特定非営利活動法人 マザーハウス会報（2015 年１月15 日創刊）

マザーハウス

10
October
Mother House

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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《今月のイラスト》
死刑囚…p.4/6/8/12/13
＊表紙は、「とらわれ人のた
めの聖年」で神父様からい
ただいたマリア様の布です。
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理事長挨拶

院長が、 「何でなの」 と聞いてきたので、 「マザーの名前
を使って私が金集めをしている、 とクリスチャンのボランティ
アの方々に言われました。 私は、 そんな気持ちは全く無く、
納得できません。 だから総長に、 この名前を使用して良い
かどうかの許可をいただきたいのです。 手紙を出させてくだ

《 マザー ・ テレサの列聖式と長女の幼児洗礼 》

さい」 と答えました。 院長が当時の管区長に連絡をしたと
ころ、 管区長に 「あなた （院長） が総長に手紙を出して
あげなさい」 と言われたそうで、 院長が総長に連絡をしてく

ようやく暑さも過ぎて涼しい時期となりました。

れました。 そして、 総長から、 「マザー ・ テレサもとても喜
皆さんも新聞等でご存知だと思いますが、 ９月４日の主
日にバチカンでマザー ・ テレサの列聖式が行われました。
同日、 カトリック本所教会にて、 長女の幼児洗礼を授け

んでいるでしょう。 この名前をお使いください。 そしてあなた
がカルカッタに来たときは、 一緒にミサに預かりましょう」 と
いう返事をいただきました。

ていただきました。 霊名は、 マザー ・ テレサがいただいて
いた 「幼きイエズスの聖テレジア」 です。 洗礼式にはマザー
ハウスの仲間も参加してくださり、 本当に神様の家族である

《 マザー ・ テレサは信仰の母 》

と実感しました。
その後、 私の講演会も実施されました。 大勢の方が参

私にとってマザー ・ テレサは信仰の母です。 マザーから、
祈りと愛の実践という姿を徹底的に教えていただきました。

加してくださったことを深く感謝いたします。

遠くの人に愛を捧げることは簡単です。 でも、 目の前の人

《 マザーハウスの由来 》

に愛を実践することは難しいです。 何故なら、 関わるから
です。 関われば関わるほど、 その人の良い面も悪い面もす

マザーハウスという名前は、１つはカルカッタにあるマザー・

べてが見えてきます。腹立つこともあります。怒りもあります。

テレサの 「マザーハウス」 に由来しています。 もう１つは、

だからこそ、 その目の前の人をキリストと思い、 愛すること

森一弘司教とキリスト教に触れるなかで学んだ、 「棘が無く、

を実践することはとても厳しいことなのです。

温かく、包んでくれて、いつも守ってくれる場所、それは 『母

私は刑務所の中で、 介護を通して、 目の前の人に愛を
実践するということを学びました。 生き地獄のような思いが

親の子宮』 である」、 ということに由来しています。

ありました。 でも、 いつも神様に祈り、 壁に掛けたマザーの
この活動を始めた当初、 とあるクリスチャンの方々に、 「マ
ザー ・ テレサの名前を使って金集めをしている」 と言われ

絵に 「いってきます」 「ただいま」 と話しかけ、 受刑生活を
全うさせていただきました。

ました。 そのときは、 私はまだ洗礼も受けておらず、 瞬間
湯沸かし器のように怒りが先走ってしまい、 当時の修道院

私が拘置所にいるとき、 ある死刑囚が死刑を執行され、

長の所に行き、 いきなり、 「神の愛の宣教者会の総長に手

私は溢れる涙で一昼夜を過ごしていました。 夢の中で、 マ

紙を出したい」 と直談判しました。

ザーは私を優しく抱きかかえ、 ハグをしてくださいました。 そ
の温もりは今も忘れません。 そのとき、 マザーは 「福者」
という言葉を言っていました。 福者が何であるか分からない
私は、 シスターに手紙を書き、 出来事を説明しました。 そ
して、 シスターから、 「聖人になる前の人を福者と呼ぶ」 と
いうことを教えてもらいました。 その後すぐ、 マザー ・ テレ
サが列福 （福者とされること） されました。
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社会復帰してから、 どん底で苦しく、 つらい時は、 マザー
のチャペルに行き、 祈ります。 そこで、 「おかえり」 という
言葉をいただきます。

受刑者を受け入れる社会のための祈り
生きとし生けるものに慈しみを注いでくださる神よ、 私たち
の心に、 他者への思いやり、 互いの存在を尊敬をもって認
め合う広い心をお与えください。

主よ、 私をお使いください

全ての絆を大切にし、 共生の社会をつくる使命に、 今こ

主よ、 今日一日、 貧しい人や病んでいる人を助けるため

そ目覚めて生きることを教え、 導いてください。

に私の手をお望みでしたら、 今日、 私のこの手をお使いく
ださい。

《 恵みの雨 》

主よ、 今日一日、 友を欲しがる人々を訪れるために私の
足をお望みでしたら、今日、私のこの足をお貸しいたします。
主よ、 今日一日、 優しい言葉に飢えている人々と語り合

社会復帰後、 教皇フランシスコからお手紙の返事をいた

うため私の声をお望みでしたら、 今日、 私のこの声をお使

だいたり、 結婚して子どもを授けてもらえたり、 多くの仲間

いください。

が社会復帰してマザーハウスとともに歩んでいけるのは、 神

主よ、 今日一日、 人は人であるという理由だけでどんな

様の祝福と恵みの雨そのものです。 これからも私は、 「求

人でも愛するために私の心をお望みでしたら、 今日、 私の

めなさい、 そうすれば与えられる。 探しなさい、 そうすれば

この心をお貸しいたします。

見つかる。 門をたたきなさい、 そうすれば開かれる」 「あな
たも行って、 （キリストの愛と赦しを） 行いなさい」 （善きサ

今も、 私はこの祈りが大好きです。 そして、 この祈りを実
践したいと願っています。 本当に、 マザー列聖おめでとうご

マリア人のたとえ） という御言葉を実践できるように、 歩ん
でいきたいです。

ざいます。 私はいつまでも、 あなたの、 最も貧しい人々に

最後になりますが、 自分を変えなければ何も変わりませ

仕える姿勢を忘れずに、 あなたからいただいたマザーハウ

ん。 自分を変えるには、 努力が必要です。 気づきが必要

スを仲間とともに歩んでいきたいと思います。

です。 そして何よりも、 愛が必要です。 その、 愛に燃える
男でいたいです。

《 とらわれ人のための祈り 》
《 お願い 》
9 月１９日、 さいたま教区の 「とらわれ人のための聖年」
で講演をさせていただき、 参加者全員で 「とらわれ人のた

受刑者の皆さん、 お願いがあります。

めの祈り」 をいたしました。 ここでは、 その中から２つの祈り

社会復帰するにあたり、 満期日が近くなりましたら、 ご連

を紹介させていただきます。

絡ください。 多くの方が連絡をしないため、 たより等を送っ
て戻ってくることが多々あります。 そこには、 郵送費の支援

受刑者のための祈り

や郵送の手伝いなど、 さまざまな人の愛が込められていま

「人の子は、 失われたものを探して救うために来た」 と言
われた主よ、 反社会的行動によって、 刑を受けている全
ての人に、 希望の光を注いでください。

す。
支援してもらえるのが当たり前だ、 と考えている方は、 更
生など出来ません。 そして、そういう方は再び刑務所に入り、

善い生き方を選ぶことが出来なかった過去を嘆き悲しん
でいる、 全ての人の心の痛みをあなたはご存知です。

その時になってようやく、 マザーハウスに 「助けてください」
と連絡が来ます。 とても悲しい気持ちになるとともに、 多く

この人々の前に、 新しい生き方への扉を開き、 人生の残
りの歳月を、 善を選ぶ道を歩むことによって、 明るいものに
してください。

の愛が込められた郵送費や郵送手伝いの作業が勿体ない
と感じます。
皆さんも大変な状況だと思いますが、 必ず連絡をいただ

彼らが心と精神の健やかさを取り戻し、 苦しみの淵から立
ち上がり、 善い生き方を常に探す勇気をお与えください。
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文章紹介

《 本当の気持ちに気付いてくれて嬉しかった 》

＊障害を抱える方たちの文章や詩などが掲載されている

僕は、 介助付コミュニケーションが出来るようになるずっと

『Ｄｒｅａｍｓ』 という本から、 感謝の思いがたっぷり詰まった

前から、 僕が困っているときに、 その気持ちを分かってくれ

素敵な文章を紹介させていただきたいと思います。

たお母さんとお父さんに、 「ありがとう」 と伝えたいと思って
いました。

「ありがとう」 を伝えたくて

僕がとても困っているとき、 何も伝える方法が無くて、 どう
したら良いか分からなくて、 泣きたくなって、 でも涙が出な
くて笑ってしまうことがありました。 嫌だと伝えられずに、 周

ヒデール

りからは喜んでいると誤解されていました。 僕は、 いつも反
対の気持ちを表現してしまう自分に、 愕然とすることがあり

＊ヒデールさんは障害を抱えているため、 この文章は、 介
助付コミュニケーションという方法によって書かれました （誌

ました。
でも、 いつの頃か覚えていませんが、 僕が笑っているとき
に、 「これは痛くて笑っているのかもしれない」 と、 お母さ

面の都合上、 一部編集しております）。

んとお父さんが分かってくれるようになりました。 僕の笑って
いる様子を見て、 「これは喜んでいる」 というのと、 「これは

＊介助付コミュニケーションとは ：
障害者の方が、 介助者に手伝ってもらいながら、 自分の

痛がっている」 というのを分かってくれるようになって、 すご

気持ちを言葉で伝える方法。

く嬉しかったです。 僕は、 お母さんとお父さんに抱きつきた

＊方法例 ：

いくらい嬉しかったのを覚えています。

・ 障害者の指で介助者の手のひらに文字をなぞる筆談
（＝指筆談）
・ 介助者に５０音を読み上げてもらい、 伝えたい文字のと
ころで障害者が目線などで合図して、 介助者に１字ずつ読
み取ってもらう顔談 （＝あかさたな話法）
など

僕が一番嫌だったのは、 痛いのに、 喜んでいると思われ
て、 何度も痛いことをされ続けたことです。
僕が、 痛くても笑ってしまうということを、 お母さんが見つ

＊ヒデールさん自己紹介 ：
好きな言葉 ： 「みんな同じ生きているから」

けてくれたのは、 お医者さんが注射をしたときです。 注射

夢 ： 「介助付コミュニケーションがいつでも使える世の中」

のとき、 僕はよく笑っていたので、 我慢強いといつも褒めら

一言 ： 「感謝」

れていましたが、 あるとき、 「もしかしたら、 痛いのに笑って
しまうのかもしれない」 と気が付いてくれました。
それからは、 僕が笑っているときには、 注意深く見るよう
にしてくれました。 どこか挟まって痛くて笑っているときとか、
カブトムシを僕の腕に這わせて喜んでいると思われたとき
も、 「それは痛くて笑っている」 と、 その人に教えてくれまし
た。 そして、 僕が笑っているときは、 「どこか痛くても、 笑う
ことがあるから注意してください」 と、 みんなに伝えてくれま
した。
僕は、 僕が笑う理由を分かってくれたお母さんとお父さん
に、心の中でいつも「ありがとうございます」と言っていました。
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《 生まれて初めて 「ありがとう」 を伝えた日 》

《 感謝の気持ちはずっと変わらない 》

僕が介助付コミュニケーションで言葉を伝えることが出来

僕の感謝の気持ちは、 この方法が出来るようになる前も、

るようになったとき、 一番最初にお母さんに 「ありがとうご

出来るようになってからも、 ちっとも変わりません。 変わっ

ざいます」 を伝えることができて、 僕は嬉しくて、 嬉しくて、

たのは、 僕の見た目と心の中が違うということを分かってく

嬉しくて、 笑うことも出来ずに硬直してしまいました。

れて、 僕を理解してくれる人が増えたことによって、 気持ち

僕の胸は口から飛び出したかと思うくらいびっくりしました。

良く生活出来るようになったことです。

僕の心の中の気持ちが言葉になって、僕の言葉を読み取っ

僕の生活は、 この方法が出来るようになる前とそれほど

てくれた先生の声でお母さんに届けられた日のことは、 忘

変わってはいません。 これまでも、 僕のことを分かろうとし

れることができません。

て僕に愛情を注いでくださったたくさんの先生や皆さんのお
かげで、 僕は幸せな生活をすることが出来ていました。 そ

僕には重度の障害があり、 自分の力では、 話すことも食

のおかげで、 僕はこうして生きることが出来たのです。

べることも、 歩くこともできません。
でも、 介助の人に手伝ってもらいながら手で字を書いたり、
文字盤を指したりして言葉を伝える、介助付コミュニケーショ

この方法に出会ってから、 みんなに感謝の気持ちを伝え
たいと思うようになりました。

ンという方法を教えてもらい、 あきらめていた、 自分の心の

時々、 誤解されたり、 やりたいことが伝わらず悔しい思い

中の言葉を人に伝える、 ということが出来るかもしれないと

をしたり、 「ありがとう」 を伝えられずに自分が情けなくなっ

分かりました。 そして絶対に出来るようになりたいと思いまし

たりすることもありました。 嫌になったときは、 自分の殻に閉

た。

じこもってやり過ごすことで、 乗り切ってきました。 それでも、
いつも笑顔で接してくれる家族や先生がそばにいてくれて、

僕は、 お母さんとケンカをしながら介助付コミュニケーショ
ンを練習しました。 それでやっと、 いつでもお母さんと話が
できるようになりました。

僕は、 幸せに暮らすことが出来たのだと思います。
自分の気持ちを伝えることが出来るなんて、 素晴らしいこ
とです。 だから、 これまで関わってくださった皆さんや、 僕

それは１９歳の大晦日のことでした。 お母さんに、 僕の気
持ちを自分の言葉で伝えることができたのです。 僕の夢が

のことを心配してくれた皆さんへ、 「僕を愛してくれてありが
とうございます」 と伝えたいです。

叶いました。 「僕を１９年育ててくれてありがとうございます。
僕はお父さんとお母さんのところに生まれて幸せです。 これ

僕は、 みんなから愛情をたっぷり注いでもらったおかげで、

からもよろしくお願いします」 と、 お風呂の中で伝えることが

愛が溢れて僕からもみんなに愛を届ける仕事が出来るよう

できました。

になりました。 これからも感謝して生きていこうと思います。
そして、 みんなが１日でも早く、 自分の言葉で、 感謝の気

僕は、 この方法ができるようになるずっと前から、 心の中
で、 お父さんとお母さんに 「ありがとうございます」 を伝え
たい、 と思いながら毎日を過ごしていました。 それが、 今
ではいつでも 「ありがとう」 を伝えることが出来るようになっ
て、 こんなにも毎日感謝して暮らせるようになるとは思って
もいませんでした。
心の中の 「ありがとう」 を指で伝えることが出来て、 この
方法がどんなに僕たちを幸せにしてくれるか、 僕は、 もっと
たくさんの人にこの方法を広めたいと思っています。
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持ちを大切な人に伝えることが出来るように、 これからも頑
張りたいと思います。
この方法が、 出来ても、 出来なくても、 僕を愛してくださっ
た皆さんへ、 感謝の気持ちを込めて。
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相模原事件について
障害者からの言葉

①人を否定することがどうしてまかり通るのか
重度心身障害者の２７歳の男性
（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）
わなわなと震えるような思いで、 僕はこの大事件を見つ

＊相模原事件に関して、 障害者の方々のメッセージが載

めていました。 ごんごんと、 深い悲しみが湧くだけでなく、

せられている掲示板から、 一部抜粋 ・ 編集して紹介いたし

空しさが湧き上がってきます。 わずかな希望も感じることが

ます。

できません。 不条理としか思えません。

障害の重い方は、 介助付コミュニケーション （詳細は、
今月号４ページをご参照ください） によってメッセージを伝

人間にとって愉快なことは、 人とともにあることなのに、 人
を否定することがどうしてまかり通るのでしょうか。
もし僕があの施設にいたらと考えるだけで、 身震いがしま

えています。

す。 電気の無い暗闇で突然斬りつけられたら、 僕たちは何
＊参考元 ：

一つ抵抗することができません。 温もりを求めてみんなひた

「関わり合いの場から」

むきに生きているのに、 どうしてそんな冷たい仕打ちをされ

http://blog.zaq.ne.jp/yshibata1958/category/27/

なければならないのでしょうか。

＊相模原事件とは ：
今年７月２６日、 相模原市の障害者施設 「津久井やま

②人は人を許すことができるか
男性

ゆり園」 で、 刃物を持った男性が入所者を襲い、 １９人が
死亡、２６人がけがをした事件。 容疑者 （元職員） は、「意
思の疎通ができない人たちをナイフで刺した」 「障害者はい

犯人が、 私たちともっと一緒に過ごしさえすれば、 事件は
起こらなかったでしょう。 なぜなら、 私たちも同じ人間だと

なくなればいい」 などと主張。

いうことが感覚的に分かったはずだからです。
僕は、 犯人を死刑にするのは間違っていると思います。
死刑にしてしまうと、 犯人はかえって自分の考えに意固地
になってしまって、 決して考えを改めないだろうと思うからで
す。
死刑はもともと議論の多い制度ですが、 今日、 僕は改め
て死刑の問題を感じました。 犯人が心を改めることこそ重
要なのですから、 むしろ死刑は犯人の心を頑なにしてしまう
のではないでしょうか。 ぜひ犯人に改心する機会を与える
べきだと思います。 だから今、 改めて、 人は人を許すこと
ができるかということを問い直したいです。
被害者の親たちは当然許せないはずですが、 ゆっくり自
分の子どもを思い浮かべたら、 子どもは必ず犯人を許すだ
ろうと気づくのではないでしょうか。 だからぜひ、 改めて許し
の問題を考えるべきだと思います。
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③事件をきっかけに正しい理解が広がってほしい

⑤この事件ほど死刑が空しいものは無い

自閉症の小学３年生の少年

④と同じ方

残酷な出来事がありました。 僕たちは何でも理解出来て

それから、 犯人をどう許すかという問題についてですが、

いるのに、 何も分からない存在とされてしまって、 世の中は
もう僕らを認めてくれないのかととても気になりました。

犯人を死刑にするということになるしかないと思います。
でも、 この事件ほど死刑が空しいものは無いと思います。

長い間認められないまま亡くなった人たちのことを思うと、

なぜなら、 死刑にする理由は、 「犯人が間違っていること

とても辛かったです。 理屈ではみんな、 僕たちを理解した

がはっきりしているから、 みんなも死刑に納得してしまう」 と

ように言っていても、 結局は全く何も分からない存在として

いうことですが、 今回の事件の怖さは、 犯人の行為は否定

言い続けているので、 僕はとても悔しいです。 気持ちをうま

されても、 犯人の思想は否定されないということにあるから

く伝えられなくても、 ちゃんとした考えが心の中にはあるとい

です。行為の間違いについてはみんなの意見は一致しても、

うことをどうか分かってほしいです。

思想については、 みんなどこかで同意しているところもある

こんな悲しい出来事が起こったのだから、 せめて僕たちの

のではないかと思います。 なので、この死刑はなんだか、「正

本当の姿を知って、 正しい理解が世の中に広がってほしい

しいことだけど表面上は間違っている」、 という考え方を最

です。

後に残してしまう気がします。
だから、 死刑ではなくて、 犯人自身の考えの悔い改めこ

④本当に理解のある人だけが被害者を悼むことが
できる

そが必要だと思います。 「僕は間違っていた」 と言うだけで

自閉症の 20 代の青年

ないと、 この事件の解決にはならないと思います。 死刑で

なく、 「みんなも間違っている」 とあの犯人の口から言われ
はなく、 人を許すことが大事だと思います。

許せないことの 1 つは、 被害者が公表されるべきかどう
かについて、 あまりにも浅薄な議論しかなされていなかった
確かに、 人がたくさん亡くなったのだから、 名前を公表し

⑥同じような境遇の人でさえ、 理解を示してくれ
なかった

て人生をきちんと悼むのは大事なことです。 でも、 人のい

自閉症の小学５年生の少女

ことです。

のちの亡くなる痛みは、 その人のことを本当にかけがえが無
いと思える人にしか悼むことのできないものです。だから、「障

私が悲しいのは、 本当の姿を誰にも知られることなく亡く

害者には意識が無い」 と思っている世の中の人たちが、 い

なっていった大勢の仲間たちのことです。 私にとって、 自

くら被害者の名前を公表して悼もうとしても、 誰も事件の本

分の命が消える時に、 本当の姿さえ知られないまま亡くな

当の意味を感じることができないどころか、 かえって被害者

るのはとても耐え難いことですから。

のいのちへの冒瀆にすらなるのではないかと思います。

何より残念なことは、 私たちのような話せない存在に対し

今回、 家族が名前を出さない理由は、 「今まで自分たち
を差別してきた世の中が、 どうしてこの時だけ自分たちを本
当に理解することがあるだろうか」、 という考えになったから
だと思います。 本当に分かってくれる人たちだけが被害者
を悼むことができるので、 僕は今回名前が出ないことの背
景にも、 深い問題が横たわっていると感じました。
亡くなった人たちに対して一番の追悼になるのは、 この事
件をきっかけとして、 本当の理解が少しでも得られるように
なることだと思います。
ー7ー
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⑦犯人よりも犯人の言葉を葬り去るべき
自閉症の高校１年生の少年

⑨軽蔑のまなざしを、 純粋な目でまっすぐに見つ
め返す
４０代の方

僕が伝えたいのは、 亡くなった人にも言葉があったという
こと、 そして、 犯人は死刑にすべきではなく、 犯人の、 「障

私は今はこれほどまでに医療的ケアが必要な体になりまし

害者には言葉が無い」 という言葉を葬り去るべきであるとい

たが、元はもう少し体も動いていたわけですから、よく人から、

うことです。 被害者は、 「言葉が無い」 という間違った理解

重度の知的障害と言われてきました。

で殺されてしまったのだから、 こんな無念なことはありませ
ん。

私は天真爛漫とかは言われましたが、 結局は何も分から
ないでにやにやにやにやしている、 というかんじの蔑みをさ

テレビのキャスターが、 僕たちには心のケアが必要だとい

れてきました。 そういう風に人から見られるということは、 決

うことを言っていましたが、 心のケアなんていい加減にして

して悲しいことではなくて、 そういう風に見ている人たちのこ

ほしいです。 僕たちはしっかりした意見を持っているし、 社

とをもう一度純粋な目で見返すことができるチャンスになり

会の人が聞く耳を持つことの方が大事なのに…。

ます。
私は、 被害者の人たちは、 首に刃物を当てられた瞬間、

⑧世の中の人たちの考えを正すことが必要

「どうぞ」 と言ったと思います。 なぜなら、 今までそういう刃

自閉症の小学 4 年生の少年

のようなまなざしを何度も向けられては、 私たちは何度も
まっすぐ前を見返してきたからです。 だから、 被害者の人

この事件は、 僕たちのような、 なかなかうまく話せない人
たちを対象にした事件で、 僕はとても悔しい思いをさせられ

たちはもちろんとても怖かったとは思いますが、 決して目を
逸らさなかったのではないかと思いました。

ました。 もし僕のお母さんが病気にでもなったら、 僕もきっ

現実は、 怖くて怖くて仕方無かったということがほとんど

とあの施設のようなところに行かなくてはならないので、 とて

だったと思いますが、 被害者の心の中には、 「私を軽蔑す

も恐かったです。

る人を絶対にまっすぐ見つめ直す」 という心があったはずで

あのような犯人はそんなにたくさんいるわけではありません

す。 そういう強い思いをみんな持っていたと思います。

が、 同じような考えを持った人は結構たくさんいるし、 僕を
見て、 「この子のような子が生きていて何の意味があるの
か」 とこっそりささやく人はたくさんいましたから、 僕は犯人

⑩許すことで心が醜くならずに済んだ

のような考えがあちこちにあるのを知っています。

⑨と同じ方

だから僕は、 本当の僕たちの姿をしっかりと伝えて、 世の
中の人たちの考えを正さないといけないと思っています。

あの犯人を許すか許さないかといった時に、 真っ先にあ
の亡くなった人たちは、 「いいから許してあげなさい」 と言う
と思いました。 なぜかと言うと、 私たちは何度も何度も許せ
ないような目に合わされてきたのですが、 それを一つ一つ
結局は許してきて、 許すことによって、 私たちの心が醜くな
らずに済んだということを得られたからです。
本当に、 私たちは、 「人は人を憎んでしまうと自分が情け
なくなる」 ということをよく知って生きてきたので、 亡くなった
被害者は、「きっと私なら許す」 という思いだけは捨てなかっ
たと思います。
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それを捨てないということが、 私たちの最も大切な誇りの
ようなものですから、 今回の事件で、 もし亡くなった人たち
に語る時間があったなら、 「私たちは許しますから、 どうか
みなさん死刑にだけはしないでください」 と言うのではない

育児日記

かと思いました。
もう２歳半になったＩ君。 この１ヶ月で言葉が文章になって
さすがにここまで言えるのは同じ立場の人間だけですが、

きました。 「パパおしこと？じゃあばいばいたね。 きをちゅけ

そういうことをきっと誰も知ることも無く、 この事件は闇に葬り

てね。 いてらっしゃい！」 と元気に手を振って見送ります。

去られると思っていたので、 言うことができて良かったです。

遊んでいる時も、 「でんしゃれんけちゅ、 しゅっぱつちんこ

やはり、 こういう思いで生きてきたからこそ、 私は誇りを少

う！」 （電車連結、 出発進行！） と、 ハイレベルな言葉も

しも無くさずに生きてこれたので、 このことをしっかりと理解

いつの間にか覚えています。

できる人には伝えたいと思いました。
私は、 今回の事件のことは悲しすぎて言葉にできないと

機嫌が悪い時は、 私が 「チュウしていい？」 と聞くと、 「や

思っていましたが、 言葉にして話せるのにきっちりと話さな

だ」 と答え、 「じゃあ抱っこしていい？」 と聞くと、 「だっこな

いと、 私たちの、 いつも相手をまっすぐ見つめ直してきた生

らいいよ」 と言います。 「大きくなったらママとデートしてよ」

き方に反する気がしたので、 しっかりと言わせていただきま

と言うと、 「ぜったいいやだー！！」 と言うのに、 「えーいい

した。

じゃん、 お願い！」 としつこく誘うと、 満面の笑みですんな
り 「いいよ」 と得意気に答えるので、 思わず笑ってしまうこ
ともしばしば。
マザーハウスのお手伝いをよくしてくれる当事者のＡさん

⑪大勢の人が犯人と同じ考え方を持っている

は、 Ｉ君を公園に連れて行ってくれたり、 お仕事をしながら
男性

Ｉ君のお相手をしてくれます。 そんな優しいＡさんが大好き
なＩ君。 「Ａしゃんは？Ａしゃんくるかな？Ａしゃんあいたい」

やっぱり、 「僕たちの目が澄んでいる」 とみんながよく言っ

と、とにかく大好きなので、Ａさんとのお別れは凄まじいです。

てくれたのは、 実は、 そういう馬鹿にする人のまなざしに対

手がつけられないくらいドアを叩き、 この世のお別れかのよ

して、 こちらは澄んだまなざしを投げ返すことを頑張ってき

うに、大声で 「Ａしゃーん！！！！！」 と泣き叫んでいます。

たからです。 僕たちは、 まっすぐにものを見ることを、 馬鹿

たより編集担当の五十嵐さんのことも大好きで、「おねちゃ

にする人たちから反面教師のようにして学んできました。 今

んおねちゃん」と慕っています。 ほっぺにチュウをしたり、ぎゅ

回の事件についても、 僕は、 あの犯人をしっかり前から見

うっとハグをしたり、 ２人を見ているとまるで恋人のようです。

つめ直したくて仕方ありませんでした。
亡くなった人たちは一生懸命見つめ直したのだろうけれ
ど、 彼には届かなかったのでしょう。 でも、 僕はみんなでも
う一回見つめ直して、 彼が間違っていたということをしっかり
と理解させてあげないといけない、 と思いました。

妹のＫちゃんは美容院で髪の毛を切ってもらい、 ますます
可愛くなりました。
先日、 おじいちゃんから電話があって、 「福原愛ちゃんは
小さい頃、 鼻の穴が上に向いていたけれど、 大人になった
ら伸びていたから、Ｋちゃんも大丈夫。 心配いらないからね。

「犯人はおかしいやつだから被害者を殺したけれど、 考え
方自体はあまり間違っていない」 と思っている職員はいる

はっはっは」 と言われました ( 笑 )。 …え！？全然心配し
てないし！言われてから気になっちゃうし！！

ので、 その考え方こそが間違いで、 殺したことなどある意味

どうやらＫちゃんはパパに似ているみたい。 Ｋちゃんを抱っ

では、 どうでもいいとは言えないけれど、 重要なのは、 大

こした人は、 よく、 「やだわぁ、 五十嵐さんを抱っこしている

勢の人がそういう考えを持っているということの方であると、

みたい、 あははっ」 と笑います。

反論をきちんとしようと思います。
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ささきみつお コーナー

さあ、 「ツキを呼ぶ魔法の言葉」 とは、 どんな言葉なの
でしょうか。
なんと、 「ありがとう」 と 「感謝します」 のたった２つの言
葉なのだそうです！

ツキを呼ぶ聖書の言葉

嫌なことがあったら 「ありがとう」 と言い、良いことがあっ
たら 「 感謝します 」 と言うだけでいいのです。 簡単です
ね。 これなら誰でも言えます。 物事は大体、 嫌なことか良

《 1. 「ツキを呼ぶ魔法の言葉」 》

いことかの２種類しかありませんから、 要するにいつも、 「あ
りがとう」 と 「感謝します」 を言っていれば良いということな

「ツキを呼ぶ魔法の言葉」 って、 一体何でしょうか。 幸

んですね。

運を呼ぶ言葉なんて、 本当にあるのでしょうか。
実は、 「ツキを呼ぶ魔法の言葉」 というのは、 五日市
剛 （いつかいち つよし） さんの講演記録をまとめた小冊子
の題名です。 書店で売られていないのに、 口コミで６０万
部も出ているそうです。
大学院生の頃、 自分の研究に行き詰まり、 人間関係に

そういえば最近、 私の職場近くのコンビニに行くと、 レジの

もひどく悩んでいた五日市さんは、 現実逃避でイスラエルを

女性が、 １回レジを打つ度に 「ありがとうございます」 と繰

一人で旅行したそうです。

り返して言っています。 １０個品物を買うと、 １０回も 「あり
がとうございます」 と言うんですね。 そして、 品物を袋につ

旅先でもトラブルが続きました。 飛行機の遅延、 財布の

めてくれる時も、 １品つめる毎に 「ありがとうございます」 を

紛失、 詐欺被害によって所持金のほとんどを喪失…。 あ

連発します。 たった１人の買い物に、 合計２０回も 「ありが

る日大寒波が襲来しましたが、 泊まる宿も見つからない状

とうございます」 と言うのです。

況でした。 「なんで俺だけこんな目に遭うんだよ！」 「俺ほ
ちょっと言い過ぎじゃないかとも感じましたが、 「ありがとう

どツイてない人間はいない！」 と嘆いていました。

ございます」 と連発されて悪い気はしません。 不思議なも
そんな時に、 一人の親切なユダヤ人のおばあさんに出会

ので、 何か買い物があると、 つい、 同じコンビニに行って、

い、 自宅に泊めてもらいました。 ツキから見放されていた

その女性のレジに並んでしまいます。 きっと、 彼女はこの小

五日市さんを見かねて、 おばあさんは 「ツキを呼ぶ魔法の

冊子を読んで実践しているに違いありません。

言葉」 を教えてくれました。
日本に帰国後、 この言葉を実際に使い始めたら、 どんど

《 2. 「ツキを呼ぶ聖書の言葉」 》

ん幸運が引き寄せられてきたそうです。
まず、 人間関係が驚くほど改善して研究が進み、 工学

五日市さんがイスラエルで出会ったユダヤ人のおばあさ

博士号を取得。 そして、 一流会社に就職後、 ヘッドハント

んは、 ユダヤ教の聖典である旧約聖書を毎日読んでいた

されて転職。 転職先では億単位の開発費が用意され、 世

はずです。 聖書には至るところに、 「 すべてのことにつ

界的な発明をして、 新規事業が２年でトップシェアに。 理

いて神に感謝しなさい」（詩編 103）と書かれています。
おばあさんは聖書の言葉を実践して、 幸運を引き寄せて

想の女性と出会い、 めでたく結婚。
まさに、 良いことずくめです。

いたのですね。
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聖書には、 「 悪い言葉を使わないように口に気を

つけなさい」 （ヤコブ３章） とも書かれています。

「神を信じる」 ということは、 あなたの心の一番深いところ
で愛の神と出会い、 素晴らしい神とあなたが永遠に結ばれ
るということです。 宇宙万物の創造主、 全知全能の完全な

私の知り合いに、 会社の不満ばかり言っている人がいま
す。 「うちの会社は同族会社だから、 社長の親戚でなけれ

る愛の神と永遠に結ばれたならば、 すべてのことはあな

たのプラスにされていきます （ローマ書 8 章）。

ば絶対に役員になれないんだ。 いくら働いたって全然希望

あなたの将来は、 真の意味で 「ツイて、 ツイて、 ツキまく

がないよ」 「上司ときたら、 無能なのに威張ってばかりいる。

る！」 以外の何物でもありません。 ですから、朝から晩まで、

部下は部下で、 まるでやる気がないんだ。 ああ、 いやだ、

ことある毎に 「ありがとう」 「感謝します」 と言い続けましょう。

いやだ。 こんな会社早く辞めたいよ！」。
そのうち彼は、 仕事に失敗して会社を首になってしまいま
した。 再就職先が見つからず、 困っています。 「こんな会

「ツキを呼ぶ魔法の言葉」 というのは、 本当は 「ツキを
呼ぶ聖書の言葉」 なのです！

社早く辞めたいよ！」 と言っていた通りになったのです。
朝から晩まで文句ばかり言っていると、 幸運は逃げていき
ます。 「ああ、 雨が降ってきた。 チクショー、 ツイてないな
あ！」 「今日は日差しが強くて嫌だわ。 外を歩いたら皮膚
ガンになってしまう！」 「宿題しないでゲームばかりして、 そ

ささきみつお 著書紹介

んなに勉強が嫌いなら学校なんかやめちまえ！」。
普段、 何気なく口にしている言葉に気を付けてみると、 か
なり否定的なことを言っていませんか。 悪い言葉によって、

●ささきみつお 『うまくいかないときにうまくいく』

悪い運を引き寄せているのですね。

小牧者出版、 2016 年 8 月 31 日初版発行
定価 1300 円 ( ＋税 )
●さまざまな法律問題に取り組み、 現実に解決することを
職業とする弁護士としての立場から、 聖書に書かれた言葉
によって問題を解決していく秘訣を、 具体的事例とともにお
話ししていきたいと思います。 ( 「はじめに」 より抜粋 )
五日市さんは、 「ありがとう」 「感謝します」 の他にも、 い
つも前向きに 「ツイている！」 という言葉を口ぐせにして

●本書は、 「こころの土台を築こう」 「習慣の力」 「新しい

いると、 必ずツキがやってくる、 と言っています。 不安や心

世界に踏み出そう」 「決してあきらめない」 という 4 つの章

配に襲われた時には、 すぐに 「キャンセル、 キャンセル」

から構成されています。 各章には、 章のタイトルに関連す

と言うと良いそうです。

る 8 つの核心テーマが収められています。
核心テーマはそれぞれ御言葉と対応しているため、 とて

これも聖書に書いてあることなのです。 「ツイている！」 と

も深い内容になっています。 1 つの核心テーマにつき、 5

いうことは、 「あなたを死ぬほど愛している神さまは、 いつも

ページほどでまとめられているので読みやすく、 具体例を交

あなたにツイていてくださる」 （マタイ 28 章） ということです。

えて解説しているので分かりやすいです。

そして、 「明日のことを思い煩ってはならない」 （マ

目次のところには、 章ごとに核心テーマが並んでいます。

タイ 6 章） とか 「 どんなことにもくよくよするな！」

毎日 1 つ、 目次を見てピンと来た核心テーマについて読む

（ドント ・ ウォリー！） （ピリピ 4 章） という聖書の言葉が、

のも良いかもしれません。 （五十嵐 涼）

不安や心配の思いを断ち切るために、 「キャンセル、 キャ
ンセル」 という言葉として用いられているわけです。

＊今月号の１８ページで感想文を書かせていただきました。
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塀の中のたより

私が、 「何も喋ってはいません。 ただ私の足を踏まれた
だけです」 と答えたら、 担当先生は、 「足を踏まれたことを
聞いているのではなく、 交談をしていただろ」 と言い、 私が
「喋ってません」 と答えると、 「否認するんだな」 と言われ

* 無題の文章には題名をつけさせていただきました。

ました。 私が 「喋ってません」 と繰り返すと、担当先生は 「後

また、 誌面の都合上、 表現を変えたり、 原文の一部を

で管区に連行するからな」 と言いました。

略した箇所がございます。

そして工場へ帰って作業につくや、 担当先生に呼ばれ、

イニシャルは、 苗字 ・ 名前の順です。

いきなり、 「どうするんだ。 管区に行くか」 と言われました。
私はしばらく考えて、 やはり納得が行かなかったので、 「行
きます」 と答えて、 担当先生と共に管区へ行きました。 管

アドバイスください

区の所で担当先生に、 「あの時に謝れば済んだものを」 と
か、 「何だその反抗的な目は」 と言われましたが、 私には
反抗する気持ちは無く、 ただ納得が行かなかっただけなの
悲しき達磨

です。
それで私は吃驚 （びっくり） 箱の中に入れられ、 そこで

《 自己紹介 》

天のお父様に、 これから先、 神に喜ばれないことになるか
もと思い、 謝りました。

私は現在、 性加害の教育所いわゆる刑務所用語でピン
クと呼ばれ、 同衆からも忌み嫌われている為か、 Ｍ刑から

その後、 主任と今回の経緯を話し、 少し気分も楽になり、

Ｆ刑に移されて隔離教育を受けている者です。 少年院を含

工場に戻されました。 その工場で、 私は本来なら担当先

め８回目の服役で、 教育を受けるのは今回が初めてです。

生に謝らなければいけないところ、 願い事を言って怒らせる

そんな極悪非道な私を神は救ってキリスト教へと導いて、
私に、 人はいくつになっても変われると教えてくれました。

ようなことをしました。 今考えると、 そうしなかったら素直に
謝れない自分がいたからだと思います。

その時は御言葉とは知らずに行動して、 Ｍ刑でバプテスマ

そのとき担当先生は、 「お前のようなやつが何で２類に

同盟のＫ牧師より、 平成２４年３月１５日に洗礼を受け、 私

なれたのか訳が分からない」 と言いました。 私はこのとき、

もクリスチャンとなることが出来ました。

以前のＭ刑が、 ただ単に規則を押し付けるのではなく、 私
たちを受刑者として、 また人として扱ってくださっていたのだ
と感じました。 親父が、 間違いを起こしたら受刑者に対して

《 アドバイスください 》

頭を下げるという、 人として当たり前のことをしてくださったか
らです。

そんな中のある日、 私は運動終了後の整列のとき、 同
衆の隣の人に足を踏まれて、 隣にいた同衆は私に謝って
きました。 私は何も話していませんでしたが、 踏まれた時に
顔を歪めてしまい、 その状況を見た担当先生に、 「何を交
談しているんだ」 と聞かれました。

ー 12 ー

マザーハウスたより No.22

他にも担当先生は、私に 「刑務所の常識を知らな過ぎる」

話をするようになって、 その人が自分に、 「Ｍさんと一緒

と言いましたが、 私がこの教育を受けるようになって思った

に運動がしたい」 って言ってきたとき、正直、「え～？」 と思っ

のは、 刑務所の常識を植えつけられたまま社会へ出たら、

て嫌でした。 でも、 自分にとって大事なものを与えてくれて

社会の人たちとの交わりに支障をきたしてしまうということで

いるので義理が…と思ってＯＫしました。 すぐ嫌になるだろっ

す。

てタカをくくって受けました。

人と挨拶も出来ず、 他人にぶつかったり足を踏んでも何も

自分はいっつも好きで１人で運動してるんですが、 毎日の

言わないなど、 そのような社会不適合者を生み、 受刑者

メニューで、２日に１回、足の日 （足を鍛える日） があります。

は刑が長くなれば長くなるほど社会と隔たりができてしまいま

足の日は、 片足スクワットを左右５０回ずつ （８分くらいで）

す。やがては社会との隔たりがあるという認識も薄れていき、

した後、 残りは腕立てをします。

出所後、 社会一般常識から逸脱してまた刑務所に戻って
きてしまうのではないか、 と不安に思います。

初めてその人と一緒に運動する日は足の日でした。 「一
発で嫌にさせてやろう」 って思って、 いつもより自分も気合

今回この私の不祥事に関して、 このたよりを読んでくださ

を出して、 片足スクワットを５０回ずつやりました。

る方どなたでも良いので、 御意見 ・ 御鞭撻のほど宜しく御
願い致します。

皆さんも良かったらやってみてください。 いきなりやると超
大変です。 普通に立って、 右足の場合、 左足を常に浮か
せた状態で５０回やります。 壁も触らず、 下まできちんと足
を曲げます。 気合でバランスをとって、 ４分で５０回やって
みてください。

《 弱音を吐かない 》
自分は体を鍛えることに関しては意地悪なので、 初日は

出所後も繋がりたい人たち

相手と向かい合って、 目線は、 相手が足をつかないか？
きちんと曲げてるか？をじっと見ながらやってやりました。 相
手はたしか、 ３０～３５回くらいやった記憶があります。

Ｔ刑 Ｍ ・ Ｈ

そのとき、相手には一言も伝えてませんが、「この人めちゃ
くちゃすごい！」 って感じた感情は、 今も自分の中で生き

《 やる気がすごい！ 》

てます。
休憩タイムは無いので、 その後、 腕立てで苦しめてやりま

僕は、社会に出たら２人、今後も付き合いたい人がいます。

した。 でも、 相手はその日もその後もずっと、 一言も僕に、

１人はあと１年くらいで満期で、 もう１人は２年前くらいに出

苦しい ・ きつい ・ 痛いって言わないんです。 この時期から、

所しました。 ２人とも、 僕にとっては憧れの存在です。

この人のことがすごく好きになりました。

１人は、 今は別の工場ですが、 去年の今頃は一緒に運
動してました。 人から、 「あの人は社会で道場破りもしてい
て喧嘩が強い」 って耳打ちされて、 我慢できずに、 自分
から色々教えてもらいに行きました （９割が格闘技の物事 ・
１割が外国の物事）。 期待以上のことを学べたし、 その人
のやる気が超すごかったです。 そのやる気が自分も欲しい
と、 心底思います。
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刑務所の水分補給について

普通は慣れないと大変です。 社会で相当強くても、 刑務
所ではもう７年くらい栄養不足過ぎる食生活を送り、 体も細
くて、 運動時間も遊んでて、 それで急に片足スクワットして

Ｋ刑 Ｓ ・ Ｎ

腕立てで苦しめられたら、 弱音吐きませんか？
腕立てでダウンしたら、 即ジャンプスクワットやるように、 こ

《 刑務所の水分補給について 》

の人のルールを決めてあげました。 この人のことが好きで、
どうやってより苦しい目にあわせて喜ばせてやろうか？寝る

『たより７月号』 を拝読しましたが、 現在のＫ刑務所に於

前とか、 仕事中とか、 一生懸命考えました。
やってやる！って気合がすごいんです。 自分に無くて、

ける、 水分補給についてお伝えしたく、 ペンを取らせて頂
きました。

自分が欲しいものだから好きなんだと思います。

従来ですと、 昼夜単独室処遇者 （調査・閉居罰を含む）

《 気合の次元が違う 》

は、 午前９時４５分の休憩 （１０分間）、 午後２時３０分の
休憩 （１０分間） 及び午前１１時５０分～の昼食中 （３０

もう１人は、 世の中の物事をすごく知ってて、 実践空手の

分間） の時間帯しか、 お茶による水分補給が認められて
いません。 因みにこれは平日の日課であり、 閉居罰者は

世界チャンピオンとも友人です。
この方が、２０年ほど前、今の自分と同じ年齢くらいのとき、

午前 ・ 午後とも休憩ではなくお茶の支給のみですし、 土曜

それなりの刑を受けて受刑中に保護房に入れられ、 真冬

日 ・ 日曜日及び休日 （教育的処遇日を含む） には午前 ・

に換気扇逆回しの部屋で、 革手錠で６日間～１週間耐え

午後のお茶の支給もありません。 ですので、 食事時間帯

た話を聞いて、 一気に好きになりました。 気合の次元が、

以外、 水分補給ができません。
しかし、 ７月末～８月初旬にかけての猛暑で、 ８月５日よ

今の自分と同じ年齢でも違いすぎる、 と心底思います。

り、 平日の作業中及び閉居罰者に対して、 報知機を降ろ
僕は、 終わりある刑なので、 不妄語戒を守ることができま
す。 少年院なら、こんな手紙書けませんし、刑が延びます。

して自己申告することで、 適宜、 水分補給が出来るように
なりました。

無期だったら、 自分は、 ただでさえあり得ない仮釈が完璧
に無くなることに恐怖を感じ、 自分の心を騙したり、 現実を

私は今までに３つの刑務所を経験していますが、 こういっ

受け入れるための反省 （反省しないことではなく、 その現

た対応をしてくれた刑務所はＫが初めてですし、 その他にも

実を受け入れる目的での反省） をするだろうと思います。

熱中症対策として、 作業中及び閉居罰者に対して上着を
脱衣して、 丸首シャツ及びランニングシャツになることも認

僕の手紙は、 ２類の手紙じゃなく、 ５類のレベルですね。

めてくれています。

今後も頑張ってください。 皆さまの幸せをお祈りします。

《 刑務所が水分補給を認めてくれたのは、
大きな一歩 》
近年、 日本の夏は暑さが厳しく、 Ｋでは昨年、 ７月３１日
～８月１１日の１２日間連続で猛暑日を記録しました。
これだけ暑い日が続くので、 例え室内で汗をかかないと
言っても、 水分補給は熱中症対策に必要です。 そのことを
考えて今回、 Ｋ刑務所が水分補給を認めてくれたのは大き
な一歩です。
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３０～４０年前と比べると、 確実に日本の夏は暑くなって

自分は４年間いるのですが、 この減点項目だけは、 全く

いますので、 現代の気温に合った夏の過ごし方を考えるべ

理解出来ないです。 職員が勝手に項目を作っていますか

きだと思います。 今は、 昼夜単独室にも扇風機を設置して

ら、 全く分かりません。 シャツがズボンから出ていた、 ボタ

ほしいという、 次なる望みがあります。

ンの掛け外れ、 物品の位置、 テレビのリモコンの位置 （テ
レビの右か左か？正解は右） 等、 まだ沢山あります。

《 他の意見を知ることで日々、 成長 》
《 「お前」 と呼ばれること 》
最後となりますが、 私はいつも 『たより』 の中で、 「塀の
中のたより」 を楽しみにしています。 それは、 文章に共感

私は独居で生活しています。 １ヵ月くらい前のことなので

できたり、気づかされることが多いからです。 他の人の意見・

すが、 あまり見かけない職員が、 「なぜ、 あそこにゴミ箱が

考えを知ることで、 「なるほどそういった考えもあるのか」 と、

あるの？」 と言ってきました。 自分が、 「２ヵ月くらいずっと

日々、 自分が成長しています。

あそこにありますよ」 と言うと、 「減点だなぁ」 と言ってきま
した。
当然、 社会生活とは違って、 職員の言うことが正しく、
反論しても勝てることはありません。 が、 悔しいので、 「な
んで、 ２ヶ月間減点が無かったのに、 今になって減点する
んですか？」 と言ってやりました。 するとその職員は、 「お
前は虚偽の申告をしているのか？」 と言ってきたので、 「そ
れではいつもの職員に確認してください」 と言うと、 その職
員は確認が取れたのか、 引き下がりました。

職員にあらを探される日々

それと、 洗剤 （ママレモン） のボトルがあるのですが、 そ
れが違った所にあると、 職員は、 「なんでそんな所にある

Ｋ刑 Ｋ ・ Ｈ

んだ！」 と真顔で、大きな声で言ってきました。 「減点だ！」
とのことでした。

《 細かい減点項目 》

自分たちは、外で生活しているとき、あまり人に対して 「お
前」 とは言わないですよね。 でもＫ刑では、 ２～３割くらい

ここＫ刑では、 不正交談、 脇見、 水の不正使用 （コッ

の職員は、 言ってきます。 その時は正直に怒りを感じます。

プを使用せずにうがいをする、 洗面器から水を溢れさせる
等）、 不正運動 （時間外等） など、 まだ色々ありますが、
これらを職員から注意されると訓戒となります。 ３ヶ月の間
に３回同じ訓戒を受けると、 懲罰となります。 でもこのあたり
は、 再犯者なので、 監視される必要性はあるのかと思って
います。 水などは国民の税金ですからね。
この訓戒以外に減点があります。 懲役１人、 １ヵ月に２点
が持ち点です。 独居であれば、 １人部屋なので、 １日～
３１日の間に３点の減点を取られると、 次の月３日間のテレ
ビ視聴中止となります。 雑居ですと、 ５人部屋なら、 ２点
×５人なので１０点です。 １１点取られると、 ３日間のテレビ
視聴中止です。
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懲役たちは、工場では本当に一生懸命に作業しています。

《 職員にあらを探される日々 》

この夏は暑く、 工場内は３４～３５度になる日もあります。 こ
の暑い中、 必死で人間修養しております。

自分たちは、 工場では必死で作業をしています。 工場の

でも、部屋へ帰っても、気を抜くことさえも出来ずにいます。

担当さんも、 必死です。 出来高を上げようと思って必死で

部屋の担当は、 まるでポケモンを探すかのように必死です。

やっています。 工場ではあまり、理不尽なことはありません。

罵倒され、「お前」と言われ…。一部の担当だけですけどね。

部屋になると、 理不尽なことばかりです。 職員は、 必死

あらを探されることに、 何の意味があるのでしょうか？規

になって懲役のあらを探しています。 本当にすごいですよ。

則は必要だと思いますが、 ミスに対する罰はいらないと思

ポケモンＧＯと同じくらいです。 洗面してるときなど、 ミスが

いますね。 人間修養するより、 人間がストレスで凶暴になっ

無いかずっと見ています。 懲役のミスを一番多く見つけると

ていきます。

早く出世するのでしょうか？
こんな所で、 こんなことで、 改善更生など出来るでしょう

それでは、 色々と書きました。 ちょっとすっきりしました。

か？
職員に対する怒りはかなりのもので、 社会に出てからの反
動は大きなものとなると思います。 「お前」 と言われると、
自分自身を抑えるのに必死になります。 ちょっと、 人格を
軽視し過ぎていると思います。Ｖシネマの見過ぎでは、と思っ
てしまうような職員もいます。 このような実態を、 世の中に
伝えて頂きたいと思います。

「人を見て法を説け」

懲役たちは、 更生したいと本当に思っています。 でも、
不必要なルールで、 あまりにも人格を軽視され過ぎていて、
これではただ社会から隔離されていくだけです。 この生活に
対するストレスで、 出所後に反動でまた犯罪をしてしまいま

you すず me

す。

《 時間を割いて練習するなら、
本気で取り組みたい 》
《 こんなことで更生につながるのか 》
僕のいる N 刑務所は、 運動会を１０月にひかえ、 入場行
この４年間で、 出所してまた帰ってきた人も、 １０人近く
見ました。 私は、 本当に更生出来ればと思っていますが、

進 ・ 各種目 ・ 応援練習に精を出しております。 他刑務所
もそんなシーズンでしょうか？

毎日のストレスで、 職員に対する怒りばかりが心の中に残っ
ています。

アホらしい ・ バカらしい ・ 面倒くさいと言う人もいますが、
どうせ時間を割いて練習するのであれば、 真剣 ・ 本気で

でも、 毎日ストレスを溜めていると、 また社会で同じことを
やってしまいますね。

取り組みたいですね。 本番でも適当にやるなら、 わざわざ
時間を割いたりしません。 まあ、 かと言って、 優勝するぞと

私たちは、 国民の税金で今生活していることは、 十分理

か、勝つぞというより、僕の中では、どれだけ本気でやったか、

解しています。 衣食住、 感謝しています。 でも、 一部の職

結果よりも内容です。 内容の次に結果ですが、 結果＝順

員が懲役の人格を軽視するせいで、 ストレスとなっていま

位じゃなくて、 どれだけ協力してやれたのか、 それをやった

す。 シャツがズボンから出ていたくらいで、 ボタンが外れて

ことでどれだけ結束が強まったか、 それが結果だと思って

いたくらいで、 大きな声で罵倒されなければいけないのか、

います。

それでテレビ視聴中止にされなければいけないのか？この
ような生活で、 人間の改善更生につながるのでしょうか？
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翌日、 生活保護の申請の手続きをしてもらって、 約半月

《 「人を見て法を説け」 》

後に生活保護が決定し、 今は、 家具類は、 洗濯機、 炊
飯器、 本棚が揃っています。 後は、 冷蔵庫、 テレビが揃

話は変わり、 以前、 「女子刑に入って」 という投稿を読

えば、 生活の基盤が固まってきます。

んで考えたのですが、 処遇部長に言われた、 「先の見えな
い生活」 という表現は、 違うというか、 変です。 その言葉

今後は、 保証人であるマザーハウスの条文を順守し、 カ

を言われて、 「よし、 更生に向けて頑張るぞ」 と思う人は

ウンセリングやジョブトレーニングに積極的に参加をすること

いないと思うんです。 逆に、 「よし、 更生するぞ！」 と考え

で、 自らの更生改善に努めていきたいと思います。 これか

ている人たちがその言葉を言われたら、 中には心が折れて

らの目標を定め、 新たな人生の計画を立てます。 同じ過

しまう人もいる気がします。

ちを再び繰り返したりしないように、 1 日でも早く自分たちの

「人を見て法を説け」 という言葉は、 同じ一言で大きく傷

力で暮らしていけるように、 また、 毎日の暮らしに 「はり」

付く人もいれば、 気にしない人もいる、 ということではないの

を持っていけるように、 手助けをしてくださる方々の指導の

でしょうか？たった一言が、 その人の人生を左右するんで

もと、 頑張っていこうと思います。

す。 いじめとかもそうだと思います。
僕は、 刑を代わることも、 もらってあげることもできません。
でも、 マザーハウスには MLP （ラブレタープロジェクト） があ
ります。 何より、『たより』 があって、「一人じゃないよ」 と伝え、
寄り添ってくれるために、 マザーハウスがあります。

出所して 3 ヶ月

それでは、 一歩一歩進みましょう。

Ｅ・Ｏ

塀の外のたより

満期出所して３ヶ月半以上が経ちましたが、 だいぶ落ち
着きました。 M 市に住んでいると、 他の近所の方々も良く
してくださり、 M 市支部の責任者の S さんも面倒見が良く、
本当に皆さまのおかげで、 更生の道を歩んでおります。

一日でも早く、
自分たちで暮らしていけるように

しかし、 社会復帰して３ヶ月半以上が経ちますが、 やっ
ぱり社会は大変に厳しいです！
ですが、 いかに同じ過ちをせず更生し、 正しき道に進む
のか、 それは、 自分自身の生き方で決まると自分は思っ
ております。 どんなに社会で苦しんでいても、 刑務所での

Ｓ・Ｙ

辛い気持ちを思い出せば、 同じ過ちは絶対にしないと信じ
ています。

私は、 満期満了で 1 年 10 ヶ月の服役を無事に終えて、
地元の O 市内には戻らずに、 前回 ・ 今回と 2 度、 理事
長に身元引受人となっていただきました。

自分はこれから、 少年少女刑務所から出所してきた人た
ちの支援手助けをし、 色々な面でボランティア活動に参加

刑務所からＭ駅まで新幹線で向かい、 北口の交番前で

し、 マザーハウスのスタッフとして一生懸命に頑張り、 自分

待ち合わせて、 その後、 Ｍ市内の不動産屋で、 住居の提

自身の更生も含め、 死ぬ気で活動していきたいと思ってお

供と入居の手続きを行ってもらい、 その日の夜…温かい布

ります。

団で寝ることが出来ました。
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感想文

羊飼いの植えたドングリは、 戦争でさえ乗り越えたのです。
たくさん積もった小さな行いは、 大きな行いにも負けないと
思いました。 小さなことを行う勇気がさらに湧いてきました。
五十嵐 涼

今はまだ、 人通りの多いところでは時々、 落とし物などを
無視してしまいます。 でも、 立派な山を目指して 「ドングリ」

今回は、 ささきみつお著 『うまくいかないときにうまくいく』

を 1 つ 1 つ「植え」ていきたいと思います。 羊飼いのように、

について、 第 1 章の 1 つ目の核心テーマ 「ドングリを植え

毎日 100 個も植えるのは大変かもしれませんが、 普段見

よう」 に焦点を当てて、 感想文を書かせていただきました。

えていないだけで、 それくらい小さなことは身の回りにたくさ
んあるのだと思います。

「ドングリを植えよう」 では、 『木を植えた人』 という本に
登場する一人の羊飼いが紹介されています。 羊飼いは毎

人生の軸を持ちたいと考えている方に、 ぜひ読んでいただ

日、 100 個のドングリを荒れ果てた山に植えていました。

きたい一冊です。 聖書が難しいという方には、 聖書の入門

その後、 戦争が始まり、 戦後何年も経つと、 荒れ果てて

として読むのもおすすめです。

いた山は緑の樹木に覆われ、せせらぎも流れていました…。
この部分を読むと、 「ドングリを植えよう」 という核心テー
マは、 「塵も積もれば山となる」 ならぬ 「塵を積もらせて山
としよう」 という意味であると分かります。
私が感想文でこの核心テーマを選んだ理由は、 つい最

募集コーナー
選考結果 発表

近、 「ドングリを植え」 ることを体験したからです。
普段、落とし物などを見つけて、「拾おうかな」 と思っても、
私はなかなか行動には移せませんでした。 「他人の物を盗
んだと思われるかも」 と、 ネガティブな考えが頭をよぎるか
らです。 しかし、 見て見ぬふりをした後は、 いつもしばらくは
気になってもやもやしていました。

さて、 募集コーナーです。 今月号ではいよいよ選考
結果の発表です！
選考にあたり、 意見をくださった皆さま、 ありがとうご

数日前のことです。 私は不思議ととても穏やかな気持ち
でした。 そして、 目の前の人が落としたお菓子のゴミ袋を、

ざいました。 誌面や刑務所の都合等を考慮して、 今
回は以下の２つを実施することとなりました。

すんなり拾うことができたのです！周りには人がたくさんいた
ので、 「ゴミを拾うなんて意地汚いと思われたかも」 と、 例

①出所者インタビュー

のネガティブな考えも出てきましたが、 私は嬉しい気分でし

②社会の意見を調査 （インタビューやアンケート等）

た。
ゴミを拾っただけなのに、 本当に小さなことなのに、 とて
も満たされた気持ちでした！そうして、 拾ったゴミをゴミ箱に
捨てた後は、 すぐにそのことを忘れてしまいました。

名付けて、 今から社会復帰の準備をしよう！

コーナーです！
この２つをしばらく交互にやっていこうかな、 と考えて

数日後、本書を読んで、このことを思い出しました。 そして、

おります。 よろしくお願いいたします。

目の前の小さなことを行えば、 そのことは小さすぎてすぐに
忘れてしまうかもしれないけれど、 そのときに得た喜びや感
謝の感情は、 自分の中で確実に積もっていくのだと改めて
思いました。
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次号では早速、 ①の出所者インタビューを行う予定
です！
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事務局からのお願い

行事予定
１１日 18:00 龍谷大学にて第４回デジスタンス研究会
「AV 産業の構造と出演者の権利」

MLP 担当 マリア ・ ミカエラ
１３日 18:00 アルコール関連問題と福祉研究会 （世田
毎日たくさんの手紙が全国から届きます。 一通一通大切

谷区上馬２－３８－３ 早川ビル２階 ２０２） にて講演

に読ませていただいています。
２２日 13:30 カトリック茅ヶ崎教会にて講演
手紙の中で１番多い内容が、 文通についてです。 「手紙

「無関心社会からいつくしみの社会へ」

の返事が来ません」 「相手を変えてください」 などなど。
「まめに送られてきていた手紙が、 この頃届かない」 …

２４日 10:40 ～ 12:10 駒沢大学にて講義

確かに心配ですね。 「病気をしているのか？」 「何か自分
が書いたことで相手が嫌な思いをしたのではないか？」 な

２９日 14:30 ～ 18:00 弘前大学 （文京キャンパス内

ど、 計り知れない思いが巡ってくるのは、 人として当たり前

人文社会科学部棟 4 階多目的ホール） にてシンポジウム

の感情 ・ 叫びだと思います。 その思い、 事務局に送るとと

「裁判員裁判と被告人の更生」

もに、 文通相手に伝えていますか？
「返事が無いから、 文通相手を変えてほしい」。 毎日必

１１月３日 13 ： 00 岐部ホールにて英神父との講演

ず何通かそんな内容の手紙が来ます。 何のための文通で
すか？文通を通して何を得たのですか？

１１月５日 13:30 青山学院大学にて刑事立法研究会

私も個人で文通をしていますが、 日々の仕事や突発的な
出来事に対処していると、 月日はアッと言う間に流れてしま
うのが現状です。 相手から直接、「この頃返事が来ません。
病気かと心配です。 信頼していても不安になります」 という
手紙を頂くと、 手紙のご無沙汰にハッとさせられます。

編集後記
皆さま、 こんにちは！今月号はハロウィン仕様です。
刑務所では、 たよりは月末頃に届くと聞きました。 な

互いに、 相手を思いやる ・ 信頼することの大切さをもう一
度考えてください。 お互い、 暇つぶしの文通ではありません
よね。 一通の中で、 明日という小さな未来への希望を語っ
たり、 社会復帰に向けての自分探しができたら良いですね。
知らない世界で生活している人の思いを知る、 二人三脚
で社会復帰に向けての思いを育てる等、 置かれた立場に
沿った手紙を送ることにより、 互いの間に信頼と絆が生ま
れるのではないでしょうか？

ので、 今月号が受刑者の皆さんのお手元に渡るのは、
10 月末頃…ぴったりハロウィンですね！
ところで、 「ほんにかえるプロジェクト」 について誤解
されている方が多いみたいなので、 事務局を代表して
この場を借りて書かせていただきます。
「ほんにかえるプロジェクト」 とＮＰＯ法人マザーハウス
は全く関係ありません。 当法人では対応できませんの
で、 ご了承ください。

今、 社会復帰している人の話を聞くと、 「確かに手紙が
来ない時期もあったが、 すぐに相手を変えてもらうという対
処はしなかった」 と口を揃えて言います。 互いを信頼する
ことや直接相手に思いをぶつけることの大切さ、 ともに歩む
ことの責任を、 改めて考えてみる必要があると思います。
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今月号は、 文章や絵の配置に何故だかものすごく苦
労しました。 無事に完成して一安心です。 来月号もこ
の調子で頑張ります！お楽しみに！
五十嵐 涼
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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
ルワンダ・コーヒーの

こちらでもお求めになれます。

栽培は、
1,300 〜 2,200

メートルの高地栽培、

( 順不同 )

カトリック足利教会

カトリック北仙台教会

カトリック神田教会

カトリック所沢教会

カトリック松戸教会

カトリック清瀬教会

日本カトリック神学院

カトリック布池教会

カトリック戸塚教会

カトリック東山教会
カトリック浜松教会

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

カトリック桃山教会

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

（平和環境部）

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

カトリック新子安教会

カトリック多摩教会

カトリック菊名教会

カトリック西千葉教会

カトリック碑文谷教会

カトリック下井草教会

イエズス会日本殉教者修道院

カトリック元寺小路教会

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

ドン・ボスコ社

り、収益金は全て受刑者の更生と出所者の社会復帰支

ご協力ありがとうございます

援及び施設建設資金等に使用させて頂きます。

マザーハウス×きしゃぽん古本募金

マリアコーヒー購入について
ご購入の申し込みやお問い合わせは Fax、メールにて

書籍・DVDを寄付していただくと古本募金になりマ

お受けいたします。

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。

● 200g［粉・豆］・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥900

0120-29-7000

ＴＥＬ

● カフェドリップ（一人用）10g

〒 358-0053

送り先

送料別

埼玉県入間市仏子 916
便利屋サービス《ラウレンシオ》
良心的価格で不用品処理、遺品整理、掃除などを真心

¥100

・・・・・・・・・・・・・・・・・

ＦＡＸ

03-6659-5270

ＭＡＩＬ

maria_coffee@motherhouse-jp.org

マザーハウスへのご支援は下記の通りです。

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

★ 郵便振替口座

でさせていただいております。収益の一部は、出所者

★ みずほ銀行 新宿支店 普通口座 2376980

の更生改善と社会復帰支援事業に充てられます。

連絡先
ＦＡＸ
ＭＡＩＬ

00170-0-586722

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

080-3729-0067
03-6659-5270

● 正会員年会費
● 賛助会員

lawrance@motherhouse-jp.org

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

¥5,000 × 1 口

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

¥3,000 × 1 口

● テレサの愛の基金（出所者の社会復帰支援）・・・・・・・・ 寄付

★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。

−マザーハウスたより 10 月号 −
発行責任者／五十嵐 弘志
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info@motherhouse-jp.org
http://www.motherhouse-jp.org
https://www.facebook.com/v.t.nicolas
http://www.facebook.com/motherhouse1964

〒 130-0024 東京都墨田区菊川 1-16-17-102
ー 20 ー

ＴＥＬ

03-6659-5260

