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マザーハウス

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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＊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。
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。

※ 毎 月 、 た く さ ん のた よ り が 返 送 さ れま す。

2017

移 送 ・出 所 さ れ る 方 は 、 必 ず ご 一 報 く だ さ い。

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。
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刑務所が犯罪者の養成所になっています。 刑務官が人
としての交流を受刑者としていないので、 受刑者と刑務官
の間に信頼関係がほとんどないのだと思います。 見せかけ

理事長挨拶

の矯正教育なら、 やらない方が良いです。
刑務所が受刑者を選んで教育するのではなく、 受刑者か
ら 「こういう教育を受けたい」 と願ってくるようにしないとい
けないと思います。

皆さん、 過ごしやすい気候となりましたが、 いかがお過ご
しでしょうか。

出所者４名の裏切り

マザーハウス JM ハウスの部屋を用意し、 ４名の方を受け
入れましたが、 全員が自分のことしか考えず、 裏切ってい
なくなりました。 その結果、 その 4 名の部屋の初期費用約
80 万が負債として残りました。
この人たちは、 後に続く人たちのことを全く考えていないの
だと思います。 このことで受け入れができなくなる可能性、

光りんさん 「はじめまして」

部屋を不動産会社が貸してくれなくなる可能性を分かって
いないと思います。 この人たちの中には、再び刑務所に入っ

受刑者からの手紙を読んで

てしまった人もいます。
人の優しさや、 愛や、 人を信じることができないのではな

マザーハウスを立ち上げてから、 たくさんの手紙を頂きま
す。 出所者の対応などに追われ、 時間がないため、 返事

いかと感じました。
人は、 自分が愛されている、 大切にされている、 大事に

を書くことができないことを深くお詫びいたします。

されていると実感することができたら、 他の人にも同じことが
できると思います。 何故なら、 体験があるからです。 でも、

その中で、 再び罪を犯して逮捕され、 連絡をする人がい

その体験がないとできません。 だから平気で人を裏切るし、

ますが、 私が返事を書けずにいると、 誹謗中傷する手紙

その後のことを全く考えないのだと思います。 そして自分の

が来ます。 正直に言って、 腹が立ちます。 社会復帰した

居場所をなくしてしまうのだと思います。

にも関わらず、 何で逮捕されるようなことをしたのかを全く
理解していないと感じます。 自分と向き合い、 自分と出逢

また、 刑務所にいるときに、 社会復帰後の行動計画を考
えていないのだと思います。

うことをしなければ、 このような人は何回も同じことをします。
申し訳ありませんが、 私には、 このような人たちと関わる

マザーハウスでは、管理はしません。ルールは伝えますが、

時間がありません。 自分を変えよう、 新しい人生を歩んで

基本は自由です。 だから厳しいのです。 何故なら刑務所と

行こう、 と必死になって努力している人との関わりが重要で

違うからです。 自由だからこそ、自己責任が出てくるのです。

あると感じるからです。 これは差別ではありません。 自分の

このことを理解していない受刑者が多すぎると思います。

中で基準を置かないと自分が潰れてしまうからです。
私には人を変える力はありませんが、 共に歩み、 共に生
きて行くことはできます。 私にできることを全力でやっていき
たいと思うし、 キリストに熱く燃える男でいたいと思います。
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多くの受刑者からの手紙を読んでいて、 考えがとても甘い
と感じます。 社会は刑務所の何十倍も厳しく、甘くないです。

当事者の語り場の必要性

それを真剣に考えている者は、 回復プログラムを実践で
きると思います。 このプログラムは、 社会にいる人が実践し
ても 「厳しい」 と言っています。 実践した人には大きな実り

９月３日に、 犯罪合同学会において、 私を含め長期受

があります。 それは回復であり、 自分と出逢うことができる

刑の体験者５名が様々なことを語りました。 参加した大学

からです。 自分を知ることができれば、 自分を大切にでき、

の教授が、 「自分が勉強不足であったことが分かった」 と

人を大切にできると思います。 そして 「人は人によって回

言っていました。 当事者の声を聞くことがいかに大切である

復する」 ことを知ることができます。

かを物語っていると思います。 このことは私にも言えます。
もっともっとキリストを学び、祈り、愛を実践して行きたいです。
APS 研究会の支援を受けながら、 当事者ミーティングも
始まり、 大きな気付きや学びを得ています。 本当にすごい
ことであり、 当事者の自由な語り場であり、 その必要性をす
ごく実感しています。

十字架を背負って生きる

私自身、 社会復帰して 5 年の月日が経ちますが、 未だ
に信用がなく、 不信の目で見られます。 そして信用してい
ただけません。 冷たい視線を感じるし、 様々な会合に参加
しても、 受け入れてもらっていないことを空気で感じます。

マザーハウス支援弁護団について

「五十嵐、 ここはお前のような前科者が来るところではない」
という空気を感じます。
でも私は決して負けません。 キリストも同じ道を歩んだから

マザーハウス支援弁護団においても、 受刑者と家族との

です。 キリストは同じ信仰を持つ人から徹底的に痛めつけら

遺産問題を相談され、 受刑者と弁護士が面談の上、 受

れました。 でも、 神様から言われたことを、 はっきりと、 怯

任し対応をすることになりました。

むことをなく語っています。 そのことが大切なことであると思
います。

先日は、 ある受刑者の支援者から私に連絡がありました。
年金問題の相談であり、 弁護団に要請して、 弁護士が受

教会や修道会がキリストの信仰に生きて欲しいと願ってい
ます。 そして、 愛と赦しを実践してほしいです。

刑者と面談して受任し、 銀行口座を開設して年金を受け
取ることができるようになりました。

この頃、 思うことがあります。 周囲が何もしてくれないので

マザーハウス支援弁護団との契約は、 受刑者と弁護士

はなく、何をしたら良いのか分からないだけだということです。

が面談して契約をするものです。 そこで、 受刑者にお話し

それは、 知らないからです。 体験した者が、 社会を恐れて

したいことがあります。 弁護士と面談の上で受任した仕事に

伝えることをしないからです。

は、 弁護士費用がかかります。 無料ではないことをしっかり

私は、 キリストが共に背負ってくださるから、 人に何を言

と理解してほしいです。

われようが、 自分が体験し、 感じたことをはっきりと人前で

受刑者の方はこのことを理解した上で、 マザーハウス宛に

言い、 多くの人たちに知って欲しいと思います。 人とのつな

手紙を書いてください。 内容を吟味の上、 弁護団にマザー

がりによって、 新しく生まれ変わることができるからです。 自

ハウスから支援要請をいたします。

分の十字架は自分で背負って一生を生きたいと思います。
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Ｏさん
やはり対人関係で苦労した。 収容者数が多くて、 8 人部
屋に 10 人入れられたことがある。 寝返りもうつことができな

出所者の声

かった。 若い人もいれば年配者もいて、 人間関係が原因
でトラブルになって懲罰も受けた。
また、 「将棋やりたいので、 ベッドに上がってもいいですか」
と言うのにも、 報知器を押して許可を取らなければならない
のが嫌だった。 報知器を押しても職員が来なくて 30 ～ 40
分待ったりした。 何をするにしても許可が必要 （願箋など）。

日本犯罪社会学会

夏場に、 身体を拭くために与えられた 2 杯の水を使って
洗濯をしていたら、 階級を落とされ、 1 年半くらい進級でき
なかった。

レポート
＊ 9 月 3 日に、 國學院大学で開催された第 44 回日本
犯罪社会学会のテーマセッション C 【長期受刑者の社会
復帰について――無期受刑者処遇の社会化にむけて―
―】 にて、 理事長 （以下、 五十嵐さん） 含め５名の元長
期受刑者が当事者体験を語ったので、 そのレポートを 「出

Ｎさん
自分は工場で 1 番若く、 スポーツもできたので、 ヤクザ

所者の声」 としてお届けします！

の勧誘がすごかった。 かわいがってもらうと、「誰々の舎弟」
ということになってしまうのが面倒だった。 炊場に配属され
ることが決まると、 「お前はここの工場出身だから、 この工

受刑中の体験
～苦労したことを中心に～

場に良くしろよ」 と言われたりした。 刑務官にも派閥 （柔道
派、 剣道派など） があった。
自分がどういうスタイルで刑務所でやっていくか悩んだ。
五十嵐さん

Ｍさん
人間関係で苦労した。 寝るところが畳 1 枚分しかないの

のべ 20 年間、 刑務所に入っていた。 最後に入った岐阜

で、 寝返りをうったら人がいる。 いびきなどでも揉めた。 雑

刑務所では、 1000 名近くいる中で 7 割が組織関係者だっ

居房だったので、 トイレをきれいに使わないとトラブルのもと

たので、 その中に自分をおくのは辛かった。 刑務官や収容

になる。

者にいじめられて、 反発心が大きかった。
刑務官に派閥 （総務部長派、 処遇部長派） があり、 総
務部長や処遇部長にかわいがられている自分の担当刑務

Ｉさん
一番苦労したことは人間関係。 対看守、 対同じ工場の

官の反目の刑務官からいじめられた。 高齢者が多いので、

人との人間関係。 刑務所では、 法を犯したので法を学ぼう

弱い者いじめをする人が多かった。 刑務官は受刑者を、

と判例六法を買ったら、 看守に 「立てつくつもりか」 と言わ

受刑者は高齢者をいじめ、 自分の弱さを見せると徹底的に

れた。

いじめられた。 ある人の下につくと、 逆の組織の人にいじめ

千葉刑務所 （無事故賞が 30 本ある人もいる） の長期

られた。 作業拒否をして何度も懲罰を受けた。 一番のいじ

受刑者の雑居房にいたので、 若くても 30 代というように、

めは、 相手に下剤を飲ませて、 トイレに先に入って出て来

年齢層が高かった。 そのため、 仲良くしなきゃという気持ち

ないでトイレに入らせないようにし、 漏らすように仕向けるこ

が強かった。 たくあんをくれると言うので、 機嫌を損ねない

と。 また、カタギが 「組織にいた」 と嘘をつくと、弁護士 （鳩）

ように受け取ったら、 「同じ本数のトンカツ寄越せ」 と言わ

を通して調べがいき、 全工場の組織関係者に 「この人間

れた （しゃりあげ）。 そういったストレスで、 身体も壊した。

を出せ」 と指示がまわる （お札がまわる）。
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刑務官を見分け （オヤジと呼んでも大丈夫な人、 オヤジ

Ｏさん

と呼ぶと懲罰にする人など）、 大丈夫な人につくなど、 その

満期で出て区役所に行くと門前払いされる。 生活保護申

場で生きるコツが身に付いた。 組織関係者が刑務官にお

請に行ったら、 「金曜日だから月曜日まで待ってくれ」 と言

金を渡して仲良くなり、 チョコをもらったり携帯を使わせても

われ、 月曜に行ったら担当が来て 「お金あるよね、 あるう

らったりしていた。

ちはできない」 と言われた。

府中刑務所には犯罪のプロや色んな組織の人がいる。

刑務所での仕事は、1 時間 5 円何銭の話。出所した時は、

嘘をついたら弁護士 （鳩） を通してばれて、 刑務官の目

10 年刑務所に入っていたので、 懲罰無しなら普通 70、

が届かないトイレで袋叩きにされる。 府中ではやったもの勝

80 万たまるが、自分は作業拒否などで懲罰 20 回以上やっ

ちで、 めちゃくちゃに殴る。 刑務所では、 初犯は担当刑務

ていたので 24 万しかなかった。 懲罰は、 刑務官ともめて、

官を 「先生」、 何度も行っている人は 「オヤジ」 と呼ぶ。

保護房に入れられ、 後ろ手に革手錠をされたりした。

みんなで

五十嵐さん

・ 担当刑務官どうしが運動会で賭けをする。 運動会で負け

職員 1 人が受刑者 50 名をみており、 また、 刑務官のと

たらジュース 1000 本など。 若くてスポーツできる人がいる

ころに行くと、 「ちんころ （告げ口） するんじゃないか」 とみ

チームがたいてい勝つ。

んなに思われるので、 なかなか刑務官との会話が難しい。

・ 刑務所用語について （しゃりあげ、 用便 （＝トイレ）、 ち

腹の中にあることを言えないストレスが大きい。

んころ （＝告げ口）、 など）。

社会の常識が刑務所では非常識、 刑務所の常識が社
会では非常識。 刑務官に 「被害者について相談したい」
と言っても、 「弁護士に聞け」 と言われ、 「刑務所のマニュ
アルには、分類課に相談して、その後、分類課から検察庁、
検察庁から被害者へつながる、 と書いてある」 と言っても、
「そんなのやらない」 と所長が言えばできない。 刑務所の
ルールは結局、 所長の裁量で決まる。
腹にあるものを自由に話せる場所があれば、 改善する部
分があると思う。
Ｉさん
文通相手に絵を送る送料などのため、 文通相手が 500
円を送ってくれたら、 「営利目的だ」 ということで文通をや

Ｍさん

めさせられた。 そういう風に外部と遮断されて、 自分の話

受刑中に母が亡くなり、 父が老人ホームに入ったので、
身元引受人を変えなきゃいけなかったのが嫌だった。 仕方

を聞いてくれる人と切り離されていく。 コミュニケーションを
絶たれることが一番つらかった。

なく保護矯正施設にした。担当刑務官が良い人だったので、
話を色々聞いてくれた。 喪中願い （3 日間工場に出なくて
よい） というのがあった。
Ｉさん
監獄法の前と後で条文が結構変わって、 情願制度がなく
なり、 独居に行けなくなった （人間関係が嫌になり、 情願
願いで雑居から独居に行った。 それを繰り返して 1 年くら
い独居にいた）。
いろんな訴訟を起こして （なんで丸刈りなのか、 なんで成
年マークの無いエロ本も制限されるのか、 など）、 それで判
明した刑務所のルールについてまとめた書類を、 自分が出
所する時に畳に隠して他の人に伝言した。
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五十嵐さん

Ｏさん

出る杭は打たれるが、 出過ぎたら、 「こいつに何言っても
駄目だ」 と、 何も言ってこなくなる。

地元に戻ったら悪い友達がたくさんいるので、そっちに行っ
たらまた事件を起こしてしまうと思った。 二度と事件を起こ

自分は高齢受刑者の介護を担当しており、 担当刑務官

さずに娑婆でがんばる、 ということを決めていたので、 不安

は好きなようにやらせてくれた （老人のボケ防止にオセロを

だった。 そんなとき、 マザーハウスたよりを見て電話番号を

つくらせてくれた。 おじいちゃんの入浴介助で、 入浴時間

知り、 出所後すぐに理事長の五十嵐さんに電話した。

15 分の中でおじいちゃんと自分の分を洗わなければいけな
かったが、 30 分くらい入らせてくれた）。

今は、 現在の会社で 1 年 2 ヶ月くらい勤めている。 大変
だけど、 今は楽しいと思っている。 人並みに生活できてい
るのかなと思う。 彼女もできて、 結婚するという約束もした

Ｍさん

ので、 彼女がいるから頑張れる。

刑務官はまともな人が多かった。 良くされることの方が多
かった。

Ｎさん
出所については何も考えていなかった。 当時は 30 だっ
たので、 「まだ取り戻せる」 「どうにでもなる」 とまわりに言
われて送り出された。 不安といえば、 「社会に対応できる
かな」 ということくらいだった。 仕事も 「何とかなる」 と思っ
て何も考えていなかったので、失敗して、また刑務所に入っ
た。 刑務所の若い人はみんなそんなかんじで、 何も考えて
いなかった。
今は、 マザーハウスのお手伝いの中などで、 やりたいこと
が見つかれば、 それをのばしていけばいいと思っている。
おたふくさん

出所に向けて取り組んだこと

Ｍさん
今は生かせていないが、 出所に向けて自動車整備の訓
練をした。 自分の名前をインターネットで検索したら事件が
出てくるため、 出所後、 何社か応募したが就職できなかっ
た。
また、 似たような事件があったら、 「Ｍがやったんですか」

五十嵐さん

と問い合わせがきた。そういうのが今もすごい不安。他にも、

刑務所の中で、 徹底して自分との向き合い （自分はどう

薬をやっていた人と付き合いがあって、 前科があるというだ

いう人間で、どうして犯罪をしてしまったのか、など） をした。

けで、 いきなりガサ入れされた。

自分は幸い文通者が多くて、 待ってくれている人がいたの
で、 不安はあんまりなかった。

Ｉさん

出所したその日に、 お世話になった教会に行って、 たま

今は、 本名を使わずにニックネームを使っている。

たま越冬活動にも参加させてもらって、 そこで色んな出会

出所に向けて、 色々な制度を調べた。 スマホやパソコン

いがあった。 保護申請のときは、 弁護士が隣にいたので簡

の使い方など、 デジタル家電の雑誌を買ったりした。

単に受理してくれた。 出所して 4 か月後にマザーハウスを

領地金を持って出ると生活保護が出ないと思っていたの

立ち上げて、 当時は生活保護を受けながら、 まずは文通

で、 受刑中は、 知識を高めることにお金を使って、 領地金

をやろうと思い、 受刑者と文通をはじめた。 自分の名前で

をなるべく減らした。 出所時は 1000 円しか持っていなくて、

は刑務所に手紙が入らないので、 最初はブラザーの名前

そのことを言うと、 刑務官が役所まで車で送ってくれた。

を借りて書いた。
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また、 履歴書に刑務所のことも全部書いて 100 件くらい

・ 禁固刑で、 作業がないのもつらいと思う。 懲役という 「働

仕事の応募をしたが、 全部だめだった。 被告としてではな

かなきゃいけない」 ということをどう受け止めたのか、 刑務

く法廷に立った時には、 刑事裁判の被告そのもののように

作業をやっていてどう感じたのか、 教えてほしい。

色々言われた。 マザーハウスを立ち上げた時も、 相手にさ

→登壇者 （Ｎさん、 五十嵐さん） の回答

れることがなかなか無かった。 子どもがいるので、 「お前の

刑務所の中で、 作業ですごい技術を身につけたりするが、

父ちゃん犯罪者」 と言われた時のことを考えると不安。 信

社会に出たときに生かせない。 正直、 作業は社会で役に

用ゼロなので、 どこでも構わず突っ込んで行って 「お願いし

立たない。 資格を取って社会でその職に就けば役に立つ

ます」 と言うしかない。

が、 例えば、 作業でミシンが上手いから、 社会に出てミシ
ンの工場で就職するにしても、 「どこで身につけたんですか」
と聞かれた時に 「刑務所です」 と言えない。
作業の目的は、 就労の意欲を持たせることらしいが、 一
日の流れで決められていて強制だからやるだけで、 何かを
考えてやるということはほとんどない。機械的にやるだけ。「こ
ういうことをやりたい」 とアイデアや意見を言っても、 「予算
的に厳しい」 などと言われる。 刑務作業をやって何かが変
わるということは、 正直無い。

社会の参加者からの意見 ・ 質問

LA と LB では違う。 LB の岐阜刑務所では、 工夫したら
懲罰で、 作業の能率を上げる必要はなく、 与えられたこと、
言われたことを言われたとおりにやればいい、という考えだっ

・ 刑務所の中で使われている独特な言葉や制度、 懲罰の

た。 LA だからかどうかは分からないが、 工夫を推奨すると

対象など、 私たちは細かいことを何も知らないと思った。 ま

ころもあって、 工夫したら 1000 円をもらえたりする。

た、「助けて」と言うにしても、言える人と言えない人がいるし、
言いやすいことと言いづらいことがある。 本人自身も感じて
いないニーズをどうやって拾い上げていくのか、 ということを
考えていかなくてはいけない。
・ 研究してきた知識が役に立つかもと思って来たけど、 全
然知らなかったということに気づいてショックだった。

刑務所の問題点 ・ 改善点
～当事者と社会の参加者で話し合う～

・ 腹をくくらないと、 当事者とは付き合えないと感じた。
・ 刑務所の映画や本が、 実際にどれくらいリアルなのか分
からないので教えてほしい。
→登壇者 （Ｉさん、 五十嵐さん） の回答

・ いじめは刑務官が見ていないところで行われ、 報告する

花輪和一さんの漫画はすごい詳しくて、 事実と違うところ

と刑務官の不始末になるので、 刑務官は報告しない。

といえば、 衣類のカラーが変わったことくらい。 山本譲司さ
んの 『獄窓記』 もおすすめ。

・ 刑務所の中で立場が上なのは、 詐欺などの知能犯。 一

今はきちんと申し込むと刑務所の中を見学できるが、 中
に入っている人の顔は見られない。 見学しても、 それでも

番下は性犯で、 自分のことについてありのままに語るにして
も、 性犯はいじめられるので、 ありのままに語りづらい。

分からないことが多くて、 施設見学で見るのと実際に行って
いた人の話を聞くのでは、隔たりがある。刑務所の参観では、

・ 安全な語る場所が無いと、 自分のことを言えない。 再犯

きれいなところしか見せない。 事前に 「こういう見学が入り

になってしまうのは、 語る場所がないから。

ますから、 皆さん雑談しないでください。 作業は手元を見
てやってください」 などとアナウンスがされるし、 保護房など

・ 刑務所に行って、 受刑者の前で当事者が体験談を語る

のブラックなところは見せず、 真面目なところしか見せない。

のは、 受刑者にとってすごい励みになると思う。
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五十嵐さん
社会の人の力が必要。 2 年前は、 岐阜刑務所に面会に
行くと断られたが、 今はできるようになった。 しかし、 社会
復帰についてのことしか話すことをゆるされない。

理事長の奥さんＡさんによる

育児日記

・ 犯罪の根底にある非虐待経験を追求することについて、
それが有意義な場合もあるが、 逆に、 今まで蓋をして抑え
てきたものを見つめることは、 危険なこともある。

ある朝、「ママー！テレビがつかない！」 とＡ君が言っ
てきたので、 「壊れちゃったのかな」 と答えると、 「じゃ
あ、 かみさまにおいのりしよう、 テレビがなおりますよう

五十嵐さん

にって！」 と言ってきたのがとても可愛かったです。

岐阜刑務所は、 医療のことで相談を書くと、 薬漬けにさ
れる （安定剤や眠剤を飲ませられる）。 社会復帰すると、

Ｋちゃんは、 私がどこに行くにもついてきてくれます。

ろれつも回らない状況になっていて、 すでに刑務所で長年

洗面台にいても、 洗濯物を干していても、 トイレに入っ

薬漬けになっているから、 サポートも難しい。

ている時もドアの外で座って待ってくれているのがとて
も可愛いです。

・ 刑務所にいる人に何が必要かということについて、 「腹に

Ａ君は、 電車で遊んでいる時に邪魔されるととても

色々ためていることを個人的に話す場が欲しい」 というのは

怒ります。 それを分かっているかのように、 Ｋちゃんは

分かるが、 例えば、 何人もいる中で集団的に語るのは難し

わざとちょっかいを出して、 Ａ君が 「やめてー！！」

いのではないかと思う。 刑務所での願い出はどれくらい聞か

と怒ると、 笑いながら私の方に走って逃げてきます。

れるのか。

そしてまたちょっかいを出すので、 しまいにはＡ君が泣

→登壇者 （Ｉさん） の回答

きます。 Ｋちゃんは度胸があるなと思いました。

現在、 集団的に話す団体に参加しているが、 意外と結
構みんな話せている。 刑務所では、 小さなお願い事はか
なえられる （朝ごはん、 歯磨きについてなど）。
にてる？？
・ 集団的に話すことが難しければ、 外国ではメンター制度
があったりする。 刑務所にいる人で、 法律に詳しい人が、
施設内弁護士みたいなかんじになったりしてみてはどうか。
→登壇者 （五十嵐さん） の回答
文通で社会の人の声を聴くことが、 それにあたる。 また、
マザーハウスたよりには、 自分と同じ境遇 （刑務所） にあ
る体験者の声が書いてあるので、 参考や励みになると思う
し、 マザーハウスで実施している回復プログラムも、 内容が
厳しいので、 自分を見つめ直すのにとてもためになると思う。
・ 帰る場所があるということは希望になる。 手紙で関わって
くれる人がいるだけで希望になる。 何も無い人に、 全く知ら
ない人から手紙が来るだけで光になる。
（おわり）

Ｔ刑Ｙ ・ Ｔさん
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２． 「ガンバロー」 の建設力

ささきみつお
日本は敗戦で完膚なきまでに破壊された。 その後も、 震
災等で何度も大きな被害を受けてきた。 しかし、 その都度

コーナー

そこから見事に立ち直り、 復興してきた原動力は何だった

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

のだろうか。
それは、 「ガンバロー」 と言って、 皆が励まし合ったから
ではないかと思う。 「ガンバロー」 という言葉には、 人を強く
する不思議な力がある。 目標達成 （勝利） のために自分

「バ カ ヤロー」

の力を存分に発揮する力、 困難に堪え抜いて諦めずに抵
抗し続ける力である。

vs 「 ガ ン バ ロ ー 」

3 ： 11 の東日本大震災の直後、 日本中に 「ガンバロー、
ニッポン！」 という言葉がわき起こり、 外国から 「ガンバレ、
ジャパン！」 という愛の声援がたくさん寄せられた。 アエラ
の記者等は、 「日本はもうだめだ！神はいない！仏はいな

１． 「バカヤロー」 の破壊力

い！」 と絶叫してこれを大げさな記事にしたが、 ついに 「ガ
ンバロー！」 の掛け声が打ち勝った。

たった一つの失言で、 辞職に追い込まれる政治家が後を

しかし、 最近では、 「ガンバロー」 「ガンバレ」 と言って励

絶たない。 かつて 「バカヤロー」 の一言で衆議院が解散

ますより、 「お疲れさま」 「ご苦労さま」 と言って慰める言

したことがある。 いわゆる 「バカヤロー解散」 である。

葉がはやっている。 確かに、 「ガンバロー」 と言われて頑
張りすぎて、 過労で倒れ、 バーンアウトしてしまうこともある。

時の自由党政権の吉田茂首相が、 国会の質疑応答で、
社会党右派の西村栄一議員の侮辱的な追及に対する答

その主な原因は、 「自分の力」 だけで頑張るからではない
かと思う。

弁の最中、 自分の席につきつつ、 非常に小さな声で 「バ

でも、 「お疲れさま」 「ご苦労さま」 と繰り返し言われると、

カヤロー」 とつぶやいたのがマイクに拾われてしまった。 そ

疲れてもいないのに疲労感を覚え、元気なのにガックリして、

れを聞いた西村議員が大げさにとがめたのがきっかけで、

脱力感にとらわれてしまうのは私だけであろうか。

衆議院解散にまで発展した。
選挙の結果は、 自由党は大敗して少数与党に転落し、
これを機に吉田元首相の影響力は急速に衰えて、 後の政
界引退につながった。
同じ水を別々の瓶に入れて、 一つのビンには 「ありがとう」
と書いた紙を貼り、 別のビンには 「バカヤロー」 と書いた紙
を貼り、 しばらくして水の結晶を調べて見ると、 前者はきれ
いな結晶になり、 後者は結晶が崩れて形にならない、 とい
う話は有名である。
熱く炊いたご飯を同じようにすると、 「ありがとう」 と書いた
ビンに入れたご飯は長持ちして、 麹のように香ばしいままで

光りんさん

あるが、 「バカヤロー」 と書いたビンに入れたご飯はすぐに

「ボクから見れば横ジマなのに、

腐って異臭を放つ、 という事実は、 世界各国で実験されて

ひとはタテジマキンチャクダイと呼ぶ」

話題になっている。
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聖書において、 天の父はいつも 「ガンバレ！」 「ガンバ
ロー！」 と言って私たちを励ましている。 「強くあれ、 雄々
しくあれ、、、」 「キリストの偉大な力によって強くなりなさい」
「悪魔に立ち向かいなさい」 「男らしく強くあってほしい」 「勇
気を出しなさい」 「恐れるな、 おののくな」 「勇敢に戦って

理事長の奥さんＡさんによる

Lovely DAYs

勝利せよ」、、、
ただし、 神は決して私たちに 「自分の力だけでガンバレ」
とは言っていない。 「わたしが共にいるから」 「わたしの力に

主人は、 「キリストに生きる！」 という覚悟で出所し

よって」 「わたしの導きに従って」 戦い抜きなさい、 と言っ

てきたので、 当時は囚人番号が書いてある靴を履い

て励ましてくださるのである。

たりして、 服装は全く気にしていませんでした。
段々と社会生活に慣れてきて、 服装も普通になって

主を待ち望む者は、新たなる力を受けて、鷲のよう

きたのですが、 先日、 アンパンマンの T シャツを普段

に翼を張って昇ることができる。走り続けても疲れ

着として着ていたのをみて、 「え！？５３歳にもなるお

ることなく、歩き続けても弱ることはない。 （イザヤ

じさんがアンパンマン T シャツ！？」 と思いましたが、

40 ： 31）

逆にやっぱり流石だと感心しました。

３． 言葉の力

言葉には力がある。 言ったとおりに実現させる力がある。
言葉はその人の内心の表現でもある。 人の内心が言葉を
通して外の世界に実現していく。 しかし、 内心では思ってい
なくても、 言葉にすれば言ったとおりになっていくのも事実で
ある。 だから、 心にもないお世辞でも人は喜んで動くし、 冗
談でも人を傷付けてしまうことがある。
神はこの世界を言葉によって創造した。 神の子である私
たちも、 言葉によって自分にかかわる世界を創造している
のである。
兄弟に向かって馬鹿者と言う者は地獄の火に投げ込
まれるであろう。（マタイ 5 ： 22）
悪いことばを、いっさい口から出してはいけません。
ただ、必要なときに、人の徳を養うのに役立つことば
を話し、聞く人に恵みを与えなさい。（エペソ 4:29）
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長い収容生活を終えた、 私のクライアントの話です。
この夏、 彼と一緒に過ごす時間が多かったのですが、 嬉

カウンセラーの岩崎さんによる

しいことがありました。 彼にはこの原稿を書く許可をもらいま

心の相談室

したが、 プライバシーに配慮して、 個人の特定ができない
ように書きます。
彼は、 私にこう言いました。 「一緒に過ごしてくれてありが
とう。 昨日一緒にいなかったら、 友達がクスリを持って遊び
に来る予定だった」。 クスリとは、 麻薬及び向精神薬取締

選択

法の規制対象のものです。
私は、 この話を聞いて、 心底嬉しかったのです。 彼は、
私にクスリについての話をするという選択をしました。 そして、
クスリを遠ざける選択をしたのです。 また、 クスリは遠ざけ

暑い夏が過ぎました。 夏を振り返ると、 とても有意義な時

ても、 友達とはクスリ抜きで趣味を共有すると言いました。
クスリを使っていようが、 友だちでいる。 それも彼の選択の

間がたくさんあったのに気が付きます。
刑務所に面会に行くのが辛いという家族の話。 友人が逮

自由です。

捕されたという相談。 暴力団離脱をしたいという出所者。
いずれも共感できる話ばかりです。 優しく奥ゆかしい人ばか

私は、 過去に恋人が使う覚せい剤を辞めさせようとした時
期があります。 そして、 終局には、 その恋人は命を落とし

りでした。

ました。 その過去から学んだことは、 「クスリを辞めろ」 とは
私のするカウンセリングは、 「寄り添うこと」 を重視します。
私と出会った人が、 私と出会うことで選択の自由を取り戻

言わないことです。
その教訓も踏まえ、 「再犯するな」 「更生しろ」 とも言い
ません。 過去に、 そういう命令をするような発言しかできな

すこと。 本人が生きたいと思うように生きること。
クライアントと寄り添って、 それを目の当たりにできたことが

い時期がありました。 まだ成人したばかりで、 正義感を強く
持っていた頃です。 私は傲慢でした。

有意義でした。
選択の自由を取り戻す方法について、 一つお話をします。

クスリを使うのも、 使わないのも、 本人の自由です。 再

どんなストーリーでもかまわないのですが、 「私は刑務所

犯するのも本人の自由。 更生するのもしないのもまた、 本

に入れられた」 という、 ごくありきたりの、 受刑者の考えが

人の自由です。

あります。 これを、 言い換えることを勧めます。 「私は刑務

ただ、 事実として、 彼は私と数日、 一緒に同じ時間を過

所に入ることを選んだ」。 すると、 「刑務所に入る理由となっ

ごしました。 そして、 彼は、 クスリを使わないことを選んだ

た自分が選んだ道」 に気がつくことができます。

のです。 クスリを使わない選択をしたこと。 「それを聞いて

「これしか手段がない」 と思っていたことが、 改めて、 道

嬉しかった」 と、 私は彼に伝えました。 ただ、 「嬉しい」 と、
感情を伝えたのです。

を選択してきた自分に気がつくのです。

判決文で、 いかに悪い人と表現されようが、 それがその
人ではありません。 実際、 死刑囚や無期懲役囚と文通し
たり、 会って話してみても、 同じ目線で自分と相手の関係
性の中で同じ場に存在することができます。
私は、 クライアントになってくれた方をはじめ、 自分と出会
えた人に深く感謝をします。 この原稿を読んでくださった方
とも、 いずれお会い出来ることを楽しみにしています。
Ｔ刑Ｙ ・ Ｔさん
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6 月号のたよりの 「理事長挨拶」 や 「巷のたより」 を読
んでいたら、 キリスト教の関係者やクリスチャンでも、 人を
批判したり裁いたりすると知り、 人間はやっぱ罪深いなあと

塀の中のたより

思いました。 教会に行っている人が、 いつの間にか聖書で
いうパリサイ人や律法学者のような考え方になって、 福音
を伝える妨げになっているのかなと感じました。
だからってクリスチャンの方々や教会を批判したら同じこと
だし、 神様はそんなこと望んでないと思うから、 その方々の
心が変えられ、悔い改めることができるように祈ります。 （略）

「自 分の力では無 理だから
神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、
私の思い煩いを知ってください。（詩篇 139 ： 23）

助 けてくだ さ い」 と 祈 る

Ｆ刑 Ｉ ・ Ｋさん

このたよりを読む度に、 「もっと自分の犯した罪と向き合わ
なければ」 という気持ちになります。 受刑者の方々の文に
励まされ、 社会の方々のアンケートなどを読むと心が痛い
です。 たよりを通して、神様が「ちゃんと自分の十字架を負っ

社会で待っている人

ているか？」 と問いかけられているように感じます。
私は人に対して意見できるような人間ではありませんし、
手紙を書くのも苦手です。 しかし祈ることはできるので、 毎

のことを考えて

日祈っています。 たよりを読んで、問題や課題、同囚の方々
のことを神様に祈っています。 自分には何もできなくても、
神様は必ず祈りに応えてくださると信じています。 問題、 課

Ｔ刑 Ｓ ・ Ｈさん

題に直面した時は、 とにかく神様に祈る。 今から訓練しとけ
ば、 社会復帰したときに役に立つと思っています。
最初は自分のことばかり祈っていました。 しかし、 聖書の
みことばや 『幸いな人』 を読んでいたら、 「自分と関わりの

逮捕されて 10 年が経ち、 受刑生活を送って 9 年が過ぎ
て、 今年の冬で 10 年を迎えます。 （略）

無い人、 遠く離れている人、 自分にとって敵と思う人の為

社会では、不平不満を言う人間はたくさんいると思います。

にも祈りなさい」 と示され、 それからは朝晩と祈っています

でも、刑務所の中では、不平不満を言っても仕方ないです。

が、 敵と思う人 （嫌いな人とか赦せない人） のことをなか

辛抱するしかないのです。 自分自身の意志を強く持つ、 そ

なか受け入れることができません。 心の中で人を批判した

して磨くことが大事だと思います。

り、 裁いたり…その度に 「イエス様ってマジすごいなあ」 と
感じます。 「自分の力では無理だから、 助けてください」 っ
てかんじです。

刑務所は、 犯した罪を深く考えながら、 新しく生まれ変わ
るところだと思います。
私は無期囚で、 まだまだ先は長いです。 甘い考えを持っ
ているなあと思われるかもしれませんが、 社会で待っている
人のことを考えて、 「30 年後社会復帰ができる」 と希望を
持ち、 祈りながら頑張っていきます。
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文通停止について

受 刑 者 の 自 己 責 任 は、
受刑者全体の責任に関わる

舎利子さん
（同じく、） 舎利子さん
今回、 MLP についてのお知らせがあり、 「一定期間、 文
通相手との文通がなされていないと認められたら、 自動的
に文通停止となります」 と書かれてありました。 受刑者側
の MLP に対する考え方、 捉え方に悲しい現実があることも
確かなのですね。

五十嵐理事長が、多方面で、受刑者の更生や刑務所 （以
下、 施設） の処遇環境の改善に尽力されています。
私は、 本来、 受刑者も施設側も同じ方向を向いていなけ
ればならないものと思っています。 しかし、 現状は、 管理

私は、 以前もお伝えしましたが、 文通相手から手紙が来

する側、 される側と向かい合っています。

なくなり、 1 年半になります。 私の中では、 「文通相手の方
に事情があり、 なかなか手紙を書く機会に恵まれないのだ

「もし私が刑務官、 施設側だったら」 と考えることがありま

ろう」 と思いたい気持ちと、 「私のこと、 つまり私の事件を

す。 そして、 結論は、 面倒な者は相手にしないか、 全体

何かのきっかけで知り、 怖くなって手紙を書くことを止めた

的に厳しく対処するしかないのでは…と考えてしまいます。

のではないか」 と思う気持ちの 2 つが交錯しています。 な

私は、 更生の見込みが高い者だけしか相手しないかもしれ

ぜなら、 文通は自己紹介程度で途切れているからです。

ません。 なぜなら、 受刑者は、 自ら変わろうと努力しない

それでも、もう少し待ってみようかなと思う気持ちでいます。

限り、 変わることはないからです。 受刑者どうしの人間関係

それは、私が心の中で 「もう少し人を信じてみてもいいかな」

もそうなっており、 受刑者なら肌で感じられることではないで

と考えられるようになったからだと言えます。 だから、 私か

しょうか…。

ら文通相手を変えること、 つまり私の価値観で相手に判断

先に述べましたが、 私は、 私の価値観で人を判断しない
ようにしたい為、 人との接し方を変えました。 今回、 その話

を下すということだけは止めようと考えています。

はしませんが、 常に自分自身との戦いで苦しみを伴います。
これは、私の罪、犯した過ちからの反省と言えます。 私も、

自分に 「ＮＯ」 と言うことの難しさを実感しています。

文通がなされていないと認められる 1 人です。 その事情が
受刑者側にあっても、 文通相手にあっても、 社会から見れ

私は、 施設側に問題があると思うより、 むしろ受刑者側

ば、 すべて受刑者側に問題があると判断されてしまう現実

に問題があるのでは…と思っています。 施設のルールや処

であると思います。 その現実を変えられるとは思っていませ

遇環境は、 一部の受刑者の過ちや再犯者の現状により、

んが、 受け止め方は変えたいと思っています。 だから、 私

厳しく変更されることがあります。 より厳しくなることはあっと

の文通停止はもう少し待っていただけないでしょうか。 お願

いう間ですが、 より良くなることは、 とても時間がかかります。

いします。

それはまるで、 人間関係における信頼や信用と同じです。
受刑者の自己責任は、 受刑者全体の責任に関わってい
ます。 そのことを 1 人でも多くの受刑者が理解できれば、
施設のルールも処遇環境もより良くなるのではないかと思い
ます。 （略）
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本気で変わりたくて、 殴られた時に 「真面目にやりたいん
です」 と言うと、 相手に 「真面目でもヤクザはできる。 お
前は自分の事しか考えてない。 俺との関係を切るのは、 俺

信仰について

の前から消えるってことや、 工場から出て行くってことや」
と言われて、 正直に言って、 自分の事しか考えていない相
手にこう言われて悔しいけど、 イエス様の教えの 「右の頬
ヨブの信仰さん

を打たれたら左の頬をも出しなさい」 （マタイによる福音書
5 ： 39） を実践しましたが、 悔しかったです。 （略）

私は今回、理不尽な理由で殴られてしまい、「変わりたい」
という思いから、 周りに迷惑を掛けない為に、 作業拒否で
上りました。
正直に言って、 足を引っ張られた事に怒りを持っていま
した。 殴られた理由が未だに分からなく、 相手の人は 「特
別扱いしろ」 と言っていたので、意味が未だに分かりません。
その後はもう足を引っ張られたくないから、 作業拒否を 3
回したら、3 度目の時に頭が狂わしくなり、覚えていないけど、
職員を殴ったらしくて、 今裁判を待っている状態です。
2 度目の作業拒否の日の夢に相手が出て来て、私が怒っ
ている夢を見て、 すぐに神様に祈りで謝りました。 「私は誰
も怨んでいない」 と思っていたのですが、 相手の事を怨ん
でいるから、 そんな私に夢で気づかせていただきました。

Ｔ刑Ｙ ・ Ｋさん

次の日にマザー ・ テレサが夢に出て来て、 神様の愛を感
じました。 そこから信仰を強く持ちましたが、 3 度目の懲罰

イエス様の教えに生きようとしていると、 過去に、 「クリス

で頭が狂わしくなり、 暴れてしまったらしく、 本当に反省して

チャンの方は怒らない」 と聞いた話を思い出します。 クリス

います。

チャンも人間だから怒るし、 人を無償の愛で受け入れるの
は本当に至難の業だと思います。

私は、 今回、 本気で変わりたいと強く願っています。 今

私がいた留置所の担当さんが、 年配の障害者の方に蹴り

は本当に信仰を強く持って、 牧師先生と個人教誨で話をさ

を入れているのを見て、 正義の警察官でも人をいじめるの

せていただいています。牧師先生のアドバイスで、聖書をノー

に、 私たち罪人はもっと人からの信用がありません。 信用

トに写しています。 ヨハネによる福音書を写していますが、

を 0 から作るのは大変な事だと思います。

聖書を写すことで頭に入りやすくなります。
また、 今、 ラブレター ・ プロジェクトで文通している方から、

私は、 信仰を強く持ってから、 毎朝のお祈りと食前と食

毎回、 聖書の御言葉をいただき、 私の信仰の糧になって

後の祈りをしています。 そして、 人間の汚い部分を見てし

います。

まいましたが、 それも世の中の一部だと思い、 私が変える
事ができないので、 私は同じような事をしないようにしたいと
思っています。 警察官も刑務官も人間だという事です。
私のように考えている人が何人いるか分かりませんが、 罪
人の中にも、 変わりたいけど人に振り回される弱い人間もい
ます。
私は今回、 本当に薬物で後悔しています。 神様に意志
を委ねて、 今後は自分と向き合いたいと強く願っています。
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当たり前ですが、楽な懲役などありません。みなそれぞれ、
個々に辛く苦しい想いをされていて、 その辛さ苦しさが、 自
身の犯した罪の重さを表しているのです。 そして、 その辛

耐 え 難 きを 耐 え、

さ苦しさから目を背けてしまっては、 本気で自分の罪と向き
合っていることにはならないように思います。
被害者のことを想えば、 自分の犯してきた罪の重大さに

忍び難きを忍ぶ

目を向ければ、 理不尽や不条理な事案、 いかなる不義さ
えも甘んじて受け入れられるはずなのです。

13 番目の使徒さん

今度のことで、 sweet 苺さんが周囲から誹謗中傷を受け、
ひどく辛い想いをされたことは十分に分かりました。 無実で
あるのに、 推測だけで犯人に仕立て上げられ、 苦しかった

このたび、 マザーハウスたより 7 月号の sweet 苺さんの
文を読ませていただき、 伝えたい事があって筆を執らせて

ことでしょう。
しかし、「火のないところに煙は立たぬ」 と言いますように、
そうなってしまうには必ず何かしらの根拠があり、 今度のこと

いただいた次第です。

でいえば、 以前に同囚のやり取りを職員に言ったことが最大
僕は、 sweet 苺さんと同じ無期懲役で、 執予中の事件
であった為、 二刑持ちです。 23 才から務め、 今年で 5 年
目を迎える 28 才です。

の原因のように思います。 それがなければ、 sweet 苺さん
が疑いの対象になることはなかったのではないでしょうか？
一度そういう事実があると、 次に似たようなことがあれば、

少年のころより、 少年院や鑑別所を出たり入ったりしてい

「またあいつだ」 と思ってしまうのが人間の当然の心理であ

た故か、 初めての懲役でありながら、 現役ばかりのＬＢに来

り、 うわさや評判に感化されやすいのが懲役です。 だから

てしまい、 務め方が分からず、 最初の２～３年は、 それは

こそ、 日ごろから自分の身の降り方には細心の注意が要る

もうめちゃくちゃな受刑生活でした。 理不尽なことがありまし

のです。 （略）

た。 不条理なこともありました。 娑婆の一般常識的な見解
に当てはめれば十分に正しいことでも、 力でねじ曲げられ、
本当なら無いはずの非や責任を問われ、 悔しい想いをした
ことも多々ありました。
sweet 苺さんと同様に、僕も当時は死を望んでみたり、「そ
の方が被害者遺族の方々だって救われるだろう」 なんて考
えたりもしました。
しかしあるとき、 ふと思ったのです。 亡くなって、 すべて
が “無” である被害者には、 喜びも、 楽しみも、 悲しみも、
苦しみも、 何もない。 辛いとか、 苦しいとか、 そういうこと

Ｔ刑Ｙ ・ Ｔさん

すら思うことができない。 それに比べて、 落ちるところまで
落ち、 自由の利かない環境ではあっても、 自分次第で立

何せ無期なので、 当然のことながら、 出口のある有期よ

ち直ることができる僕はどれほど恵まれているのだろうかと。

りは我慢を求められることでしょう。 僕も男として生きている

恵まれているのに、 そのときそのときの環境や状況の変

つもりなので、 男の見栄やプライドが邪魔をして、 一線を越

化に自分自身が順応できずに、 もう嫌だとか、 死にたいと
か、 現実から逃げ回って不平不満ばかりを言うのは、 ひど
くお門違いのように思うのです。

えてしまいそうになるときが多々あります。
しかし、 一線を越えてしまえば、 もう社会復帰は望めませ
ん。 無期であるがゆえに、 越えてはならない一線を越えな
いよう、 耐え難きを耐え、 忍び難きを忍び、 日々自分を殺
しながら生活しています。 それは、 もう一度、 自分の足で
娑婆の土を踏みたいと切に願うからです。 真っ暗で出口の
見えない将来に光を見出したいからです。
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あれから、 sweet 苺さんが工場に就業したのか、 情緒不

たよりを拝見していると、受刑生活の悩み、多いですよね。

安定でまだ独居で閉じ篭もっているのかは分かりませんが、

私も刑務所 6 回目ですけど、 受刑者同士のトラブルって

これまで築いてきたものなど全て捨てて、 マイナスからのス

絶え間なく多いです。 衣食住を共にし、 裸の付き合いまで

タートかもしれませんが、 また工場に出て戦ってみてくださ

している訳だから、 仲良くすればいいのに、 と思うのですが、

い。

なかなか難しいようです。 自由がなく、 職員から腑に落ち

間違えてはならないのは、 戦いの対象は反目の人間など

ないことを言われても従わなければならない理不尽さ…世

ではなく、 現実から逃避してしまう弱い自分です。 弱い自

の中の人間でストレスの数値を計測したら、受刑者の数値っ

分と戦うのです。 その為に、まず弱い自分を認めてください。

てものすごいものになると思うのです。

自分の弱いところ、 醜いところ、 卑しいところ、 汚いところ、

捌け口がないので、 受刑者にぶつけるしかない。 前日ま

ずるいところ、 そういった欠点をまず認めることが、 改悛の

で仲の良かった同囚でさえも、 次の日には殴り合いのケン

最低条件、 はじめの一歩だと思います。

カをする。 本当に対人関係は難しいものです。

最後に、 sweet 苺さんが立ち直れるよう、 聖書の言葉を

人と人で最も大切なことは、 信頼関係を築いていくことで
す。 相手のことを信頼する、 また、 自分を信頼してもらう。

抜粋して贈ります。

それは言葉です。 嘘のない言葉です。 相手のことを知る、
不当な苦しみを受けることになっても、神がそうお
望みだとわきまえて苦痛を耐えるなら、それは御心に

自分のことを知ってもらうことで、 信頼関係は生まれてくるも
のです。

適うことなのです。罪を犯して打ちたたかれ、それに

でも、 信頼していたが故に、 相手の失敗により崩れてしま

耐え忍んでも、何の誉れになるでしょう。しかし、善

うこともあります。 渡辺和子氏が、 こんな言葉を残していま

を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、これこ

す。 「信頼は 98 パーセント。 あとの 2 パーセントは、 相手

そ神の御心に適うことです。（ペトロの第一の手紙 2 ：

が間違った時の赦しのために取っておく」。 確かに、 心にゆ

19-20）

とりがあれば、 思いやる心も生まれると思うのです。
相手のことを思いやり、 実践ある愛を実行できたなら、 心
を充分に満たしてくれるものになると思います。
最後は趣味の俳句で終りにします。
・ 手紙書く 同囚 （とも） と西日を 分ちつつ
・ 七夕や 深き祈りの 日の匂ひ
・ 折鶴の 2 羽小机に 戻り梅雨

心にゆとりがあれば

夏姫の妖精さん

受刑生活も早 6 年が経ちました。 無事故を継続しており
ましたが、 溶接作業中に溶接片で足を切ってしまい、 作業
安全義務違反ということで、 現在、 調査中です。
当初は、 作業手順どおり、 技官の指示の元の作業事故
でしたので、 大丈夫と思っていたのですが、 そう簡単に済
む問題ではなさそうです。 刑務所の体裁上、 後々のため
にも何らかの処分が必要なのでしょうね。 懲罰になることは
ないと思いますが、 どうなることやら…。
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自分自身が

始まりは母の祈りよ

「変 わりた い」 と 思 う 気 持 ち

終戦に思いを寄せて

猛虎魂さん

Ｈ刑 Ｏ ・ Ｍさん

私が刑務所へ来て 6 年 8 月となります。 私は、 2 年 6

戦うことの意味を問う

始まりは母の祈りよ苦しみよ

月前より、 毎月 1 回、 1 時間のカウンセリングを受講して

この世は罪人多いから

十月十日の会話の中で

います。 私自身、 怒り ・ 感情をコントロールできません。 そ

僕をお腹に容れたまま

一生抱いて生きますと

して、 1 年 4 月 ・ 8 月 ・ 8 月と、 3 回事件送致で、 合計

炎の薪を背負った母よ

2 年 8 月増刑となりました。

まるでイエスの十字架 （クルス） です

私がカウンセリングを受講する経緯としては、 刑務所へ入

戦火の街を逃げ惑う

ねんねこの背中を揺する祈りあり

所することになった本件（裁判員裁判）及び今回の 3 件で、

神様この子の命だけ

この身に代えて救い給えと

私の成育歴などを訴えて、 「注意 ・ 欠陥多動性障害」 の

出ないお乳に母子 （おやこ） で泣いた

可能性、 私の言動などを主張しました。

それでも歩く焼け跡で

結果として、 「注意 ・ 欠陥多動性障害」 による無罪など

まどろみ聴いたあの子守唄

まるで天使の聖歌 （うた） のように

の主張は認められませんでしたが、 法廷でも暴れたり暴言
を吐くことについては、 「被告人は法廷においても自己の感

母は小さくなった身で

この僕をなお抱っこするマリア様

情をコントロールできておらず、 それに対して通常どおり被

励まし慰めその裏で

白髪の数を増やした人よ

告人を責めるのは酷である」 と言われました。 そして、 「自

今度再び生まれても

分自身で自分の問題点が分かっているのであれば、 治療

あなたの慈愛 （あい） にかないません

を受けたり、カウンセリングを受けたりしてみては」 と言われ、

神への叫びで貫いた日々 まるで光の矢のように

担当 ・ 医務で相談して、 2 年 6 月の月日をかけてやっと
実現しました。
それまでの 2 年 6 月は、 舎房担当などが親身に話を聴
いてくれて、 私の不満をとことん解消してくれました。 カウン
セリングを受講して 2 年 6 月ですが、 無事故は 4 年 8 月
となってますし、この間に 「アンガーマネジメント」 に出会い、

ボランティア募 集 中です！

自分では意識してなくても、カウンセリングの先生からしたら、
怒り ・ 感情をコントロールできているそうです。

マザーハウスでは、 下記のボランティアの方を随時募集
私自身、 「自分を変えたい」 という想いが強く、 努力して

しております。

いることの結果として、 先月より 5 年ぶりに工場で生活する

①受刑者の方との文通

ことになりました。 自分自身が 「変わりたい」 と思う気持ち

②事務局 （事務局へのお手紙の返信等）

が大切だと思いました。 闇の中であがいていた私に届いた

③編集局 （たより発送のお手伝い等）

光です。

ご興味のある方は、 info@motherhouse-jp.org までご連
絡ください。 よろしくお願いいたします。
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本来ならば、 からだの抵抗力があれば、 菌が入ってくると
それを察知して、 細菌を殺してしまう、 もしくは細菌に打ち

看護師の中谷さんによる

勝つ力があります。 それでも、 細菌たちに負けてしまった時

健康相談窓口

に、 発熱という症状で、 細菌たちを排除しようとします。 そ
のため、 発熱時にむやみに熱を下げようとしない方が良い
とされています。 自身の治癒力でたたかうことが理想なの
です。
しかし、 こどもや高齢者は、 発熱から生じる症状で、 食
事が取れない、 全身が衰弱してしまう、 脱水になってしま

発熱について

うことがよくあるため、 そのような方には早めの対処が必要
となります。
Ｑ２．

朝夕はめっきり涼しく、 過ごしやすくなりましたが、 お変わ

発熱時の対処方法について、 発熱を下げるためにはどの
部位を冷やせば良いですか？

りございませんか。
９月中旬に来た台風の影響で、 本学の栗の実も雨風で

Ａ２．

落ちてしまい、 その栗で栗ご飯を作りました。 自然の恵み

以前、 救急外来で勤務をしていたときに、 よく目にする光

を猪よりも先にいただきました。 裏庭が山に囲まれている大

景がありました。 額に冷えピタシート （ジェル状の冷やすこ

学なのですが、 その山道を歩いていると猪や野ウサギに遭

とのできるシール） を貼って、 受診されることです。 実は、

遇するそうです。 残念ながら、 私はまだお会いできたことは

額を冷やしても熱を下げることはできません。 「気持ちがよ

ありません。 その猪の親子の顔が今年は見えないそうです。

い」 からという目的ならば良いのですが ・ ・ ・ 。

もしかしたら、 人間に食べられてしまったのかもしれません。

熱を直接的に下げるためには、 まず行うことは、
①寒気がなければ、 着ている洋服を脱いでシャツや T シャ

うーん ・ ・ ・ 。

ツ 1 枚程度にしましょう。
今回は、 皆様の相談についての内容が間に合いません

②次に、 からだの大きな血管の部位を冷やします。 大きな

でしたので、 少しからだの働きについてお話ししたいと思い

血管は下記の図をご覧下さい。

ます。

③それでも熱が下がらなくて、 体力的にも辛いと感じるとき

気温差によって体調を崩しやすくなります。 体調管理には

は、解熱剤を使って下さい。 座薬 （肛門から挿入する薬）、
内服薬の解熱剤は、 いずれも胃に負担を与えますので、 6

気をつけていただきたいと思います。

時間から 8 時間は必ず空けてから使用して下さい。 また、
座薬を誤って飲んでしまわれる方がいらっしゃいますが、 必

Ｑ１．
皆さんは、 発熱を起こしたことはありますか？なぜ、 発熱

ず用法をお守り下さい。

という症状が起こるのかご存知ですか？
Ａ１．
私たちのからだは、 自身が思っているよりも上手く作られ
ています。生活をしていると、外部から細菌やウィルスが入っ
てきます。

図 大きな血管の場所
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行事予定

ご寄付ありがとうございます！
8 月 16 日～ 9 月 15 日の寄付金

▼ 10/12 18 ： 45 ～
新宿 NPO 協働推進センター 4 階 401 会議室にて、
講演 「刑期後の社会復帰と再犯防止に向けて」
▼ 10/15 11 ： 30 ～
カトリック関口教会にて、 マリアコーヒー販売

合計 ： ３３８，６８５ 円
（内 愛のプリズム宣教基金 ： 35,200 円）

▼ 10/18 18 ： 00 ～
龍谷大学至心館 1 階にて、 APS 研究会
▼ 10/22 13 ： 00 ～
本所緑星教会にて、 マリアコーヒー販売

編集後記

▼ 10/28 10 ： 30 ～
目黒区福祉バザーにて、 マリアコーヒー販売

たよりを読んでくださり、 ありがとうございます！
▼ 11/1 13 ： 00 ～
前橋カトリック教会にて、 当事者ミーティング

今月号は、 「さあ、 たよりをつくるぞ！」 というときに風邪
を引いてしまいましたが、 のど飴とティッシュと一緒に頑張っ
て、 何とか完成させることができて良かったです！事務所

▼ 11/2 18 ： 30 ～

にある全てののど飴を食べつくしました！笑

立正大学品川キャンパスにて、 APS 研究会

先月号では、 印刷のときにインク使用量がとんでもないこ
とになり、 このままでは大赤字だ！ということで、 今月号で

▼ 11/3 10 ： 00 ～
足利 ・ イースターヴィレッジにて、 マリアコーヒー販売

はカラー控えめを意識して作ったのですが、 あまり変わって
いないかもしれません…。
イラストがぞくぞく届いて本当に嬉しいです！文章も大歓

▼ 11/4

迎です！ありがとうございます！

9 ： 00 ～ 神奈川歯科大学 稲岡祭にて、
マリアコーヒー販売
10 ： 00 ～ 渋谷フェスティバルにて、
マリアコーヒー販売
14 ： 00 ～ 聖イグナチオ教会にて、 ＶＩＰプリズム

＊毎日、 事務局宛の手紙がたくさん届くため、 対応が遅
れがちです。 そのため、 事務局宛の手紙は用件のみでお
願い致します。 近況報告等は文通相手へお願い致します。
日々の気づきや悩みなど、 他の受刑者に伝えたいことは編
集局へ！理事長宛の手紙は、 多忙のため、 なかなか返

▼ 11/7 18 ： 00 ～
一ッ橋大学にて、 講義 「刑務所問題について」

信できないことをご了承ください。 代わりに事務局が対応さ
せていただいております。

▼ 11/12 10 ： 00 ～

それでは、 来月号もお楽しみに！

カリタスの家バザーにて、 マリアコーヒー販売
マザーハウスたより 編集局
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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 （順不同）
ルワンダ・コーヒーの

こちらでもお求めになれます。
カトリック茅ヶ崎教会

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

カトリック中和田教会

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

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

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）

カトリック新子安教会

カトリック大分教会

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

カトリック東仙台教会

カトリック元寺小路教会

イエズス会日本殉教者修道院

ドン・ボスコ社

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

ご協力ありがとうございます

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。

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

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。

お受けいたします。

● カフェドリップ（一人用）10g

〒 358-0053

送り先

送料別

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

0120-29-7000

ＴＥＬ

ご購入の申し込みやお問い合わせは Fax、メールにて

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
こめてさせていただきます！もちろんお見積もりは無

¥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。

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

080-4614-8508
03-6659-5270

● 正会員（年会費）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥5,000 × 1 口
● 賛助会員

lawrance@motherhouse-jp.org

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

● 社会復帰支援

¥3,000 × 1 口

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。

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

−マザーハウスたより 10 月号 −
発行責任者／五十嵐 弘志

2017 年 10 月 15 日発行

〒 130-0024 東京都墨田区菊川 1-16-17-102

ー 20 ー

ＴＥＬ

03-6659-5260

