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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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＊無題の文章には題名をつけさせていただきました。

＊イニシャルは、苗字・名前の順です。

　２　理事長挨拶
　４　学生からのたより
　５　育児日記
　６　ささきみつおコーナー
　７　Lovely　DAYs
　８　心の相談室
　９　塀の中のたより
１７　巷のたより
１８　健康相談窓口
１９　行事予定

《 表紙 》

Ｍ刑　K ・ J さん

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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マザー ・ テレサから学んだこと

　最近、マザー・テレサの映画を観ました。 マザーは、 色々

な人に 「無理ですよ」 と言われても、 神様に言われたこと

を信じて実践し続けました。 神様が言われたことは、 周りに

何を言われても実践するべきであると、 祈りを通して確信

しました。 私の信仰の母はマザー ・ テレサであると公言し

ている者として、 マザーのように実践していくことが大切だと

思っております。

　聖書にも書いてありますが、 口先や言葉だけの人間には

なりたくないです。 カトリック教会から様々な批判の言葉を

いただきますが、 自分の言動には責任を持って進んでいき

たいと思っています。 そして祈りと愛の実践を行っていきた

いです。

　私は、 マザー ・ テレサから、 「遠くの人を愛することは簡

単だが、 目の前の人を愛することは難しい」 ということを痛

いほど学びました。 これは、 日本の殺人事件の原因で一

番多いのが、 親族間での殺人であることを見ても明らかで

す。

　目の前の人を愛することができるのは、 キリストの愛と赦し

だけだと感じています。 私は、 目の前の人を赦し、 愛する

ことを刑務所の中で学び、 実践させていただきました。 そこ

で日々、 キリストと触れ合ったのだと思います。 社会におい

ても、 このことを実践していきたいといつも思っております。

それは厳しいことですが、 私自身が選んだ道であり、 キリス

トがいつも助けてくださっていると実感しています。

　暑い日々もだんだんと緩やかになってきました今日この

頃、 皆さまいかがお過ごしでしょうか。

　いつもマザーハウスをご支援いただきましてありがとうござ

います。

　今までの活動を通して様々な問題や困難がありましたが、

一歩ずつ前進している状況です。 社会復帰した方も、 50

名以上になりました。

ご支援のお願い

　皆さまにぜひお願いしたいことがあります。 マザーハウス

の運営資金等に関して、 ご支援をいただけないでしょうか。

社会復帰した方々も増え、 様々な費用がかかっているとと

もに、 回復のための面談やミーティング、 イベント等にも経

費がかかっている次第です。

　今のところ行政は何もしてくれません。 再犯防止推進法

が成立したことで、 これから様々な支援体制が行われると

感じていましたが、 当事者の叫び声は全く聞いてもらえず、

法の検討委員会にさえ、 当事者が参加することはありませ

ん。 私自身、 何度か電話などで直接お話しさせて頂きまし

たが、 法務省が本気で再犯防止に取り組んでいるとは思え

ませんでした。 頭の中だけで考え、 実践が全くできていな

いと感じます。 当分の間は、 このような行政に頼るのでは

なく、 皆さまの力を借りて、 回復のための支援と実践を行

なっていきたいと考えています。

　皆さま一人ひとりも大変な状況と思いますが、 ぜひご支

援いただければ幸いです。 よろしくお願い致します。

理事長挨拶

Ｔ刑　Ｆ ・ Ｋさん

Ｍ刑　Ｔ ・ Ｓさん
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近況報告

　本当に神様は、 私のようなどうしようもない極悪人を用い

て、 そして門を開いてくださっていると日々感じております。

　その一例として、 ある方のご紹介でアディクション ( 覚せ

い剤など ) の関係者と出会い、 意気投合し、 マザーハウス

JM ハウスを開設することが決まりました。 JM ハウスの由来

は、 メリノール宣教会のジョン ・ ミニ神父のお名前をいただ

きました。 今後、 複数の地域にて JM ハウスを立ち上げ、

女性の家、 男性の家、 少年の家、 高齢者の家、 障害者

の家、 ならびに虐待を受けている子どもたちを受け入れる

施設としたいと思っております。

　また、 事業部として、 便利屋業やコーヒー販売が就職の

場にできるようにしていきたいと思っています。 社会貢献の

ための会社を立ち上げたいです。 何よりも、 このミッションを

与えてくださったのは、 キリストだと信じております。

　8 月は、 私と当法人を裏切った人を 2 名、 再び受け入

れました。 自分の中では葛藤がありました。 「この野郎」 と

思ったことも多々あります。 でも、 私自身、 キリストに赦さ

れた者であり、 キリストから日々愛されているということを実

感しているので、 彼らにも同じようにしたいと思うことができ、

受け入れることができたのだと思います。

　先日、 久里浜少年院に行きました。 この少年院には、

深い深い導きがあります。 8 月 11 日に納骨式がありました

ロイ神父様と関わりのあった、 イエズス会のブラザー ・ エル

ナンデスが関わった施設です。 ブラザー・エルナンデスは、

私の信仰の父の一人でもあります。 そのブラザーが関わっ

た施設の少年と交わり、 その少年の身元引受人にさせてい

ただいたことを心から感謝し、 私の息子の一人として、 回

復のためにとことん関わっていきたいと思っております。

　ブラザーが私に教えてくださったのは、自分の中にいる 「犯

罪の虫」とどう向き合うかということです。 その虫と向き合い、

良く知り、 コントロールし、 良い虫にすることが必要だと思い

ます。

　また、 横浜地方裁判所、 前橋地方裁判所と、 情状証

人に立たせていただきましたが、 彼らが回復の道を歩むこ

とができるよう、 回復プログラムについて裁判等でも説明し

てきました。

　このプログラムを何回も何回も何回も実践する人間は、

必ず光の道にたどり着くと私は信じておりますし、 実際にそ

の道を歩んでいる人もいます。 このプログラムを実践するの

は、 はらわたがえぐられるような思いがありますが、 ぜひ、

文通者や教誨師とともに、 その痛みを分かち合っていただ

ければとても嬉しいです。 その分かち合いのためにも、 分か

らないところがあれば、 各刑務所において、 個人教誨願を

教育統括宛に提出していただければと思います。 また、 神

父さんや牧師さんやシスターとの学びを求めているのであり

ましたら、 事務局にその旨を連絡していただければ、 関係

団体に協力要請を出します。

受刑者の皆さんへ

　受刑者の皆さんに厳しいお話があります。

　文通希望を申し込み、 文通者をご紹介しておりますが、

6 ヶ月以上も文通をされていない方がいらっしゃいます。 そ

の方々には大変申し訳ないのですが、 新規の申し込み者

もぞくぞくといらっしゃいますので、 随時文通中止の連絡を

させていただきます。

　また、 文通スタッフから連絡がない、 返事が来ないなど、

様々な不満の声をいただきますが、 再度、 自分がおかれ

ている状況を深く考えていただきたいと思います。

　文通スタッフの中には、 仕事が多忙の方、 病気や障害

を抱えている方、 出産 ・ 育児に追われる方、、、 本当に毎

日忙しい状況のなか、 皆さん一人ひとりのために貴重な自

分の時間を用いて交流をしています。 皆さんが社会に出て

それが実践できるでしょうか。 全くの赤の他人のために費用

と時間をかけ、 受刑者のために手紙の交流をしますか。
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Ｍ ・ Ｎさん

　この度は、 お忙しい中、 私たちのシンポジウムで基調講

演をしていただき誠にありがとうございました。

　五十嵐さんのお話は全て、 私たちがこれから考えていか

なければならない問題ばかりでした。 加害者という存在は

社会にとってどう映っているのか、また反対に、加害者にとっ

て今の社会がどう映っているのか、 教科書や資料には載っ

ていないその現実について、 五十嵐さんの生の声でしっか

りと心に今でも響いています。

　そして、 講演を聴いて自分の視野の狭さに憤りも感じまし

た。 1 年間、 ゼミでも、 更生の問題について考えてきたつ

もりでした。更生の本も読みました。しかし、私はどこかで「更

生」 という問題について、 加害者の方が明るい社会を生き

ることについて、 どこか他人事のように思っていたと気づか

されました。

　前科がある、 これはその人生の中で生涯切ることのでき

ない呪縛なのではないかと考えます。 しかしそれを乗り越え

ようとすることはできると思いたいです。

　五十嵐さんのように、 呪縛から自由をつかみ取ろうと人

生を生きている方々に対して、 私たち一人一人に、 又は

社会に、 何ができるでしょうか。 それは、 前科又は加害者

と名のつく人はみんな 「やばい」、 という考え方を変えること

だと思います。

講演を聴いて

学生からのたより

　今、 塀の中にいるからこそ、 もしかしたら 「します」 と言

えるかもしれません。 でも、社会は厳しいのです。 日々様々

なことに追われます。

　私も現在、 社会で生きていますが、 なかなか受け入れて

もらえず、 相手にされず、 厳しいことをたくさん言われます。

それが、 社会の人たちが持っている受刑者に対しての目で

す。その目を変えるのは、皆さん一人ひとりであると私は思っ

ております。

　また、 マザーハウスを退会したいという連絡をいただきま

す。 私には、 逃げているとしか映りません。 本当に回復を

望むなら、 とことん交流し、 付き合いを通して、 自分と出

逢い、 悔い改めるのではないでしょうかぜひ、 文通スタッフ

の、 皆さんに対する回復の思いを受け取っていただきたい

と、 深くお願いいたします。

最後に

　私ができることは、 キリストに生き、 刑務所や受刑者、 ま

た社会復帰した人の現状を社会に訴えていくとともに、 関

係機関に改善を求めていくことです。 そのために全力を尽く

したいと思っております。 正直、 そのことを実践することで、

家族との時間も削る部分もありますが、 キリストがそうであっ

たように、 私はキリストの愛の中を、 光の中を歩んでいきた

いと思っております。

　最後になりますが、 このたび、 神様はマザーハウスのた

めに、 また社会復帰してくる人たちのために、 新しい家であ

る JM ハウスや、 新しい車を用意してくださいました。

　このことは、 緊急支援においてご支援してくださった皆さま

のおかげであり、 深く感謝いたしております。 ようやくその車

がマザーハウスにきたことをご報告させていただきます。 あ

りがとうございます。

　また、仲間が洗礼と堅信の秘跡に預かることができました。

心から感謝です。
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　五十嵐さんのことは教授から説明を受けていましたし、

五十嵐さんも自己紹介をされていたので、 前科があると

いう認識はありました。 しかし、 実際にお会いして少し話を

した時に、 私は不信感など感じなかったのです。 それは、

五十嵐さんの優しい部分に触れたから、 講演を聴いたから

です。 他にも様々な理由があると思いますが、 それをふま

え、 人生で重要な 「見方を変える」 という視野に気づきま

した。 話を聴くことによって、 私は五十嵐さんへの見方が

変わったのです。

　これは、 簡単にできる体験ではないと本当に思います。

そして、 この体験をもっと多くの方に経験してほしいと感じま

す。

　更生とは、 加害者の方だけでは不可能だと、 今回の講

演を聴いて思いました。 私たち社会も変わっていかなけれ

ば、 温かい気持ちで彼らを受け止めていかなければ、 真の

更生には辿り着かないのです。 自分たちの安全だけを考え

ていたのでは、 彼らの気持ちを傷つけ、 悪い結果を導いて

しまい、 結局は私たちの生活の不安に繋がると思います。

　全てを赦すということはできないかもしれない、 しかし彼ら

のことを知ろうとすることから、 認めていこうとすることから、

始めるべきです。

　私もこれから、 もっと深く更生という言葉について考えてい

くつもりです。 この度は本当にありがとうございました。

　A くんは、 朝なのにいつも 「ママよるだよー」 と言っ

て起こしてくれます。

　私がつわりのときには、 「ママこれたべたらあかちゃん

いなくなるよ」 とぶどうを持ってきてくれました。 それは

困るなーと思うけど、 悪気ない優しさだと思って、 「あ

りがとう」 と言って食べました。

　A くんがわがままを言ったとき、私に余裕がなくて怒っ

てしまって、 A くんが泣いていると、 K ちゃんが A くん

の頭を撫でていいこいいこしてくれます。 それを見て、

はっと気づいて、 怒らないで受け止めないといけないと

反省しました。

　K ちゃんは、 寝る前に 「ママーママーすき」 と連発

してくれるので、 とっても癒されます。 また、 いつも冷

蔵庫を叩いて 「たべたい」 と言っています。 どうやら

食いしん坊は私に似たようです。

育児日記

Ｔ刑　Y ・ R さん 「天使」

こーひー

おてつだいする！

理事長の奥さん

Ａさんによる
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１． あわや墜落か！

　このところ、 個人の用事でマレーシアに何度も飛んだ。

　経費節約のため、 某航空会社の激安往復夜行便に乗っ

た。 なんと、 時には JAL の 10 分の 1 の値段で行ける。

激安料金を売り物にしているため、 中古機ばかりで、 故障、

事故、 墜落も稀ではないようだ。 機内食も、 希望者のみ、

事前注文で別料金である。

　ある時、 羽田空港を深夜出発して数時間後、 乗客全員

が寝ていると、 突然大きく揺れ始めた機体がどんどん下降

していった。

　「皆さん、 この飛行機は気流の悪い地域に入りました。 機

体が揺れていますが、 大丈夫ですから、 安心してくださ

い！」。 機長が大声でアナウンスを繰り返した。

　驚いて目が醒めると、 シャワーのように雨が激しく窓を叩

きつけている。 ギシギシと音を立てている飛行機は、 今に

もバラバラに解体してしまいそうだ。 自分が乗っている機体

が、 まるで暴風雨の中の一枚の木の葉のような気がした。

　「何が大丈夫なものか、 ああ、 こんなことになるなら JAL

に乗ればよかった」 と後悔したがすでに遅い。

　救命胴衣を着せられた子どもが、 恐ろしさのあまり泣き叫

んでいる。

　どんどん下降を続ける飛行機は、 そのまま地上に墜落し

て木っ端みじんになってしまうのではないか。 思わず、 「神

様、 助けてください！」 と心の内で叫んだ。

　そう叫んでいると、 もまれながらも機体が急に上昇し始め、

そのままグングン上昇を続けた。 やがて厚い雲の層に入り、

機体の揺れはもっと激しくなったが、 ついに雲を突き抜けて

成層圏に出ると、 機体は安定して、 見渡す限りの青空の

かなたに燦然と輝く朝日が見えた。 眼下には真っ白な雲の

層が広がっている。

　さっきまでの恐怖と騒乱は何だったのだろうか？飛行機は

やがてクアラルンプール国際空港に無事着陸した。

２． 問題を突き抜ける

　ある裁判で順調に戦っていたが、 途中からこちらに不利

な証拠が続出して、 どんどん敗色濃厚になってきた。

　負けたらこちら側は破産に追い込まれることになる。 神に

助けを求めて必死に祈った。

　「これ以上争いを続けても、 お互いに損失が増えるだけだ

けだから、 この辺で和解の話し合いをしたらどうか？」。

　長期の審理期間中、 ずっと黙って聞いていた裁判官が

急に和解をするように提案してきたので、 当事者双方とも

に驚いた。

　勝訴を目前にしていた相手側は消極的であったが、 裁判

官の手前、 一応話し合いに応じた。 ところが、 裁判官の有

無を言わせない強力な指導で、 あっという間に、 両方に公

平な内容の和解が成立した。

　これまで勝敗をかけて戦ってきた膨大な訴訟資料は、 紙

くず同然になってしまった。 一体、この裁判の意味は何だっ

たのだろうか？

問題を突き抜ける

ささきみつお

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

　誰もが、 家族、 仕事、 健康、 財政等についてさまざまな

問題を抱えている。 時には、 それらが頭の上に重くのしか

かり、 やがて暴風雨のように四方八方から攻めてくる。

　問題を解決しようとしてもがけばもがくほど、 事態はどんど

ん悪化し、 奈落の底に落ちていくような恐怖に襲われる。

　そんな時には、 「神様、 助けてください！」 と心の内で叫

ぶことである。また、声に出して神に助けを求めることである。

　そうすると、 叫びを聞いた神のみ手によって、 霊魂が急

に引き上げられ、 問題の厚い層をグングン上昇していく。

やがて、 問題を突き抜けて、 力強い平安の世界に入り、

そこから問題の層を下に見るようになる。 こうして、 全知全

能の父なる神がすべての問題に関与してくださっていること

が分かり、 現実にも問題が速やかに解決していくことを体験

する。

　数々の苦難を乗り越えたアブラハム ・ リンカーンの下記の

愛用聖句は、 私の愛用聖句でもある。

・ ・ ・ 「彼らはその悩みのうちに主に呼ばわったので、

主は彼らをその悩みから救い出された。主があらしを

静められると、海の波は穏やかになった。こうして彼

らは波の静まったのを喜び、主は彼らをその望む港へ

導かれた」 （詩篇 107 ： 28-30）

　ブラックリストになっていて住居を借りられない出所者

のために、 マザーハウスと不動産屋さんが協力して住

居を確保しています。

　でも、それに慣れてくると、不平不満を言うようになっ

たり、 何でもただでもらおうとするようになっていく方が

多いです。

　例えば、 「テレビがない」 「電子レンジはもらえないの

か」 「車で家具を持ってきてくれないか ( 車でも片道

2 時間以上かかります )」 「マザーハウスは愛を実践

するんだから、 これくらいやってくれますよね」 「( 住居

が整うと、) もう構わないでください」 などなど…他にも、

約束をドタキャンしたり、 平気で嘘をついたり、 音信不

通になったり、 犯罪に走ってしまったり…そうして、 い

なくなった方の部屋の片付けは、 結局マザーハウスが

やることになります。

　それでしばらくすると、 行く場所がなくなってまた戻っ

てくる方もいて、 また一から手続きや準備をすることに

なるのです。

　そういった準備や後片付けに追われて、 手紙の返

信などが溜まっていく…という悪循環です。 受刑中や

出所したての頃は真面目でも、 すぐに色々な要求を

出すようになる方がほとんどです。

　こちらが手を出していても、 結局、 それを掴まずに、

自分で自分の首を絞めていく方が多いと感じます。 最

近は特に顕著で、 とても残念です。

　いずれ気づく日がくるのかな、、。

　でも、 問題を抱えながらも、 結婚などを経て、 少し

ずつ回復に向かっていっている方もいて、 励みになり

ます。

Lovely　DAYs

理事長の奥さん

Ａさんによる
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　8 月のお盆前にこの原稿を書いています。

　私は、 今夜からお盆の 10 日間の日程で、 会津若松の

お寺で瞑想をしてきます。 宗派に関わらず利用可能なお

寺をお借りして、 瞑想仲間と朝から晩まで瞑想します。

　携帯電話が一切届かない山の中です。 社会の動向から

離れるお寺の瞑想生活は、 僧院の修行、 自衛隊の訓練、

スポーツクラブの強化合宿などに似ています。 遠足に出向

く小学生の様にワクワクしています。 合宿の山ごもりは、 受

刑生活にも似ているとも思います。

　この目的をどうとらえるかで、 幸か不幸かが別れます。

　お寺で修行するお坊さんは、 ｢ 修行 ｣ が目的です。 駐屯

地で訓練する自衛隊員は、 ｢ 訓練 ｣ が目的です。

　懲役受刑者が、 ｢ 刑罰を科された ・ 罰を受ける ｣ という ｢

強制労働 ・ 服役 ｣ を目的と思うならば、 その生活は辛くな

ります。 ｢ 私は罪を犯したから罰を受けなければならない ｣

と、 日々を過ごす受刑者は、 自分を ｢ 罪を犯した者 ｣ とし

て卑下します。 ｢ 反省 ｣ という言葉を鵜呑みにして、 自身

を傷つけています。

　罪を犯したという自覚は必要です。 罰を受けているという

事実は変わりません。

　それでも、 私が思うに、 自分を傷つけることは、 他人を

傷つけることと同じように罪です。 「私は刑務所に行くことを

選んだ」 と、 自分が選択した結果に納得できている人は、

心が強いです。

心構え

心の相談室

　今回は私の友人の話をします。 他人を傷つけることを我

慢して、 自分の心を押さえつけていた友人です。 暴力団と

親しい人です。 彼は、 私がこの原稿に自分の話を書いても

いいと言ってくれました。

　彼は、 累犯刑務所を出所して半年になります。 同じ傘下

の暴力団の知人に対しての暴行などの罪で服役しました。

彼は、 出所後もその被害者 （とされた知人） と顔を合わ

せます。 そして、 その知人に対し、 先輩として職を与え、

共に食事をするなど寛容に過ごしていました。

　その反面、 自分の知人に対する言い分を、 寡黙にお酒

で飲み込んでいました。 ｢ どうしようもない」 と、 罪を犯した

自分の心を罰するようにお酒を飲んでいました。

　私は、 個人セッションで彼と対話し、 彼の持つ知人に対

する正直な思いを聞きました。 ｢ 殺したいほど憎い ｣ と、 彼

は言いました。 彼の持つその殺したい気持ちに支配されな

いように、 注意をはらいます。 そして、 彼がお酒で抑えなく

てもいいよう、 その知人との対話を続けます。

　対話といっても、知人当人ではなく、彼がいると見立てて、

その場にいた人に ｢ 知人 ｣ の役割を演じていただいての対

話です。 彼は、 知人との対話で、 ｢ 殺したい ｣ ｢ 憎い ｣ と

いう感情を表現し、 知人に伝えました。 その後、 実際に彼

を殺すことをワークの中で行いました。｢ 気分が晴れたので、

酒を飲まなくて済みそう ｣ と言いました。

　これで個人セッションは終わりました。

　憎しみも大切な自分の感情です。 彼は、 憎いという感情

を無かったことにしようとしていました。 そうして、 新たなスト

レスを抱えてお酒で晴らす必要があったのです。 このプロセ

スに気づいたのです。

　彼は、 ｢ 知人を殺したい ｣ という隠れた気持ちに向き合う

ことで、それ以外の選択肢にも目を向けることが出来ました。

その結果を得たことで、 その日のワークは終えました。

　私も、 彼が自分の心に向き合える個人ワークをできたこと

が嬉しかったです。

　私のカウンセリングでは、 アドバイスはしません。 本人の

心の回復力に焦点を当てて、 それを引き出すお手伝いを

します。 刑事施設経験者に限らず、 家族や友人からの相

談をお待ちしています。

　個人カウンセリング希望の方は、 マザーハウスの住所宛、

もしくはメール ・ 電話にて、 「カウンセラー　岩崎 風水」 ま

でお願い致します。

カウンセラー

岩崎さんによる
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Ｏ刑　Ｈ ・ Ｍさん

（※文通スタッフＫさんへのお手紙です）

　冊子をプリントアウトして頂いた中の 「ナルコティクス アノ

ニマス――― 【注】 ナルコティクス アノニマス ( ＮＡ ) は、

薬物依存からの回復を目指す薬物依存者 （ドラッグアディ

クト） の、 国際的かつ地域に根ざした集まりで、 世界 116

カ国以上で、 毎週 33,500 回を越すミーティングを行って

います（公式パンフレットより）―――」ＮＡ関西エリアニュー

スレターを何度も何度も読んでいます。

　そのナルコティクス アノニマスの薬物依存症からの回復

プログラムの事や、 このニュースレターで語られている、 ナ

ルコティクス アノニマスの仲間の方々が経験したメッセージ

を読んでいて思った事は、やはり自覚する事だと思いました。

　自分は薬物依存症なのだと、 覚醒剤依存という病気に

なっているんだと自覚して、 この病気を治すには、 何かの

回復プログラムや回復施設につながり、 同じような経験を

繰り返してきた仲間たちと出会って、 その仲間たちと共に歩

んで行く事で回復の道を開いて行くことが大事なんだ、 と思

いました。

　そして、 何よりも大事な事は、 ダルクの回復プログラムで

使われている言葉で、 自分はアディクト――― 【注】 英語

で 「中毒」 という意味―――なんだと認める事と、 自分の

力だけでは、 この 「手に負えない病」 を回復する事ができ

ないんだと認める事が大事な事なんだと思いました。

　（略）

回復の一歩は

「認めること」

塀の中のたより

　今回、 Ｋさんに色々提案していただいた事で、 自分を変

えるには、 薬物のコントロールだけではなく、 感情や金銭や

生活のコントロールが必要だと気づきました。 それに、 人間

性や人生を回復していくには、 今後自分はどのような気持

ちを持ち続けて生きていくべきか、 すごく考えました。

　薬物依存症から回復したいという気持ちも、 より深まりまし

た。

好 き な よ う に 生 き た 先 に、

光 は 無 い

Ｇ刑　Ｔ ・ Ｙさん

　自分は 10 代のほとんどが養護施設、 少年院の思い出し

かなく、 その中で仲間同士の絆が異常に強く、 大人という

ものを誰も信用できなかったし、 他の同級生達に比べ、 自

分らのような人間に手を差し出してくれる人がいませんでし

た。 親についても、 自分の中では、 親は子を憎むことはで

きないが忘れることはできる、 子は親を憎むことはできるが

忘れることはできないという、 人の倍強い想いがありました。

　自分は小学生から様々な犯罪に手を染めましたが、 数え

切れない程の被害者がいて、 ほとんどの人が自分に対し恨

みを感じていると思うし、 想像を遥かに上回る心の傷を与

えてしまっていると、 今までやって来た犯罪を振り返り感じ

ました。

　自分は幼い頃から周囲から冷たい目で見られ、 大人から

は見離され、 存在を否定され続けた反動で悪の道に走り、

犯罪を行うことで肯定してくれる仲間がいて、 そこにいること

で自分は認めてもらえて横の繋がりが強くなり、暴走族、ギャ

ングに足を入れ、 自分勝手な生活をして来た結果が現在

なんだと思うようになりました。

　確かに、 好きなように生活してるのは楽だし楽しいことば

かりだけど、 その先には暗い人生しか見えて来ないと気付

きました。 辛く苦しいけど、 今の現状を耐えて生活していれ

ば、 いつか光が射すことがあると思うし、 その一瞬の光のた

めに日々努力して生活することで、 何かの目標が生まれて

来るのかなと思いました。
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　私は、 与えられた事に対し、 責任感が足りませんでした。

そのために油断をしてしまい、 社長との間に温度差が生じ

ていたことにも気付かなかったのです。 その上に、 私は使

われている身という事も頭にあり、 甘えのために、 その怒ら

れている事にもあまり聞く耳を持っていませんでした。

　ここに来て、 縛られた生活の中、 主にたちかえり、 他の

人に理不尽なことを言われても辛抱し、 人に仕えるというこ

とを意識した時、 自分に何が足りなかったのか気付いた次

第です。

　今はその事を社長にも伝えたい気持で一杯です。 でもそ

れはしません。 過去の一切を断つと決めていますので。 社

長が教えてくれたその恩に報いるのは、 これからの生活を

しっかりやる事。 それしかないと思っています。

　他にも、 勇気、 根気が足りないことにも気付きました。 残

り 1 年切った中で学べることは学び、 大事なことは学んだこ

とを受け入れることなので、 しっかりと努めたいです。

　皆さんそれぞれにいろんな苦しみ、 悩みを背負って生き

ている事を教わっています。 こうして、 誰だか知らない人相

手に自分の心、 気持を打ち明けることで、 その想いを知っ

てもらうだけで心が晴れるのであれば、 マザーハウスたより

は、 弱き者たちの心のよりどころになっていると思います。

これからも続けていってほしいと願います。

　皆様と共に、 主の恵みがありますように。

　「神にできないことは何一つない」 （ルカ 1 章 37 節）

　「主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方

はなんと幸いでしょう」 （ルカ 1 章 45 節）

宿仮 （ヤドカリ） さん

　理事長挨拶の話中で、 「遠くの人を愛することは簡単で

すが、 目の前の人を愛することは難しい」 とありました。

　確かに、 目の前に居る人は何かしらの関わりが生じて来

る。 近ければ近い程に、 良いところ悪いところを目の当りに

する。 しかし、 離れている人は良く見えぬ分、 その人に対

する悪感情も生じにくく、 従って、 嫌いになるよりもむしろ行

為だけが残りやすい。 余り害がなくなるから。

　私の文通相手の方の送って下さったコピーの中の一文に、

「自然に好きになれる人を愛することは簡単であっても、 そ

うではない人を受け入れ、 その人の姿を見、 心のうちを知

ろうとすることには勇気と努力が必要です」 とありました。

　私は、 このコピーにも、 理事長の言葉にも、 何か通じる

ものを感じています。 上手く言い表すことが出来ませんが、

この 2 つの文を読み、 そう感じました。

　私は、 日々自分を見つめ直す中で、 自分に足りない事

を気付かせて頂きました。 すぐに油断をし、 無意識に気を

抜いてしまうところです。

　社会に居た時、 社長によく怒られたのは、 動きが遅いと

いう事。 私は自分なりには合理的に動いているつもりでいた

し、社長と自分の立場では、その責任の度合が違うとも思っ

ていたし、 何か理不尽な言い方をされると、 心の中ですぐ

反発してしまっていました。 その社長が不在の時になると気

が緩み、 ノルマはこなせていても、 社長の思い描いていた

程進んでいない事が多くあり、 そこでまた怒られる。

人 に 仕 え る こ と を 意 識 し た 時 、

自 分 に 足 り な か っ た も の に

気 付 い た
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（同じく、） 宿仮 （ヤドカリ） さん

　マザーハウスたより 7 月号にて、 sweet 苺さんの文を読

み感じたことです。

　「とにかく頑張ってほしい」 ということです。 男と女の世界

では大分違う面もあり、 大変そうですが、 人の事をとやか

く思い見るのではなく、 自分自身を見つめ直している内に、

何か違った目線や想いも生まれ、 光が見出せそうな気がし

ます。

　その苦しみは、 その人しか分かり得ません。 同じ病気を

患っている人が居ても、 互いに相手の痛みがどのくらいなの

か分からないのと同じです。 だから私に言えることは、 とに

かく、 心を大切に頑張ってほしい、 ということです。

　最近、 別にムカつくこともなくなりました。 一番大切なこと

は 「自分はどうしたか」 じゃないでしょうか？

　自分に都合の良いことを言っている方への怒りはよくわか

ります。 でも、 sweet 苺さんは、 やったことは認めてるんで

すよね？そして、 不公平さにちゃんと声をあげているんです

よね。だから、情けなくないです。死ぬなんて言っちゃダメ！

（略）

　どこかの高校野球の監督の言葉ですが、 「やらない後悔

より、やって後悔しなさい。迷った時は、苦しい方（自分にとっ

て茨の道） を選びなさい」 と言っていました。

　工場に出たくないと嘆くよりも、 その心の叫びを相手にぶ

つけてやればいい。 それで相手が認めれば赦す！認めな

いのなら、 それまでと見切りをつける。

　やらなければ （話し合わなければ）、 今のまま何も変わら

ない。 やれば （話し合えば）、 いじめがひどくなるかもしれ

ない。 でもそれは、 きっと誰かの良心に問い掛けるし、 職

員の目にもつくし、耳にも入る。話し合っていじめがひどくなっ

て恐いかもしれないけど、 きっとあなたの糧となり、 肥しに

なる。

　人間、 嫌なこと、 辛いことからは目を背けたいものですが、

向き合うことでしか解決しないもの。

　特に、 僕たち受刑者は、 自分の罪や過去、 刑務所での

辛く苦しい生活から目を背けたくなり、 出役拒否したりしてし

まうけど、 被害者の方々は、 理不尽に苦しんでいる。 被害

者だけじゃない、 その家族も、 自分の家族も。 我々受刑

者は、 目を背けることは許されない。

　でも、 目を背けずに向き合うことは勇気のいることです。

最後に、 2 つの言葉を贈ります。

　「僕らは僕ら自身の醜さと向き合わなければいけない。 醜

さの先に美しさを探したいんだ。 諦めたくなんかないんだ」

RAD WIMPS 野田洋次郎のブログより。

　「海図にない海を帆走するには勇気が要るね」 スヌーピー

14 巻より。

　美しさを探しに、 海図のない海へこぎ出そう。

心を大切に

you すず me さん

　僕も、 似たようなことがあって、 3 回作業拒否を申し出ま

した。 でも、 今も同じ工場に居ます。

　相手側の人達は、 自分は正しいと、 のうのうとしてます。

同じことやっておいて。 ムカつきますよね。 僕の場合、 担

当に全てを話しているし、 相手をどうこうして欲しいとかはな

いので、 と伝えています。 （略）

sweet 苺さんの投 稿を

読んで
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Ｍ刑　Ｓ ・ Ｎさん

　この 「たより」 を読んでいる獄中会員の皆様、 日々自由

なき時間を余儀無くお過ごしのことと思います。 ごくろうさま

です。

　今回こうしてお手紙を書かせて頂きましたのは、 先日、 フ

ランシスコ事業部の方より一枚のはがきが届き、 どうしても

言いたいことがあり、 ペンを取りました。

Ｙ刑　Ａ ・ Ｍさん

　早速ですが、たより 7 月号「理事長挨拶」の、少年と出会っ

た話を読みました。

　私も、 10 代からずっと犯罪の中で生活をしてきました。

　少年院には 2 年 6 ヶ月入院していましたが、 教官と話を

しても自分の殻に閉じ篭もり、 自分の話をする事を拒んで

いたのです。 その時に、 「こうしたいのだが、 どうすれば良

いのか教えて下さい」 と言う勇気を持つ事が出来ていれば、

今の生活も少しは変化していたのかもしれません。

　「聞くは一時の恥、 聞かぬは一生の恥」 という諺もあり、

文中の 「自分の知りたいことや教えてほしいことは、 とこと

ん聞く事が大切であり、 それによって自分を知り、 自分を

変えることができるのではないか」 というところにも、 自分が

してこなかった事なので、 驚きを感じてしまいました。

　少年院出院後も犯罪をやめる事ができず、 今は 3 回目

の刑務所生活を送っています。 マザー ・ ハウスと出会い、

文通相手のＨさんと手紙のやり取りもさせて頂いているので

すが、いつも書かれていることがあります。「あなたは私にとっ

てかけがえのない大切な方」 という言葉です。

　今までの人生でこんな風に言葉を掛けてもらった事が無

い私は、 その真意が分からず、 理解できず、 キレイ事を並

べてはただ返信を書いていたのです。 こんなに失礼なこと

をしているにも関わらず、 Ｈさんは私と常に向き合ってくれて

いたのです。

　そして、 今回初めて私の本音を手紙に書いてみたのです

が、 衝撃を受けた一節がありました。 「私は病気になり、 苦

しい時もいつもあなたのために祈っていました。 決して気晴

らしや暇つぶしで手紙を書いているのではなく、 あなたが大

切な存在だから、 神に愛される方だから、 心から悪を悔い

て真人間に立ち返っていただきたいから、 一生懸命書いて

るのです」。

　私の事を真剣に考えて向き合ってくれる人がこんなにも身

近にいるのに、 その事から目を背け、 きれい事ばかり並べ

立てている私は一体何なのだろうか。 それでも大切な存在

だと言って頂き、 これが 「愛する」 ということなのかと気づ

きました。 こんな私でも想ってくれている人がいると思う事

が、 こんなにも心の支えになっているという事に初めて気づ

きました。 （略）

　だから、 しっかりと自分と向き合い、 本気で悔やみ、 二

度としないと決心して、 唯一無二の人生を大切にして前進

しようと思いました。

獄中会員の皆様へ

文 通 相 手 の 想 い が 届 い た

 

Ｏ刑　Ｏ ・ Ｒさん

Akira さん 「奥さんの愛車 in 鎌倉」
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　フランシスコ事業部は、 あくまでも生業としている訳ではな

く、 獄中会員のことを考え、 善意でしてくれていることなの

です。 その辺をきちんと理解して頂きたいです。 そうして頂

かないと、 私も含めて、 感謝している会員にとって大変迷

惑なことだということを分かって頂きたいです。 そういった、

ある一部の心無い自分勝手な人の為に閉鎖されてしまうの

は、 迷惑極まりないことですので、 皆さんの気持ちを考え、

止めて下さい。

　私も社会に居る頃に、 身内の差入や手紙など頼まれたこ

とがありますが、 とても大変な作業でした。 ですから、 手数

料を払っているのだからと、 上から見るのではなく、 してくれ

てありがとうと、 感謝すべきことなのではないでしょうか。

　また、 最後にもうひとつ、 ＬＰ （ラブレター ・ プロジェクト）

の方でも、 若い女の子を紹介して欲しいなどと言う人が多く

居るようですが、手紙も差入代行業者の方で扱ってるので、

そちらへ頼んでみたら如何でしょうか。 ･･･ 有料ですが。

　とにかく、 この先もフランシスコ事業部が続けて行けるよう

に、 皆でルールを守り、 きちんと順番を待ちましょう！！お

願いします。

　それでは、 長くなりましたが、 （略） マザーハウスの元か

ら再犯者が一人でも減りますことを祈り、 これにて失礼させ

て頂きます。

　それは何かと言いますと、 フランシスコ事業部の方へ検

索依頼等をしている人達の中に、 ある一部の人だと思うの

ですが、 「遅い」 だとか 「お金を受け取ってるのだからすぐ

にやって欲しい」 等というようなクレームが沢山届き、 今の

ままだと閉鎖しなければならないような状況になっているら

しいのです。

　多分、 殆んどの皆さんは理解していることと思いますが、

このフランシスコ事業部は、 生業として始めたものではな

く、 私達獄中会員が勉強する為に、 又は、 より多くの知識

を得る為に、 少しでも安く購入が出来るようにと考え、 善意

で始めてくれたことなのです。 それを、 ある一部の心無い

人のせいで閉鎖されてしまうのは、 とても残念なことであり、

許すことは出来ません。

　マザーハウスには 700 人以上の会員が居り、 その全ての

人が利用してるとは言いませんが、 仮に三分の一の人が利

用しているとしても、 200 人強という数になり、 一人が一冊、

二冊、 一検索や二検索などと少ない数ではなく、 きっと一

度に十冊二十冊と依頼件数は多いと思います。 何故なら、

この私もそうだからです。 発信回数に制限がある以上、 そ

れは致し方ないことだと思います。 それを考えれば、 自ず

と分かるはずです。

　他の皆さんはきちんと待っているのです。 少しくらい遅い

からといって、 心無いクレームを入れるのは止めて頂きたい

です。

　もし仮に、 現在のフランシスコ事業部のやり方が気に入ら

ないと言うならば、 家族や知人に頼んでしてもらう方が良

いのではありませんか？社会でそうしたことをしてくれる方が

居ないから、 フランシスコ事業部に依頼をしている訳ですよ

ね？今一度、 その辺のところを良く考えてみた方が宜しい

かと思います。

　又、 それでも、 どうしても 「お金を払う以上はすぐに処理

するのがあたりまえだ」 と思う方が居るならば、 社会にはそ

ういった 「差入代行業」 を生業にしている会社もあります。

そういった所ならば、 即対応してくれるでしょうし、 遅い時

にはどんだけクレームを付けても構わないのではないでしょ

うか。 「差入代行業者」 で検索をしてもらい、 そちらへ申し

込みすることをオススメします。
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Ｏ刑　Ｏ ・ Ｒさん

　私が事件を起こしたのは、 今から 20 年ほど前になります

が、 その頃には死ぬことばかりを考えていました。 犯したこ

とに対しての責任は、 死ぬこと以外に全うできないのではな

いか、 と思っていたからです。 それでも、 もしかしたら現実

逃避にしか過ぎないのではないか、 との思いも心のどこかに

あり、 それが重石のようになって、 逡巡の中に留まり続けて

いました。 一度自殺を図り、 挫折したことで、 どこか気持が

切れてしまったこともあったと思います。

　「どうしたら、 被害者や遺族を泣き寝入りさせずに済むの

だろう」 「償いとは何だろう」 と、 まるで哲学のアポリアのよ

うな命題に臨むかのように考え続けていました。 自分では

分からないものだから、 死刑判決になる可能性に賭けるよ

うな思いで生きることを正当化してみたり、 母に絶縁を伝え

て、 それが受け入れられたら判決の日に死のう、 と思って

みたり、 自分の命をどこか弄ぶような心理もあったように思

います。

　そんな中で、 当時在監していたＫ刑務所の拘置区の舎

房担当に、 「今のＯの悩みに対する答えがあるかもしれな

い。 お前が好きそうなことが書いてある本だ」 と、 刑事法

の本を紹介されました。

　このことで、 刑事政策という学問があることを知ることがで

きました。 さらに、 自殺を企図した私に、 Ｔ刑務所から転

勤してきていた、 当時の舎房区の統括が言った 「死ぬなら

社会に出てから死んでくれ。 お前がここにいる間に死なれ

たら我々のせいになるから、 絶対に死なせん。 Ｔ刑でお前

のような事件を起こした人間をようけ見てきたが、 お前みた

いな奴を見たこともない」 という、 侮蔑混じりの言葉が引っ

掛かって、 刑罰に対しての関心が芽生えたこと。 私の身柄

が控訴審のためＴ刑務所に移されてから、 Ｋ刑務所で拘

置監掃夫をしていた人が突然面会に訪れてくれ、 犯罪被

害者や刑事政策に関係する専門書を何冊も差し入れしてく

ださったこと。 そして、 それらの本を書かれている学者の人

たちと手紙のやり取りをしたこと。 刑が確定してからも、 経

済的には恵まれていないのに、 不思議と刑事政策の専門

書を少しずつでも与えられてきたこと。 10 数年間の臨済宗

への傾倒を経て、 キリストへの迫りを受け、 現在に至ること。

･･･ このように、 これまでの歩みを振り返ってみると、 自分

の意思を超えたものにずっと導かれてきたことを強く感じて

います。

　これは、 私が理性や論理に基づいて人生の選択をしてき

たことではなく、 自然と湧き上がってくる欲求のようなものに

突き動かされて、 としか説明できないのです。 その説明で

きなかったことが、 受洗して、 聖書を読むうちに理解できる

ようになりました。

　五十嵐さんとの出会いも、 主が与えてくださった恵みであ

ると感じています。

　「マザーハウスたより」 を拝読して感じたことは、 人が罪を

犯した際に、 償いを考えていく上で大切なことは何か、 とい

うことです。

　他人の生命を侵害した人の多くは、 命は償えないし、 被

害者や遺族の立場に立てば、 絶対に赦せないのにどうした

らいいのだろう、 とか、 刑期も長く、 出所する頃には高齢で、

下手をすると働くこともできないのに、 将来のことを考えろと

か、 更生とか言われても分かるはずないじゃないか ･･･ そ

んなことを考えてしまうのではないでしょうか。 考えても分か

らないから、 思考停止に陥り、 受刑することで折り合いはつ

いているつもりになっているような気がします。

償 い や 命 に つ い て、

視 野 を 広 げ て 考 え て み る

Akira さん 「愛妻」
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　しかし、 ここで大切なことは、 社会的な視点、 更には、

この世界の創造主的な視点、 いわばマクロ的な視野にまで

広げ考えてみる、 ということであるといえるのではないでしょ

うか。

　犯罪の当事者間という視座に立って考えることはもちろん

大切なことで、 欠くべからざることではあるのですが、 社会

的な視座でも考えて、 更に宇宙的なレベル、 神の視座に

まで至って考えてみる、 重層的に遠近感を働かせて考え

てみる、 ということです。

　なぜなら、 命というものを考えた時に、 人知を超えた不

確かさに必然的に気付かされるからです。

　よく、 私たちは、 「自分の命」 とか 「自分の人生」 と言

いますけれど、では、その自分 （命） はどこから来たのでしょ

う。 男に生まれたい、 女に生まれたい、 こんな両親に、 こ

んな国や社会に、 こんな人種やこんな経済的条件に、 こ

んな性格や身体能力を持って生まれたい、 と言って自分

で選択して、 自分で 「生まれたい」 と意思的に生まれて

きた訳ではありません。 心臓の鼓動も、 呼吸も、 細胞の分

裂や新陳代謝も、 自分の意思でコントロールしている訳で

はありません。

　だからといって、 私は決定論者でも機械論者でもありませ

んが、 人の命も人の人生も、 個人のレベル、 社会的なレ

ベルでは小さくて収まり切らない、 ということが言いたいので

す。 この限界を前提として、 命や罪、 償いや更生について

考えないといけないのではないでしょうか。 その答えが、 聖

書に散りばめられていると私は思います。

　イエスは、 姦淫を犯した女性への裁きについて尋ねられ

た時、 指で地面に何かを書き続けて、 それにお答えには

なられませんでした。 ただ一言、 「あなたがたの中で罪の

ない者が、まずこの女に石を投げつけるがよい」とおっしゃり、

罪を犯した女性に、 「今後はもう罪を犯さないように」 と諭

されるにとどめました。

　仏教典の中でも、 仏陀が、 殺人を犯したアングリマーラと

いう人物に、 イエスとはまた違ったアプローチで、 似たよう

な対処をしたエピソードが記されています。

　このことを考えてみて、 とりあえず言えることは、 今与えら

れた （与えられている） この命をより良く消費するにはどう

するべきか、 とよく考えて生きていくことだと思います。 渡辺

和子さん流に言えば、 「置かれた場所で咲きなさい」 という

ことになるのでしょうか。 （略）

人 間 関 係 の ストレス か ら、

懲 罰 の 繰り返 し へ

Ｋ刑　Ｋ ・ Ｋさん

　3 月に、 信用していた仲間 （同囚） に裏切られ、 人間

不信に陥り、 このような状況に耐え切れず、 喧嘩してしま

いました。

　約 3 ヶ月前からトラブルの原因がありました。 その度に何

度も本人と話し合いました。 文化の違いや、 本人の性格も

あると思いますが、 私がいくら大人の対応をしても分かって

もらえませんでした。 相手の私に対する対応は、 無視や、

時には明らかな威嚇行為を見せる事もありました。

おたふくさん
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　そしてとうとう私がブチ切れてしまい、 相手を殴ってしまい

ました。

　今迄、 約 10 ヶ月間、 無事故でした。 雑居生活を経て

夜間独居にも移ることができ、 しかも夜独舎房の配食係と

して従事させてもらい、 何もかも上手くいってました。

　今回、 罰を受けてからの私は、 仮釈という目標がなくなっ

た事もあり、 受刑生活に対して前向きな考えが出来なくなり

ました。 人間関係に嫌気が差し、 作業拒否をしたり （回れ

右）、何かとイライラして、担当からの （懲罰棟） 挑発に乗っ

てヤケを起こしては （静穏阻害 ・ 粗暴な言動など）、 保護

室収容になったりして、 懲罰を繰り返してます。

　昼夜独居にいるということもあり、 ここのところ色々と考え

過ぎてしまい、 ストレスが溜まり、 イライラし、 不眠症になり、

精神安定剤に頼るようになりました。

　娑婆で生活してる時も安定剤を飲んでましたが、 依存す

るのでしばらくは飲んでなかったのですが、 仕方ありません。

　今後は、 また工場へ出役するようになり、 落ち着いたら、

投薬は止めようと思っております。

　残念なことばかり書いてすみません。

　しかし、 この出来事や、 悩んだ時間なども決して無駄に

することなく、 今後の社会生活に活かせるようにしていこうと

思います。

Ｍ刑　Ｓ ・ Ｈさん

　社会に居る時は、 自分は正常だ ･･･ と思って生活してい

た事と思います。 ですが、 今振り返ってみると、 思いっきり

正常じゃなかった事と思います。

「犯 罪 者」 で 終 ら せ ず に、

知って ほしい

　正常だったら普通に働いていますし、 正常じゃなくそんな

んだったから、 犯罪をしてしまい ･･･ なんで犯罪をしてしまっ

たのか、 一つひとつ思い出してみると、 悪いタイミングが重

なり、正常じゃなくなり ･･･ それを今更誰かに伝えたって、「犯

罪者」 で区切られ ･･･ それで終りです。 社会はそこしか見

てくれません。 又、 周りもそこしか見てくれません。

　ですが、 理事長はその事を社会の人々に伝え歩いている

のだと思います。「犯罪者」で終らせず･･･なんで犯罪に至っ

たのか、 犯罪という事を最終ととらえず ･･･ もっと知ってほし

いと自分は思います。 自分のやった事は犯罪で、 良くない

事です。 ですが、 もっと知ってほしい ･･･。 （略）

　刑務所の中は、 特に伝わらない事が多く、 自分が 「こう

だ！！」 って思っても出来ない事で、 イライラしたりする事

が多々あると思います。 （略）

　たとえ話ですが、 頭が痛く、 熱があり、 医者に行ったと

します。 そして、 自分が、 頭が痛くて熱があると医者に伝

えたとします。 そこで医者が、 「じゃあおなか見せてくださ

い！！」 「おなかは大丈夫ですね」 って言ってきたら ･･･ 「な

んだこの医者！！自分は頭が痛いのに、 おなか？！なん

で伝えてるのに伝わらないんだよ！！」 となりますよね。

　皆さんは、少なからずそういう複雑なもどかしい気持になっ

たりしませんか！？自分は正にその気持ちです。

　だけど、 理事長が居るので ･･･ 自分の事を、 マザーハウ

スを通して伝わればと思っています。

 

おたふくさん
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揺未瞽さん

　理事長が常々 「反省ではなく悔い改めを」 とおっしゃって

いるのに、 悔い改めようという姿勢が、 今のところ文通相手

の方に全く見受けられず、 残念でなりません。

　たまに 「反省」 と書かれていても、 どうも、 「どこでしくじっ

たんだろう」 という意味のように思われます。 または、 ただ

クヨクヨしているだけのように思われます。 「再犯しないため

に、 どうすればいいか悩んでいる」 と書かれていても、 あま

りに漠然としていて （略）、 「悩んでる」 だけで、 考えない

でアドバイスを求めているのではないかと疑ってしまいます。

（略）

　シャバで生きていくために必要なこと （例えば、 「ありがと

うございます」 「すみませんでした」 などといった言葉） を、

友人として忠告させていただいても、 「前に出した手紙、 読

んでないの？！」 と思うような返事が来ます。 （略）

後悔や反省ではなく、

悔い改めを

　近いうちに、「出所者の声」 コーナー掲載用のインタビュー

を行う予定なので、 「出所者にこんな質問をしてほしい」 と

いうご要望がありましたら、 編集局宛てにお手紙をいただき

たいです。

　インタビューの日時はまだ決まっておりませんが、 お手紙

が間に合わなかった場合は、 次回のインタビューで反映さ

せていただきます！よろしくお願い致します。

　【注】 去年も含め、 いただいたご要望のお手紙は保管し

ておりますので、 今回のインタビューで繁栄させていただき

ます。 長い間お待たせいたしました。

マザーハウスたより編集局

出 所 者 の 声 　 質 問 募 集 ！

作田明賞　優秀賞を

受賞させていただきました！

　皆様のご支援 ・ ご協力に心から感謝申し上げます。

　いつもマザーハウスを支えてくださり、 ありがとうござい

ます。

　これからもどうぞよろしくお願い致します。

　理事長　　五十嵐志 弘志

巷のたより

Akira さん 「娘」
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　そのような経緯から、 皆様の身体症状や病気についての

お悩み相談にお答えしようと、 この場をお借りすることに致

しました。 しかしながら、 看護師ですので医師ではございま

せん。 病気の診断や治療は行えませんことをご承知おきく

ださいますように、 よろしくお願いいたします。

　ご相談方法についてですが、 マザーハウス宛てに郵送で

お送り下さい。

　記載していただきたい内容は以下になります。

　①年齢

　②性別

　③既往歴 （過去にかかった病気） ・ 現病歴

　④内服薬

　⑤身長 ・ 体重

　⑥施設滞在年数

　⑦以前の職業

　⑧義歯 ・ 差し歯ではない自身の歯の数 （親知らずを含

　　　め、 32 本が通常の現在歯数になります。 そこから、

　　　義歯や差し歯の数を差し引きしてください）

　⑨喫煙歴 （〇年） と喫煙本数

　皆様のお悩みをお寄せいただき、 内容が同様である場合

は、 マザーハウスたよりを通して他の皆様方へもお伝えでき

たらと考えています。

　また、 お悩みに関しては順番にご返信致します。

　今後は、 症状に対しての援助方法や、 身体ごとについて

の内容を、 たよりに載せて参りたいと思います。

　どうぞ、 よろしくお願い致します。

　はじまして。

　わたくしは、 大学で教員をしています。 中谷こずえと申し

ます。

　元看護師で 15 年間、救急をメインに勤務をしていました。

しかし、 あるとき、 「私は医師の小間使いになるために看護

師になったわけではない」 とふっと思うことがあり、 大学 ・

大学院へ行き直して、 現在は介護福祉士養成に携わって

います。

　私は、 以前から矯正施設内の高齢化の現状を調査して

いました。 その時、 それだけではない問題が山積みである

ことを学びました。 そして、 「私にできることは何だろうか？」

と常に自問自答を繰り返していました。

　そんなとき、 五十嵐理事長にご連絡し、 お会いする機会

を頂きました。 理事長の理念に賛同し、 何かご協力できな

いかと今回、 マザーハウスたよりに参加をさせていただける

こととなりました。

　今年 3 月に元受刑の方々をご紹介いただき、インタビュー

調査をさせていただきました。 その時に、 矯正施設を退所

されてからではなく、 現在入所されておられるときから、 何

らかの健康や病気の予防に対する関わりが必要なのではな

いかと考えました。 また、 施設で生活される皆様が、 身体

の症状や不安を抱えながら生活されていることも、 文通を

通じて痛感致しました。

健 康 相 談 窓 口 を 開 き ま し た

― 心 配 な こ と を お 尋 ね 下 さ い ―

健康相談窓口

Ｔ拘　Ｈ ・ Ｋさん

看護師

中谷さんによる



マザーハウスたより No.33

ー 19 ー

　7 月 16 日～ 8 月 15 日の寄付金

合計 ： 209,489 円 

（内　愛のプリズム宣教基金：22,200 円）

ご 寄 付 あ り が と う ご ざ い ま す ！

　皆さま、 いつもありがとうございます。

　たよりの投稿や掲載内容についての質問をいただきました

ので、 この場を借りて回答させていただきます！

　Ｑ ： イラストは白黒でも良い？絵ではなく、 装飾文字な

どでも良い？

→Ａ：白黒でも装飾文字でも大歓迎です！ただ、表紙

は難しいです（目次などの文字とかぶって読みにくく

なるため）。

　Ｑ ： 投稿文やイラストを載せる基準は？

→Ａ：投稿文は、「その人にしか書けないこと」（自分

の体験や自分が気付いたことなど）を重視して選ばせ

ていただいております。イラストは、届いたものは基

本的にすべて載せさせていただいておりますが、グロ

テスクすぎるものなどは載せておりません。

　Ｑ ： 仕事の求人や開業の仕方、 国内外の時事ニュース

を載せてほしい。

→Ａ：膨大な量になるため、たよりで載せることはで

きません。ご理解ください。

　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

編集後記

▼ 9/14　10 ： 00 ～

　　前橋地方裁判所刑事部にて、 情状証人

▼ 9/17　11 ： 00 ～

　　青少年福祉センターにて、 面談

▼ 9/20　11 ： 00 ～

　　東京保護観察所にて、 所長と面談

▼ 9/24　ミサ終了後～

　　カトリック所沢教会にて、 マリアコーヒー販売

▼ 9/27　18 ： 00 ～

　　ワーカーズコープにて、 就労支援勉強会

▼ 9/28　13 ： 00 ～

　　前橋カトリック教会にて、 当事者ミーティング

▼ 9/29　18 ： 00 ～

　　立正大学にて、 APS 研究会

▼ 9/30　13 ： 30 ～

　　聖イグナチオ教会 ・ ヨセフホールにて、

　　　映画 「赦し」 上映

　　　その後、 英神父、 柳川さんとの対談

▼ 10/7　14 ： 00 ～

　　聖イグナチオ教会岐部ホール 404 号室にて、

　　　VIP プリズム講演会

▼ 10/12　18 ： 45 ～

　　新宿 NPO 協働推進センター 4 階 404 号室にて、

　　　講演 「人生を変える出会いの力」

行事予定
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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９月号 −

〒 130-0024 東京都墨田区菊川 1-16-17-102

2017 年 9 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


