

刑務所に行くのでは、全然違うと思います。 見送る家族だっ

て、 「あの時にこうしてあげれば良かった」 とか、 そうした後

悔を絶対、 残したくない。

　そういうこともあって、 鑑定はすごく意義のあることなんじゃ

ないかなと。 小さいところで私たちやっていますけれども、

ぜひ、 制度になっていったらいいかなといつも思いますけど

ね。

同じ経験をした人どうし
だからこそ分かる空間

　判決が確定するまでは、 家族は巻き込まれている状態で

す。 マスコミから追われる、 警察から事情聴取、 弁護士

からは 「裁判に出ろ」 と言われる、 示談に協力する、 近

所に謝りに行く、 被害者に謝りに行く…。 これ、 自分のこと

を考える暇がない。 でも、 やらないわけにはいかない。 な

ので、 判決確定までは落ち着かないですね。

　判決が確定すると、 判決が出てまで報道陣が追ってくる

ことはほぼ無いので…罪を犯した本人も一応、 刑務所とい

う安全なところには行きますし…で、 「本人がどこどこに収

監されました」 となった時に、 家族は初めて肩の荷を下ろ

すというか。

　この肩の荷が下りた時に、 どわっと色んな今までの精神

的な疲れがわーっと来ます。 ここからが大事で、 家族の心

のケアです。 「本人は、 今は一応安全なところにいるので、

お母さん自身、ちょっとケアしましょう」 と、そんな時期です。

　警察署では、 ほとんど、 「こうですよね」 って言われるわ

けじゃないですか。 自分の話を自分で 「こうでした」 って

語るんじゃなくて、 全部、 「こうだよね」 っていうのをつくら

れて、 サインしていきますよね。 だから、 それは別にその

人の心の中でも何でもないと思いますよ。

　やっぱり、 心の中なんですよ、 知るべきなのは。 それが、

知的に少しハンディキャップがあったりとか、 そういうケース

ももちろんあって、 なかなか自分だけではその原因のところ

にたどり着けない。 でも、 その原因っていうのは、 罪を犯し

た人と家族が、今後どういう風な関わりを持ったらお互いもっ

と傷つけ合わなくて済むか、 っていうところを理解する上で、

とっても大事です。

　なので、 私たちの団体にも、 普段一緒に活動してくれて

いる臨床心理士さんがいて、 最近、 よく鑑定をやってもらっ

ています。 裁判の材料っていう観点ではなく、 私たちとして

は、 ある意味家族のためということで、 こうしたことを一緒に

やっていくわけです。 鑑定をやった人の家族と、 やらなかっ

た人の家族では、 その後のお互いの傷つけ合い方が全然

違いますね。 これは本当にやった方がいい。

　こういう機会をできるだけ、 本当は国の方でやってほしい

ですけどね。 少年事件みたいなかたちで。 今、 少年事件

も成人と同じように扱う方向になっているじゃないですか。

逆ですよ。 大人も、 少年事件のように扱っていけばいいの

にっていつも思うんですよね。 それだけすごく色んな病理が

あって、 なかなか１つの専門家の中では分からない。

作者：Ｎ刑　Ｎ・Ｋさん 「Aqua Vital ～生命の水」
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　私たちは、 加害者家族の集いを 2008 年から続けてきて

るんです。 仙台は 2 か月に 1 回、 東京は毎月、 大阪も 2

か月に 1 回かな。 大体そのくらいのペースで、 当事者だけ

が集まって、 日頃言えない自分の思いを語る会を設けてい

ます。 人数が少ないときは、 特にグループ分けをしなくて、

どんな犯罪の人でも、 どんな立場の人でも入ってもらってい

たんですね。

　ただ、 人数が増えてきて気がついたことがあって、 加害

者との関係性によって悩み方が違うと分かりました。 お子さ

んが罪を犯した場合と、 配偶者が罪を犯した場合…いわゆ

る、血がつながっている家族と、つながっていない家族では、

悩み方が違いますね。 特に、配偶者の犯罪の場合、離婚っ

ていうことはやっぱり考えますよ。 離婚すべきかどうか、 み

たいな話がそのグループの中で出たりする。 親子関係だと、

それはあり得ないですよね。 なので、分けたケアが大事じゃ

ないかということで、 加害者との関係性によってグループ分

けしています。

　今後、 より人数が増えたら、 罪名や立場で分けたりです

とか…そういうグループがたくさんできることで、 よりその人

の当事者性を感じられる空間ができていくんじゃないかなと

思っております。 私も普段は個別で対応する家族がとても

多いですけども、 グループは、 比較的お金のかからないケ

ア方法だし、 当事者が自立していくことにもすごくつながる

ので、 そういう、 第三者とは違った、 同じ経験をした人だか

らこそ分かる空間、 これは非常に重要ですね。

　ただ、 残念ながら、 そんなに利用率は高くないんですよ。

グループが合わないという人もやっぱりいて、 利用率は２、

３割ですかね、 意外と。

　あと、 逮捕の直後からずーっと判決確定までばっちりケア

した人は、 その後のケアが楽です。 だから本当は、 一番

大変な 「何があるか分からない」 という逮捕前後から、 裁

判の間までがっちりサポートすることができたらいいですよ

ね。 ただ、 WO Ｈを知らない人ももちろんいますので、 早く

つながることができた方は逮捕からしっかりとサポートができ

たけれども、 中には、 本人が刑務所に入った段階で WO Ｈ

を知ったっていう人もいます。

最後に

　私として、 何が一番つらいかというと、 被害者への対応で

すね。 やっぱり、 ご近所に被害者の方がいて、 事故が起

こった後に何も言わない、 というわけにはいかない。 何らか

の謝罪をしなければいけない。 そういうときに、 特に人が亡

くなっているケースで、 加害者家族が１人でご遺族の家や

被害者のお葬式に行くっていうのは、 すごく怖いことなんで

すよね。 なので、 私も付き添うことが結構あります。 どこま

で付き添うかは、 case-by-case （※事情に応じて対処す

ること） なんですけども、 少なくとも、 会場まで一緒に行っ

て、 待っててあげるだけでも…１人で行くよりは心強いと思

います。

　でも、 私もすごい緊張しました。 ケースによっては、 ご遺

族の方とお話ししたり、 そういう風に発展するケースも無い

わけではないですね。

　こういうところも、 罪を犯した本人が拘束されていて謝りに

行けないのであれば、 代わりに家族が行って、 という状態

です。 事件直後が一番、 怒りが強いときなんですよ、 やっ

ぱり。 本人が刑務所から出てきたときには、 怒りがなくなっ

ているわけじゃないですけれども、 また別な形というか、 少

し落ち着いたかたちというか。

　ということで、 加害者家族支援ってこんなことをやってい

ますよ、 っていうのは、 ホームページ上でも出していますけ

ども、 必要な支援は case-by-case なんですよね。 できる

だけ、 その１つ１つのケースに合わせたサポートを心がけて

います。

　それで、 定期的に、 例えば 「性犯罪の加害者家族の場

合はこういう傾向が出ました」 とか、 「交通事故の場合はこ

ういう傾向があります」 とか、 そういうことは色んなところで

報告したり、 本に書いたりしております。 今後、 加害者家

族支援というものが発展していく中で、 参考にしていただけ

たらなと思っています。

（･･･ おわり）
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１． 山をも動かす信仰

　聖書には、 イエス ・ キリストを信じる者には、 数々の恵み

が与えられると約束されている。

　「山をも動かす信仰」 （マルコ１１：２３，２４） はその一つ。

山のように立ちはだかる大問題を解決する最も有効な手段

の一つである。その秘訣は、父なる神のことばを疑わないで、

子どものように単純に信じつづけることである。

　以下は、 東京大学ＹＭＣＡで知り合った、 ナイジェリアの

牧師・テレビ伝道者、 セグン・オシナガ博士 （アフリカ・ハー

ベスト ・ ミニストリーズ） から聞いた話である。

２． 信じて命じつづける

　夫に先立たれたケニアの未亡人 （Ａさん） は、 ある広い

土地を相続した。 ところが、 この土地は小高い山によって

占められていて、 放牧にも耕作にも適さない。 4 人の子ど

もを持つＡさんは、 たちまち経済的に困窮する。 「この山さ

えなければ、 穀物を植えたり、 羊を飼ったりできるのに」 と

いつも思った。

　あるとき、 Ａさんは、 マルコの福音書１１ ： ２３，２４ （新

約聖書） を読んで、 心を打たれた。 「これはすごい。 うち

の山に向かって 『平らになれ！』 と言って、 疑わないで信

じるならそうなるのだ！」。 Ａさんはこうして、 天からのイン

スピレーションを受けた。

　ちょうどその頃、 近くにアメリカ人宣教師が集会を開いて

いた。 Ａさんはさっそく集会に出て宣教師に質問した。

　Ａさん 「マルコの福音書１１ ： ２３，２４は、 イエス様が語

られたことばですか？」

　宣教師 「もちろん、 そうですよ」

　Ａ 「ここで語られていることは、 本当のことですか？」

　宣 「もちろん、 本当のことです」

　Ａ 「それでは、 うちの土地にある山に向かって 『平らにな

れ！』 と言えば、 そうなるのですね！」

　宣 「とんでもない！そんなバカなことがあるはずがないで

しょう！キリストはここで、 本物の山について語られたのでは

なく、 困難な問題の山について語られたのです」

　Ａ 「でも、 この聖句は本当にイエス様が語られたのです

ね？」

　宣 「そうです。 本当にイエス ・ キリストが語られたことばで

す！」

　家に帰るやいなや、その日から、Ａさんは毎日山に向かい、

「主イエスの御名によって命じる！目の前にある山よ、 平ら

になれ！」 と叫んで命令した。

　１週間経ち、 １０日経ったが、 何も起こらない。 Ａさんは

聖書のみことばを信じて、 毎日命じつづけた。

　１カ月経ち、 ２カ月が過ぎた。 でも、 山はびくともしない。

近所の人たちは、 Ａさんは気が狂ってしまったと噂した。 そ

れでもＡさんは毎日命じつづけた。 ３カ月経った。 何の変

化もない。

山を動かす

ささきみつお

コーナー
＊ささきみつお ブログ ： http://ixsasaki.ti-da.net/

作者 ： 某受刑者
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３． 山が動いた！

　Ａさんが山に命じ始めてちょうど４カ月が過ぎた時、 突然、

建設省の役人が家を訪ねてきた。

　「ケニアの道路建設のために大量のアスファルトの原料が

必要です。 ナイロビ大学が調査したところ、 お宅の山は、

アスファルトを作るためのコールタールの原料のかたまりで

す。 政府としてはぜひお宅の山を全部買い上げたいので

す」。

　びっくりしたＡさんは、 その驚きを隠して、 値段を聞いた。 　

　Ａさん 「１００万 （米） ドルではどうですか？」

　役人 「とんでもない、 そんな安い値段では売れません」

　Ａ 「それでは、 ２００万ドルではどうですか？」

　役 「いやだめです」

　交渉が続いた。

　ついに４００万ドルで売却が決まった。 ケニアの貨幣価値

から考えると、 この金額はぼう大なものである。 あっという

間に、 政府のブルドーザーで、 山は崩されて平地になって

しまった。

４． 疑わないで信じる

　聖書のみことばを、 心に疑わないで、 すなおに信じて実

行した結果である。

　アメリカ人宣教師は、 聖書のことばをロゴス （一般の人に

語られたことば） として受け、 頭だけで信じていたが、 Ａさ

んは、 それをレーマ （その人個人に語られたことば） として

受け、 心から信じたのだ。

　神は、Ａさんの純粋な信仰 （神のことばへの単純な信頼）

を喜ばれて、 山を平らにしただけでなく、 豊かな報償金ま

でくださった。

　「天地は滅びるであろう。しかしわたしのことばは

滅びることはない」（マタイ２４：３５）とキリストは言われた。

　永遠に滅びることのない神のことばをもっと信頼すべきで

はないだろうか。 そうすれば、 どれほど多くの悩みや思い煩

いから解放されていくことであろうか。 どれほど多くの困難な

問題が解決されていくことであろうか。

　天地万物の創造主 ・ 全知 ・ 全能 ・ 唯一 ・ 絶対の神に

対して、 目の前にある問題の山に向かって、 私たちの父な

る神がいかに偉大であるかを信仰を持って宣言していくなら

ば、 問題の山はその勢力を失って、 後退せざるを得ない

のである。

　

・ ・ ・ イエスは答えて言われた。「神を信じなさい。

よく聞いておくがよい。だれでもこの山に、『動き出

して海に入れ』と言い、その言ったことは必ず成ると、

心に疑わないで信じるなら、そのとおりに成るであろ

う」（マルコ１１ ： ２２，２３）

・ ・ ・ 信仰がなくては、神に喜ばれることはできない。

なぜなら、神に来る者は、神のいますことと、ご自身

を求める者に報いて下さることを、必ず信じるはずだ

からである。（ヘブル１１ ： ６）

　受刑生活が長い主人と結婚して驚いたことは、 3 つ

あります。

　1 つ目は、 布団の畳み方がすごいきれいなこと。 2

つ目は、 トイレに行くときに必ず私に確認を取ること。 3

つ目は、洞察力が鋭いこと。受刑者さんからの手紙が、

綺麗事なのか、 心の底からのものなのかを、 読んだ

だけで見極めることができます。

Lovely　DAYs
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　昨日は夕立に濡れて自転車を漕いでいました。 30 分も

すると、 服はサラリと乾きました。 気温が高く、 洗濯物も早

く乾く季節です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「夕立雲」

　さて、 心の相談室の連載ということで、 今日は、 その心

構えについて述べたいと思います。

　まず、 相談を受ける立場であるからには、 依頼者の気持

ちを知る必要があります。

　先日、 出所者を集めてのイベントを考えていたのですが、

友人がイベントの説明文に 「過去に何を犯してきたかを問

わず、 出所者を受け入れます」 と記入しました。 この言葉

自体は誰かを責めるものではないのですが、 「はて？」 と、

引っかかりました。

　確かに、刑務所に入る人は刑罰を受ける罪をした人です。

それを一概 （いちがい） に漢字どおりに 「罪を犯した」 と

認めていいのでしょうか？そこに私は、 刑務所に入ったこと

のない人の驕 （おご） りを感じたのです。

心構え

心の相談室

　確かに、国の裁判を経て、刑の言い渡しを受ければ、「罪

を犯した」 とするのが一般的です。 保護司や支援者の中

にでも、 出所者に対し、 「あなたは昔は悪いことをしたけど、

これからは……」 という言い回しをします。 その裏には ［私

は罪を犯していない」 という優位性を感じます。 出所者か

らみたら、 それこそ前科の重みを感じてしまう断罪の言葉と

して取られます。

　「罪を犯した」 と、 自覚に至る道は、 強制できるものでは

ないのです。 強制させるものでもないです。 そこは本人が

体験を通して学ぶしかないと思うのです。

　ひとつ、 ユゴーの書いたレ ・ ミゼラブルという 100 年以上

前の本から、 私の中に残る名言を紹介します。 刑務所に

いる方なら、 特別官本貸与の世界文学全集の中にあるは

ずです。 時間があるうちに是非読むことをおすすめします。

　主人公の男の名はジャン ・ バルジャン。 貧困に耐えられ

ず、 たった 1 本のパンを盗んだ罪で 19 年も服役していま

した。 19 年もの長さは、自由への渇望から脱走を繰り返し、

刑期が加算されたからです。

　彼は、 徒刑囚として行き着いた教会で、 ミリエル司教に

食事を御馳走になります。 その夜、 教会の銀食器を盗ん

で警察官に捕らえられます。 警察官にミリエル司教は言い

ます。 「食器は彼にあげたものです。 この銀の燭台も持っ

て行く約束でした」。 ジャン ・ バルジャンは、 ミリエル司教に

出会って 「良い人になる」 ことを誓います。

　私はこの、 ミリエル司教の言葉を思い出すのです。 以下

引用です。

☆☆☆

　聖人になること―それは例外である。

　正しい人になること―これが規則である。

　迷い怠け罪を犯してもよいが―正しい人になりなさい。

　罪をできるだけ少なくすること―これが人間の掟である。

　まったく罪をおかさないこと―それは天使の夢である。

　地上にあるいっさいのものは―罪を免れない。

　罪は引力なのである。

☆☆☆
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Ｋ刑　Ｍ ・ Ｔさん

　突然ですが、 去年のマザーハウスたより 10 月号と 11 月

号に掲載されていた、 障害者の方々からの言葉を読んで、

私なりに思うことを書かせて頂きたくて筆を執りました。

　私には、 生まれつき片方の耳が小さい、 片耳小耳症とい

う障害があります。小さいほうの耳は聴力がほぼありません。

　この病名を知ったのは、 ほんの数年前にテレビを見てい

た時で、 40 歳を過ぎてからでした。 ですから、 幼い頃から

この時までずっと、 自分の耳は単純に奇形なんだと思って

いて、 ただただコンプレックスでした。

　私の耳がどうしてこんな風になったのか、 というのを親か

ら 1 度も聞いた覚えがないので、 理由は未だに知りません。

親が私に言わないのは、 何か話せない事情があるのか、

話す必要がないと思っているのか、 それとも単純に話したく

ないのか、 そんなところだろうと子供心に勝手に想像してい

ました。 それと、 私自身が歳を取るにつれて、 親が私に対

して負い目を感じているのかもしれないとか、 私を不憫に思

い続けているのかもしれないと考えるようにもなり、 私から親

に聞くこともできませんでした。

　テレビでこの病気を取り上げていた時は、 母親が妊娠中

に何らかの感染症にかかるなどした時に、 まれに胎児にこ

のような影響が出ることがあると言っていましたが、 私の場

合がそうなのかは分かりません。

何事にも感謝して

生きて行きたい

塀の中のたより

　最後の 「罪は引力なのである」 という言葉を私なりに解

釈すると、

　―罪は、 ほかの罪も引きつける。

　―罪は、 すべてのものが持っている。

　―罪は、 意識しないとあることに気が付かない。

と出てきます。 誰しもが、 罪を犯しています。

　生きることは、 誰か、 又は何かの命を分け与えられて存

在することを赦されています。 人の命を奪って糧としていて

も、 刑事事件としては罪を問われなかったに過ぎません。

　もう少し丁寧に言えば、 刑法では 「構成要件該当性が

無かった」 と言います。 だからといって罪がないわけではな

く、 常に罪を犯しています。

　それでも罪をできるだけ少なく過ごそうと心がけます。 生

きる上で重ねる罪は、 良い行い （善行） を繰り返して心の

清掃を重ねる必要があります。

　仏教では、誰にも悟られずに善い行いを重ねることを 「陰

徳を積む」 と言います。 誰かに評価されないで善行を積

むのです。

　私は、 魔が差したとき、 善い行いをひけらかし、 悪い行

いを隠したがります。 そういう罪深い気持ちを改めるために

も、 陰徳を積むことを心がけています。

　私自身、 ミリエル司祭のような優れた師に出会えることが

できました。 私は、 誰しもが自己の成長のためにも様々な

人と出会えれるように祈っています。

　未熟な私ですが、 この 「心の相談室」 の連載も、 成長

のための出会いの場になればと思います。

作者 ： 某受刑者
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　個人的なことを長々と書いてしまいましたが、 こんな私で

すので、 去年の 10 月号のたよりに掲載されていた、 ヒデー

ルさんの 「ありがとうを伝えたくて」 という投稿文を読んで、

とても共感できましたし、 心温まりました。

　そして、 私よりも重い障害を抱えている人たちが、 このよ

うに頑張って生きているんだから、 私も見習わないといけな

いと思って、 勇気をもらいました。

　（略）

　相模原事件について思ったのは、 障害者の命やその存

在が必要かどうかをどうしても判断しないといけないのであ

れば、 それはご本人やご家族の方々が決めることであって、

今回の犯人のように、 他人が勝手に決めるものではないし、

ましてや手に掛けるなんてとんでもないことです。

　ただ、 この世に人間が存在している以上、 色んな思想の

持ち主がいるのは当然のことだし、 今回の犯人のような人

間が一定数いるのも事実です。 そして、 差別や偏見も無く

ならないでしょう。 実際、 私たちの日常にも、 こういった事

が数多く存在します。

　でも、 だからといって、 仕方がないとか、 諦めるとかいう

のではなくて、 減らす努力や心掛けは必要だと思います。

こんな事を言うと、 綺麗事だと鼻で笑う人もいるかもしれま

せん。 私自身も、 偏見ということに関しては、 まだまだな面

もありますけど、 過去に差別的発言で心に傷を受けた者と

して、 せめて自分はこういった言動をしないように心掛けよ

うと思っています。 そして、 コメントを寄せた障害者の方々

のように、 何事にも感謝して生きて行きたいです。

　最後に、 マザーハウスのスタッフの方々や、 会員の方々

にお願いがあります。

　片耳小耳症について何かご存知の方がいましたら、 どん

な事でもいいので教えて頂けないでしょうか。 例えば、 どう

してそうなるのか、 現状ではどのような治療法 （手術） ・ ケ

アの仕方があるのかなどです。 こういった事が分かれば、

長年の心のもやもやが晴れるかもしれませんので、 宜しくお

願い致します。

　それでは皆様方、 どうかお体ご自愛下さいませ。 感謝と

祈りのうちに。

　私は片耳しか聞こえないので、 日常生活において普通の

人たちと比べれば、 何かと不便なことがあります。 工場で

の作業中には、 周囲の人の存在や、 合車を押す人が近

付いてくるなどの色んな物音に気付かずに、 ヒヤッとするこ

ともあります。

　また、 他人が私に話しかけた時に、 相手の声が私に聞

こえていないことや、 言っている内容を聞き取れないことが

あって、 私には何の悪気もないんですが、 相手が変に誤

解をして 「無視してるのか」 などと失礼な言葉を投げかけ

てくることもありました。 こんな時は、 「そう決めつける前に、

私が気付くまで声をかけてくれるといいのに」 とか、 「心無

い人間もいるんだな」 と悲しくなったものです。

　学生時代には、 耳を見て笑われたり、 差別的な言葉を

使ってバカにされたりして、 私だけじゃなくて、 私を産んでく

れた親までバカにされたような気がして、 ひどく傷ついたこと

もあります。 こういった事の積み重ねで、 次第に人間不信

になりましたし、 私が事件を起こした動機の一端にもなって

います。

　しかし、 このような悪いことばかりではなくて、 以前に交際

した女性に色々と励まされて救われたことがありました。

　ここでの受刑生活においても、 一部の同囚や職員で、 私

と話す時は必ず私の聞こえる耳のほうに移動して、 なるべ

く大きな声で話しかけるようにしてくれる人たちがいて、 なん

て心優しくて思いやりがある人なんだろうと感動したこともあ

りました。 ご本人たちは何気なく、 ごく自然にしてくれている

ようでしたが、 私のような者にとっては、 それが何とも言え

ない温かい気持ちになるんです。 このように、 理解のある

人に出会うと、 その時の喜びは大きいです。

　この 5 年間くらい、 自分なりに聖書やカトリック関連の書

籍を読んで勉強をしています。 その影響もあって、 最近で

は、 この耳は神様が私に必要な賜物として与えてくれたの

かなと思えるようになりましたし、 良い事も悪い事も全ては

神様からのお恵みなんだと感謝できるようになりつつありま

す。

　その結果として、 片耳が聞こえないことで、 逆に私が周

囲の人たちに迷惑をかけたり、 不愉快な思いをさせてしまっ

ていることもあるかもしれないと考えるようになり、 よほど我

慢できない時以外は、 文句を言ったり、 愚痴をこぼしたりし

ないようにもなってきました。
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Ｇ刑　Ｏ ・ Ｓさん

　当刑務所に収容されている受刑者は、 工場出役が義務

づけられていて、 私が出役する第 11 工場は、 当刑務所

の中で一番遠くにある工場です。 検身場から第 11 工場ま

での距離は、約 200 ｍ位あり、その間を行進していきます。

　平成 25 年 10 月から、 優良工場制度が設けられて、

行進 （工場出役時、運動往復時、居室帰還時等） の際も、

採点されることになります。 そのため、 工場担当の指示は、

次第にエスカレートしています。 例えば、 手の振りは、 肘を

曲げない、 相手腰当りで止める気持で、 力強く振る。 足踏

みは、 力強く踏み込み、 スリッパの音を聞く、 声は大きな

声を出す等。 この指示の行進を真剣に、 約 200 ｍ続ける

と結構きつい運動となります。

　私が、平成 27 年 7 月、工場内整列の際に気分が悪くなっ

た原因は、 この行進によるものと確信しています。

　私の医療に関する当刑務所の診療録には、 平成 26 年

6 月の私の発作の病名は 「虚血性心疾患の疑いがある」

と記載されています。 私は素人ですが、この日の発作は「狭

心症」 ではないかと思っています。 狭心症の再発は非常

に高いものと確信しています。

　しかし、 当刑務所における医師Ａの診察では、 採血のみ

に依存し、 精密検査を怠り、 再発防止の適切な治療をさ

れていません。 医師Ａの医療ミスではないかと今でも私は

強く感じています。

　平成 27 年 7 月の私の発作の病名は 「下壁梗塞の疑い

がある」 と記載されています。 投薬、 ファモターＡ 81、 朝

一錠の医師Ｂの指示。 私は素人ですが、 工場担当が私の

体温を何度 （４、 ５回位） も測り直しの指示がされたことか

ら、 通常の体温でなかったと直感。 冷や汗、 気を失ったこ

となどから、 「心筋梗塞」 ではないかと思っています。

　心筋梗塞は、 心臓の中の血液の流れがどこかでつまり、

壊死することであることは知っています。 壊死による後遺症

は、 壊死の場所によって大小はあるのでしょうが、 後遺症

は必ずあると確信しています。

　私は、 ファモターを服用していますが、 次に、 三度目の

発作がもし起きた場合は、 かなり深刻な状態になるのでは

ないかと自覚。 不安であります。

　不安を少しでも解消できればと思い、 平成 28 年 1 月、

工場回診日 （看護師による問診日） に 「ファモターを服

用して半年になります。 一度、 心電図をお願いします。 で

きれば、 運動負荷心電図をお願いします」 と申請。 看護

師Ｏは 「先生に伺ってみる」 と返事。

　9 日後、 医務課に心電図を取っていただきました。 医師

Ａに、 「運動負荷心電図の必要はない。 心筋梗塞の波形

は出ている」 と言われ、 私は、 平成 27 年 7 月の発作は

下壁梗塞の疑いではなく、 心筋梗塞であったことを確信。

　私は、 平成 27 年 7 月の発作以降、 私の体温は非常に

低いことに気付き、 血圧のクスリ、 ニフエジビンＬ、 朝 ・ 夕

一錠の継続日（35 日目）には、必ず、体温を測ります（34.8

度から 35.5 度で、 以前より 1 度低い位）。 又、 足の脹脛

（※ふくらはぎ）、 太腿の上の部分のひきつけなのか、 筋肉

痛が良く起る、 しびれも良く起ります。

　私は、 77 歳と高齢者です。 日本人男性の平均寿命は、

79 歳とか言われていて、 ほぼ平均寿命に近い年齢まで生

かされています。 心筋梗塞等の発作により、 そのまま彼の

岸に行けるのであれば、 犯罪者として、 これほどありがたい

ことはありません。 しかし、 後遺症が酷くなり、 他の受刑者

に世話になる状態には、 死に勝る恐怖であり、 なりたくあり

ません。

刑務所の措置に

信頼できない
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Ｋ刑　Ｙ ・ Ｋさん

　こんにちは。 梅雨入りしましたねー。 夜中にカエルの合唱

が聞こえてきます。 （略）

　受刑生活の中で、 私は図書をかりるのが大好きです。 と

ても良い本と出会いました。

　「一粒の麦、 地に落ちて死なずば、 唯一つにて在らん。

もし死なば、 多くの果を結ぶべし」。

　新約聖書から始まる本です。 涙がながれ、 とても心に残

る本です。

　『塩狩峠』 三浦綾子 〔新潮文庫〕

　又、 きかいがあれば読んで下さい。

　今月も、 たよりありがとうございました。

　私は、 平成 19 年から平成 20 年にかけて、 約 1 年間、

第 1 工場 （養護工場） に出役していました。 いろいろな

病人 （受刑者） の世話をしてきました。 食事が自分で食

べられない者、 入浴が一人でできない者、 大小の用便を

垂れ流す者など。 中には、 半死半生ではないかと思われ

る受刑者 （工場出役 （車椅子） し、食堂に寝かせている）

を工場出役させている状況を見てきた私は、 不安で、 恐

怖でしか、 当刑務所の措置に信頼がありません。

　私が今回、 五十嵐理事長のご厚意に甘えて、 当刑務所

の医療の診療録を同封してまで、 一般社会の医療に携わ

る医師に一番、 お尋ねしたいのは、 当刑務所の医療が人

道的見地から正常であるのか否かであります。

　刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律、 第

１条 「･･･ 被収容者、 被留置者及び海上保安被留置者の

人権を尊重しつつ、 これらの者の状況に応じた適切な処遇

を行うことを目的とする」 と明記。

　第 199 条 「留置施設においては、 被留置者の心身の

状況を把握することに努め、 被留置者の健康及び留置施

設内の衛生を保持するため、 社会一般の保健衛生及び

医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置

を講ずるものとする」 と明記。

　私は、患者として、心電図検査の際、基線が正常でなかっ

たからといって、 機械の調子が悪いとか、 故障とかでごま

かすより、 後日、 何故、 検査のやり直しをしなかったのか、

他の受刑者の際は調子よく、 私の際は調子悪いは、 納得

できない。 不安だけが残ります。

　又、もし、後日、運動負荷心電図検査をしてくれないのか、

検査をしていればと、 不審だけが残ります。

　又、 もし、 後日、 胸部のＸ線検査をしてくれていたらと、

当刑務所医療に、 不信感だけが残ります。

　又、 もし、 ニトログリセリンを常備されてくれていたら、 （発

作が出た） 第 11 工場内での整列時に、 舌下に含ませる

ことができたのではと、 悔しさだけが残ります。

　私が服用しているファモターに関しては、 医師Ａは 「血液

をさらさらにするクスリ」 と、医師Ｂは 「血液を薄めるクスリ」

と言っていました。 所謂、 血液の流れがつまらないように

することと理解できますが、 私の心臓の一部が壊死したこと

は事実であり、 決して治りません。

　ファモターをこのまま飲み続けることによる後遺症という

か、 リスクは必ずあると思うのですが、 どのようなリスクがあ

りますか。 心臓の疾患の治療方法は、 他にないのですか。

　一般社会の医療機関においての常識というか、 治療の水

準をご教示いただければ幸甚に存じます。 私の精神は癒さ

れます。 安心した受刑生活が過せます。 どうか、 よろしく

お願いいたします。

おすすめの本
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　さて、 性犯罪のための改善プログラムと、 マザーハウス回

復プログラムが、 認知療法として近いものがある、 と以前

書きましたが、 その当時の少し前に、 懲罰を受けた私がい

ました。

　その時、 プログラムを、 懲罰を受けた反則事案にあては

めてみると、 その当時の行動に至る認知のパターンが見え

てきて、 過去の懲罰でも同じだった、 という気づきがあった

ので、 プログラムの有用性を別の面から感じました。 「取り

組む人の気持ち次第」 という性質もあるものの （やってら

れるか、 と思っては当然、 効果は小さいです）、 少なから

ず効果はあると思い、 現在、 閉居罰後に思うのは、 有用

性の実感から、 「閉居罰中にも行なったら良いのではない

か？」 と思うのでした。 特定の数人に、 特別改善プログラ

ムとして行なうことも必要でしょうが、 簡易なものができない

ものか？と。

　閉居罰中に、 ただじっと座って、 一人、 頭の中で反省し

てグルグルと思いを巡らすことも、 罰として必要かもしれま

せん。 ただ、そこに発展性がなければ、同じことしか考えず、

すぐに反省をやめて他のことを考えたりもしますし、 発展さ

せる力を持たない （思考力に限界がある） 私のような者も

います。 それが、 プログラムを行なったことで、 きっかけが

与えられ、 今まで発展しなかった思考が一歩進み、 二歩

進み、 としたのです。

　昼間の閉居罰を終えて、 夕方の余暇時間に、 私物もラ

ジオもなく、 「暇だから寝た」 という人も少なくないわけです

から、 余暇時間に自己分析する改善プログラムに取り組め

るようになれば、 懲罰期間が有意義な、 自己を見つめ直

すための時間に変えられるのではないか？と思ったのです。

　自分で考えて気づけ、 と言われても分からない者がまた

同じことをしてしまう、 考えることが面倒な者が考えもせず

同じことをする、 となれば、 テストのように何かに取り組む

罰に見えても、 「何もしないで暇だ」 という人には、 「こんな

ものでも暇より良い」 と真面目に取り組むかもしれません。

もちろん、 取り組むのは強制となる方が、 この場合、 良い

と思いますが。

　余暇時間になってまで、 ただ座って過ごした昼間に続い

て、 そんなことしたくない、 と思われることもあるでしょうが、

マザーハウス回復プログラムもそうですが、 自分を振り返る

ためのきっかけとなるものが、 かたちとして （設問としてなど

で） あることは、 （ただ自問自答するよりは楽でもありますか

ら、 良くない面もあるでしょうが）、 方向性をはっきり示すと

いう点で大きいと思ったのでした。

きりさん

　集団処遇、 行動訓練が主となる刑務所では、 個人の事

情を汲んで処遇していられない、 というのも一面ではありま

す （あっちはＯＫで、 なぜこっちはダメなのか？と格差が生

まれれるとも）。

　しかし、 困ったこと、 心配があれば相談しなさい、 という

建前を信じて相談に行けば、 「ややこしい話を持ってくるな」

と煙たがられたり、 「家族なら、 本当の （真の） 友人なら、

おまえのためにやってくれるだろう」 という幻想じみた価値

観で、 そういう家族環境じゃないことなど、 多様な生育過

程を無視した指導で返してきたりされると、 何のためのシス

テムで、 頼ったら良いのかも分からなくなることがあります。

自分だけでなく、 他人の話を聞いていても思います。

　立場の違いを考えれば、 運営上じっくり対応できないこと

もある、自分以外も願い出ている、ということも分かるのです。

ですが、 対応されて、 しているのを見て思うのは、 願箋の

書き方が良くないなら、「解らない、どうしたら？」 という人に、

「自分で考えろ」 と言わず、 少しは教えるとか、 本人が今

必要だと思ってる気持ちに対して、「出てからやれ」 とか 「必

要ないだろう」 とは言えないのではないかとも思うのです。

　自分自身が他人の立場に立って、 いつでも考えているか

といえば、 そうでもなく、 何を言っているのかとも思います

が、 寄り添って考えることはそれほどに難しいとも感じるので

した。

「気づき」 について

作者 ： M 刑　C ・ T さん
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　皆さんはどのようにプログラムに取り組んでいるでしょう

か？どのようなことを考えるに至ったでしょうか？どのような

新たな気づきがあったでしょうか？新しいことなどなかった

･･･ のはなぜでしょうか？

　マザーハウス回復プログラムの感想としてだけでなく、 明

かせる範囲で、 考え、 気づきの瞬間を教えてほしいです。

　気づきというところまで書いていると、 たよりの 4 月号が手

元に届きましたが、 ここでも、 プログラムやヴィパッサナー

瞑想について語られています。

　「瞑想」 というと、 「難しそう」 「宗教くさい」 などと言う人

もいて、 敬遠されたりもするのですが、 単純に 「マインドフ

ルネス」 というものは、 世界的な一流企業でも使われてい

る、 リラックス法のようなものとしても知られているので、 抵

抗感がある人はもう少し軽い気持ちで取り組まれてはどうか

と思います。

　回復プログラムもそうですが、 １回、 ２回やってみて、 「何

だこんなもの」 とか 「意味ない」 と思ってやっては何も得ら

れません。 結果的に何も得られないと思っても、 「まずやっ

てみる、 何か得られるかもしれないと思ってやってみる」 そ

して 「続けてみる」 ことが大切です。 「意味がない」 と思っ

ていては、 意味も気づきも得られません。

　ＭＬＰのやり取りで、 「人を信じる」 ことについて、 牧師さ

んの話を頂きましたが、日本語の 「信」 は、「人」 の 「言」

葉というように、 相手の言葉を真に受ける、 心で受け止め

ることから、 「信じる」 ことにつながるのだ、 というのがありま

した。 「あなたを信じるけど、あなたの言ってることは信じ（聞

き） ません」 というのはないですよ、 と。

　今、 私たちが信じて聞くのは、 「神様の教え」 とともに、

直接関わってくださるマザーハウスの、 そして、 たよりの中

の言葉ではないでしょうか？毎月のたよりは、 言葉を、 気

づきを届けてくれる 「便り」 ではありますが、私たちにとって、

つながりを保つ 「頼り」 になっているものだと思います。

　単なる言葉遊びで言っているのではありません。 考え方、

捉え方によって色々な気づきが生まれるのです。 回復プロ

グラムやマインドフルネスに （毎日続けられなくても、 少し

ずつ、 毎日になっていくのを目的に、 くらいでも良いです）、

取り組み続けてみてほしいと思います。

　続ける ･･･ という意味では、 私は朝の出役前、 夕の還室、

夕食後などに、 １日を無事に始められること、 平穏に終え

られるようにと祈り、 無事に帰ってこれたことを感謝し、 （会

うことはなくても） 家族 ・ 被害者の回復 ・ 無事を祈るように

しています。 共同室であっても同じです。 バカにされる行為

だとしても平気です。 バカにするような人は、 その程度のか

わいそうな人間だと思えば （やや見下しになってしまってま

すが ･･･） 腹も立ちません。 ･･･ そのように変えられました。

　マザーハウスたよりの初期にこんな言葉があり、 胸にとど

めています。

・気づきがあれば、考えが変わる （気づきがまず必要です）。

・考えが変われば、行動が変わる（たとえわずかでも、です）。

・ 行動が変われば、 習慣が変わる （人は習慣性の生き物

です）。

・ 習慣が変われば、 人格が変わる （いつの間にか身につ

きます）。

　人格が変われば、運命が変わる （変わり方は様々です）。

　（） 内は、 私の捉え方ですが、 これを繰り返すと、 わず

かな運命 （方向） の変化が、全く違った方に変わると思い、

もっと別の道へと進めると信じて、 心に刻みこんで （受けと

めて） います。

Ｔ刑　Ｍ ・ Ｓさん

　私は夫を殺し、 無期の刑を受けました。 事件から 14 年

が経ち、 まだまだ服役していかなくてはいけません。

　こんな私にも家族は見離さず、 ずっと守ってくれていまし

た。 娘、 息子、 兄、 父、 妹の 5 人が私の家族です。 そ

の家族へ毎月、 手紙を出していくことが私の償いのひとつ

だと考えています。 そして、 手紙を出さなくなってしまった

時が、 家族の絆が切れてしまう時だと思っているので、 月

に一度は手紙を出すようにしています。

家族の絆
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Ｍ刑　Ｆ ・ Ｊさん

　突然のお手紙、 大変失礼します。 （略）

　平成 26 年の春に、 薬物事件で捕まり、 Ｍ少年刑務所

に入り、 移送され、 Ｍ刑務所で生活しています。

　マザーハウスとの出会いは、 とある同囚からパンフレットを

見せてもらい、 今、 手紙を書いている次第です。 毎月届

くパンフレットを借りては見て、 共感し、 頑張ろうと毎日思っ

ています。

　しかし、 今、 私は調査中です。 2 回目の作業拒否です。

1 回目は 4 月に、 2 回目は、 5 月末です。

　自分は、 小学校の頃から精神病を持っており、 小 3 で

ＡＤＨＤ、 リタリン服用。 中 3 まで。 その後、 鑑別所 4 回、

少年院 2 回入り、 そのうちの 2 件は、 薬物が関わった事

件でした。

　私の弱いところは、 目の前の事からすぐに逃げ、 集団生

活でイライラしてしまい、 心、 体の行動が一致しないことで

す。 自分では分かっているのですが、 なかなか直りません。

1 回目の作業拒否は、 担当にはっつかれ、 嫌になり、 作

業拒否しました。 2 回目の作業拒否は、 部屋の人間が良

い人すぎて、 必要以上に構って来て、 今飲んでる安定剤

や眠剤を止めさせようとしてきて、 まいってしまった事です。

　今の悩みは、 今後、 工場に下りてやるか、 それとも昼夜

独居にするか、 悩んでいます。 昼夜間は、 何回も作業拒

否や、 もしくは、 誰かと殴り合いするしか方法はありません。

しかし、 今の私には、 たいてい人を殴ったりする様な勇気

がありません。

　でも、 反面、 工場でしっかりやりたい気持ちもあります。

なぜなら、 待っていてくれる家族が居るからです。 その為

にも、 頑張りたいんです。 （略）

　Ｍ刑務所では、 まず受刑者に対して、 人間だと思って接

していない職員が多いと思います。

　例えば、 行進中など、 金線が居る前では、 足上げる前

の手のふりは 60℃ 30℃など、 とにかく怒鳴りまくられます。

医務では、 4 月頭に診察に入れたのが、 平気で 2 ヶ月待

ちは当り前で、 何かと理由を付けてきては、 そのつど訳の

分からないことを言われます。 この前の診察では、「朝、昼、

夕の薬ですが」 って言ったら、 そっこうで 「辞めるん」 と言

われ、 こっちの意見なども聞かずに、 そんなことを言われ

たこともあります。 ギックリ腰をやったら、 トイレに行っただけ

で 「動ける」 と言われ、 次の日に帰されました。 今も毎日

腰が痛いですし、 左足もずっとしびれているのが現状です。

　ここの刑務所はてきとうすぎます。人を見て判断してます。

考えるだけでイライラします。 でもそれもこれも、 自分が悪

い訳で、 言われたりするのは仕方の無いことだと思います。

　Ｍ少刑に居た頃は、 よく、 個別に面接をし、 絶対上がら

ないように、 担当一人ひとりが皆協力し合ってやってくれて

いたので、 無事故も 11 ヶ月付けることも出来ましたが、 こ

こＭ刑に来て、 そっこう罰になってダメになったけど、 満期

日まではなんとか、 頑張って生活したいと思っています。

　一応、ガラ受けは親で、仕事も父の会社で働きます。 （略）

自分も、 もう外仕事も長いので、 落ち着いて生活出来るよ

うにしたいと思います。 それから、 やっぱり最初大変だと思

います。 だけどなんとか、 一つひとつ乗り越えられればと思

います。 その為にも、 集団生活もやらなければいけないと

感じてます。 ただし、 自分自身がつぶれてしまっては意味

が無いので、 そこは慎重に行動しないとなって感じてます。

　今自分に出来ることは、 やはり、 人とは違う生き方しか出

来ず、 病気のせいにしてばっかだったので、 直さないといけ

ないと感じてます。 （略）

　今は、 毎日が我慢の毎日で、 社会に居た頃は、 ワガマ

マ好き放題して来たので、 毎日が本当に苦痛です。 でも、

それもこれも、 全部自分が選び、 選択してきた道ですので、

仕方ありません。

　ですが、 自分も人間ですので、 少しは楽しく、 時には笑っ

て過ごしたいし、 時には泣いたり苦しんだりして生活したいと

考えてます。 楽な道ばかりある訳じゃないですが、 1 人で

はないし、 家族が居るのもあります。 もちろん、 マザーハウ

スの皆様も家族です。 そこは、 時間をかけてゆっくりやって

いけたらなって思います。 （略）

一つひとつ

乗り越えられれば
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Ｋ少刑　Ｕ ・ Ｍさん

　青葉若葉の映える季節ですね。 私の一番好きな季節で

もあります。

　被災地に　音符ただよう　青葉風。

　被災した年には幼かった子供たちも唄いながら学校に通

う、 そんな光景を詠んでみました。

　神様が創造されたものすべてが、 こうして朽ちることなく

芽吹く、 命を感じます。 植物を含め、 命あるものすべてが、

神様に生かされているのです。

　人間に危害を及ぼす生物でさえ、 滅ぼすことのない、 優

しいお方です。

　さて、 近況報告です。 と言っても、 変ったこともないので

すが、 理容師試験に合格し、 ほっとしています。 現在は、

お客様にお金を頂いて、 理容師として従事しております。

満足していただけるように心掛けてます。 また、 趣味の俳

句も再開いたしました。 この 2 年間は、 余暇時間はすべ

て理容の勉強に使っていましたので、 これからは趣味とか、

また、 簿記にも挑戦しようかと思います。

　過去の受刑生活は出所することばかりを考えてましたが、

今回は、 社会復帰後のことを考えるようにし、 時間を無駄

にすることなく色々なことに挑戦しようと決意したのです。 神

様の導きもあり、 アーク ・ ガス溶接、 小型建設機械、 解

体用ブレーカー、 玉掛け、 小型移動式クレーン、 そして理

容師と、 様々の資格を取得することができました。 更生へ

と役に立つものばかりです。

　そんなことで、 充実した日々を送らせていただいておりま

す。

近況報告！

　就寝前に、 Ａくんが 「まま、 おにこない？」 と言ってき

ます。 「来ないよ。 イエスさまが守ってくれるから大丈夫

だよ」 と言うと、 「いえすさまどこにいるの？かくれんぼし

てるの？ほらーげーむしてるの？」 って言うので、 イエス

さまがホラーゲームをしてる様子を想像してしまい、 面白

かったです。

　Ｋちゃんは、 こちらの言っていることをだいぶ理解するよ

うになってきました。 「お手手洗いに行こう」 と言うと自ら

水道場に行ったりとか、 「チューしていい？」 と聞くと首を

横に首振ったりとか、 Ａくんよりも成長が早いように感じま

す。

育児日記
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　結論からお話しします。

　「チャンスはいつの時も自分の前にあり、 それを手にする

のか手放すのかは、全て自分が決めている」 という事と、「限

界は自分が思っている程、 低くはない。 自分を抑え込んで

しまっているのは自分」 という事の 2 点です。

　今回の収容生活中に 1 度、 同室の者の態度が悪い事が

気になり、 幾度か注意をしたのですが、 改める事が無かっ

た為、 暴力を行使した事があります。 当然、 調査となりま

した。 その時調書を作成して頂いた職員より、 「お前がやら

なければいけなかった事なのか良く考えてみろ。 自分を大

切にしろよ」 と言われました。 審査会の結果、 閉居罰 20

日となり、 この間言われた言葉の意味を考えてみましたが、

理解する事は出来ずに閉居罰が終りました。

　その後、 縫製の工場へ配役となり、 通信教育公費負担

の日商簿記 3 級や、 集団キャリアカウンセリング、 行動適

正化教育等を受講させて頂く機会があり、 その中で自分の

意識も少しずつ変って行きました。

　最終的には、 就労支援対象者として選んで頂いて、 その

際に分類統括より、 「今まで色々な事を我慢して来たと思

いますが、 これからは尚一層の我慢をして、 自分が巻き込

まれない様に充分注意して生活して下さい。事故があれば、

その時点で支援は出来なくなるので」 と訓示を受けました。

　また、実際の現在の就労先である会社の方との面接では、

「刑務所側があなたとの面接を許可しているのは、 あなた

が信頼する事の出来る人だと言う事、 なので私達も安心し

てあなたを雇用する事が出来ます」 と言って頂ける事があ

りました。

　全てを受け入れる事は難しいと思いますし、 また、 出来

る事とも思いません。 しかし、 自分がやろうとしている事、

そのための我慢であったり、 自分の限界のハードルを上げ

る事は出来ると思うのです。 腹の立つ事も多いのも事実で

す。 でもよく考えてみて下さい。 「今まで自分の積み上げて

来たものを失っても、 それでも価値があるのか」 を。

　今、 私は、 就労支援で紹介して頂いた会社で、 社員とし

て働いています。 聖書の中に 「求めなさい。 されば与えら

れるであろう」 とあります。

　自分が 「こうなりたい」 と思った時、 祈り、 真剣に行動

すれば、 そこに至る道を与えて頂ける事を、 今回の事程、

わかり易く示して下さっている事はないと思っています。

葉月の蛍さん

　関東、 甲信越、 北陸と、 梅雨明けも発表されて厳しい

暑さの夏本番を迎えた今日この頃ですが、 マザーハウスの

皆様、 全国各地の収容施設におられる兄弟姉妹の皆様、

お元気で過していらっしゃいますでしょうか。

　私事にて恐縮ですが、 2017 年 7 月に、 4 年の収容生

活を終えて社会復帰致しました。

　現在収容生活を送られている兄弟姉妹の皆様の参考に

なるかどうかはわかりませんが、 今回の 4 年で経験した事、

感じた事等をお話しさせて頂ければと思います。

努力は

無駄にならない

塀の外のたより

作者 ： M 刑　K ・ J さん
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▼ 8/21　19 ： 00 ～

　　　当事者 TS （トラブルシューター）

▼ 8/24　13 ： 30 ～

　　　前橋地方裁判所刑事部にて、 情状証人

▼ 8/26　15 ： 00 ～

　　　新宿住友ビル 8 階にて、 作田明賞 ・ 授賞式

▼ 8/28　18 ： 00 ～

　　　龍谷大学 至心館にて、

　　　　APS （アフター ・ プリズン ・ サポート） 研究会

▼ 9/1 ～ 9/4　

　　　國學院大学 渋谷キャンパスにて、

　　　　犯罪関連学会合同大会 （2 日と 3 日に参加）

　6 月 16 日～ 7 月 15 日の寄付金

合計 ： 331,365 円 

（内　愛のプリズム宣教基金：61,150 円）

　皆さま、 いつもありがとうございます。

　たよりの原稿は、 「理事長挨拶」 が一番最後に出来上が

ります。その月の活動を振り返って書くためです。今月号も、

「理事長挨拶」 はいつも通り 2 ページになるだろう、 と予想

してつくっていたら、なんと1ページに収まってしまいました！

　1 つのコーナーがなるべく見開きになるようにつくっていた

のですが、 1 ページずつずれていき、、、 コーナーの途中

でページをめくらなければならない配置になってしまいまし

た、、、。 調節を試みましたが、 上手くできず、、、 （悲）

　でも、全ての原稿が上手く 1 冊に収まって良かったです！

* 編集局からのお願い＊

　事務局宛のお手紙から、 たよりに載せることもあります。

載せてほしくないものは、 文中でその旨を書いてくだされば

と思います。 よろしくお願いいたします。

　また、 今回のイラストは作者不明のものが多くてごめんな

さい。 編集局以外に届いたものは、 スタッフが開封して封

筒とは別のところに保管してしまう場合があるので、 イラスト

の裏に名前を書いていただけると助かります！

　それでは、 来月号もお楽しみに！

マザーハウスたより 編集局

ご 寄 付 あ り が と う ご ざ い ま す ！

編集後記

行事予定

　「正当に評価されていない」 等と思う事も多いと思います。

でも、 人の力を超えた力が、 今の努力をしっかりと評価して

くれています。

　諦めず、 投げ出さず、 続ける事が一番大切な事だと感じ

ます。

　上手くお話しする事が出来ていないと思いますが、 申し訳

ありません。 自分がどの様な経緯で現在に至っているのか、

少しでも知って頂く事が出来れば幸いです。

　努力は決して無駄にはなりません。

作者 ： 某受刑者
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こちらでもお求めになれます。

ご 協 力 あ り が と う ご ざ い ま す

カトリック茅ヶ崎教会
カトリック北仙台教会
カトリック所沢教会
カトリック中和田教会
カトリック布池教会
カトリック東山教会
カトリック浜松教会
カトリック新子安教会
カトリック菊名教会
カトリック碑文谷教会
カトリック東仙台教会
イエズス会日本殉教者修道院

カトリック足利教会
カトリック神田教会
カトリック松戸教会
日本カトリック神学院
カトリック戸塚教会
カトリック桃山教会

（平和環境部）
カトリック大分教会
カトリック西千葉教会
カトリック下井草教会
カトリック元寺小路教会
ドン・ボスコ社

マザーハウス×きしゃぽん古本募金

便利屋サービス《ラウレンシオ》

★ 郵便振替口座　00170-0-586722
★ みずほ銀行 新宿支店 普通口座 2376980
     口座名：特定非営利活動法人 マザーハウス

トクヒ）マザーハウス

書籍・DVDを寄付していただくと古本募金になりマ
ザーハウスに還元されます。詳細はマザーハウス×き
しゃぽん係にお問い合わせください。

良心的価格で不用品処理、遺品整理、掃除などを真心
こめてさせていただきます！もちろんお見積もりは無
料です。この事業は「出所者の就労支援事業」の一環
でさせていただいております。収益の一部は、出所者
の更生改善と社会復帰支援事業に充てられます。

★ラウレンシオとは３世紀にスペインで生まれ、料理、掃除等の
　下働きの中に神の臨在を見、歓喜した聖人。

0120-29-7000

080-4614-8508
03-6659-5270

03-6659-5260

03-6659-5270

lawrance@motherhouse-jp.org

maria_coffee@motherhouse-jp.org

ルワンダ・コーヒーの
栽培は、1,300 〜 2,200
メートルの高地栽培、
昼夜の寒暖差と豊富な
雨量に恵まれた天候、
肥沃な火山灰質の土
壌、パーフェクトな生

産環境で天塩に掛けて有機肥料を使用した栽培で行われています。豆
は手で収穫され、完全洗浄、天日乾燥を経て、一粒、一粒、手で選別
されます。それらの丁寧な作業が、ルワンダの大粒で美しいグリーン
ビーンズ（生豆）“ アラビカ種ブルボンマヤゲイス ” を生みだしていま
す。

社会貢献
この商品は全て出所者が製造から販売に携わってお
り、収益金は全て受刑者の更生と出所者の社会復帰支
援及び施設建設資金等に使用させて頂きます。

ご購入の申し込みやお問い合わせは Fax、メールにて
お受けいたします。

● 200g［粉・豆］
● カフェドリップ（一人用）10g

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥900
・・・・・・・・・・・・・・・・・¥100

● 正会員（年会費）
● 賛助会員
● 社会復帰支援

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　¥5,000 × 1 口
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　¥3,000 × 1 口　

・・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・  寄付

送料別

−マザーハウスたより８月号 −

〒 130-0024 東京都墨田区菊川 1-16-17-102

2017 年 8 月 15 日発行発行責任者／五十嵐 弘志

info@motherhouse-jp.org
http://www.motherhouse-jp.org
https://www.facebook.com/v.t.nicolas
http://www.facebook.com/motherhouse1964

定期的にコーヒーを購入し、 販売して

くださっている教会 ・ 修道会 （順不同）

マリアコーヒー購入について

マザーハウスへのご支援は下記の通りです。

ＴＥＬ

ＦＡＸ

ＭＡＩＬ

ＦＡＸ

ＭＡＩＬ

連絡先

ＴＥＬ

送り先 〒 358-0053
 埼玉県入間市仏子 916


