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No.35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

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。

＊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　講演後アンケート

　６　Lovely　DAYs

　６　ささきみつおコーナー

　７　育児日記

　８　心の相談室

　９　塀の中のたより

１４　塀の外のたより

１６　巷のたより

１７　健康相談窓口

１９　行事予定

11
2017

月号

《表紙 》

光りんさん「耳をすませば」

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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教皇の言葉

　カトリック中央協議会のホームページより、 教皇フランシスコ

の言葉を抜粋して紹介します （タイトルは 「教皇フランシスコ、

日本の教会への親書・フィローニ枢機卿来日に際して」です）。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

　（略） 日本の教会について考える度に、 わたしの思いは、

信仰のためにそのいのちをささげた多くの殉教者たちに向かい

ます。 日本の殉教者たちは、 いつもわたしの心の中に特別な

位置を占めております。

　1597 年、 キリストにあくまでも忠実に従った他の殉教者たち

とともに、 そのいのちをささげた聖パウロ三木、 多くの証聖者

たち （信仰のあかしびと）、 さらに、 同じころ、 イエスの名を拒

否することよりも、 貧しさと国外追放を選びとった福者ユスト高

山右近などのことを、 わたしは思っています。 また、 さらに、

1600 年から 1800 年代中ころまで、 キリストを否定すること

なくその信仰を密かに守り抜いた、 いわゆる 「隠れキリシタン」

はどうでしょう。

　ついこの間、 わたしたちは信徒発見 150 周年を記念したば

かりです。 国籍も社会階級も年齢も異なる多くの殉教者や証

聖者たちは、 皆同様に神の御子への深い愛をもっていました。

社会的な地位も何もかも、 ただ 「キリストを得るため」 （フィリ

ピ 3 ・ 8） に捨て去ったのです。

　（略） 「教会はその起源から普遍 （カトリック） であり、 『出

掛けて行き』、 宣教する存在です」 （2014 年 9 月 17 日、

教皇、 一般謁見演説）。

　事実、「キリストの愛」 は、福音のためにいのちをささげるよう、

わたしたちを後押しします （二コリント 5 ・ 14 参照）。 このダイ

ナミックな傾向は、 宣教熱のないところでは死んでしまいます。

ですから、 「いのちは与えることで強められ、 孤立と安逸によっ

て衰えます。 事実、 いのちをもっとも生かす人は、 岸の安全

を離れ、 他者にいのちを伝えるという使命に情熱を注ぐ人で

す」 （使徒的勧告 『福音の喜び』 10 項）。

　（略） イエスは言われます。 「あなたがたは地の塩……世の

光である」 （マタイ 5 ・ 13-14）。 塩も光も、 人々への奉仕と

いう役目をもっています。 教会は 「地の塩」 として、 腐敗か

ら守り、 さらに味付けをするという使命を課されています。 そ

して、 「世の光」 として闇を取り除き、 現実を照らし、 存在目

的を明らかにしながら、 暗闇を打ち破るのです。

　皆さま、 こんにちは。

　だんだんと寒くなって来ましたが、 いかがお過ごしですか。

健康には十分、 注意してください。

　毎日毎日、 寝不足ですが、 やりたいことは山ほどあり、 一つ

ひとつ取り組んでいる状況です。 なかなか思いを実現できな

いので、 悔い改めることが多いですが、 いつも神様が助けて

くださっていることを実感しています。 先日、 聖書の 「主を信

頼せよ。 そうすれば必ず助けてくださる」 （シラ書 2 ： 6） とい

うみことばを示されました。 大きな力をいただきました。

　マザーハウスが実施している住宅支援にご寄付をいただき、

ありがとうございました。

　支援金のお陰で、 社会復帰した者の住宅と、 DV 被害者と

その子どもたちの住宅を用意することができました。 心より感

謝です。 ありがとうございます。 何より、 神様が子どもたちの

ために特別に一軒家を用意してくださり、子どもたちは大はしゃ

ぎでした。 私の子どもたちとも仲良く遊んでいます。 子どもたち

の笑顔を見るたびに、 支援者の皆さんのお陰であると感じま

す。

　これからも様々な困難があると思いますが、全力でぶつかり、

壁を壊していきたいです。

理事長挨拶

光りんさん 「それでも前に進む！」
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　主のこれらのことばは、 忠実と正真性への力強い呼びかけ

でもあります。 すなわち、 塩は本当に味を付け、 光は闇を追

い払え、 と語っています。 神のみ国は、 イエスの言われる通

り、 はじめはほんの少量のパン種のような貧しさをもって現れ

ます。 まさしく、 このシンボルは、 日本における教会の現状を

よく表しています。 イエスはこの小さな日本の教会に、 大きな

霊的、 倫理的使命を託したのです。

　もちろんわたしは、 日本の教会に、 聖職者や修道者、 修道

女が少ないこと、 また、 一般信徒の限られた参加に由来す

る、少なからぬ困難のあることを十分承知しております。しかし、

働き手の少なさは、 福音宣教の使命を弱めるわけではありま

せん。 かえってますます宣教熱を高揚し、 働き手を絶えず求

める好機とさえなるのです。 まるで福音に出てくるぶどう園の

主人が、 一日中、 何時になっても新しい労働者を自分のぶ

どう園のために探しに行くようなものです （マタイ 20 ・ 1-7 参

照）。

　親愛なる兄弟の皆さん、 たとえ現状で見過ごしえない問題

があるとしても、 目の前にある現実がわたしたちに投げかける

課題は、 わたしたちをあきらめさせ、 事なかれ主義的で停滞

した対話に追い込むことはできないはずです。

　たとえば、 わたしは日本における離婚や自殺率の高さ、 若

者たちの間における自殺の多さ、 また社会生活から完全に孤

立して生活することを選び取る人々の存在 （「引きこもり」 の

こと）、 宗教や霊性の形骸化、 倫理的相対主義、 宗教に対

する無関心、 仕事や儲けに関する過度の執着などのことを考

えています。 同様に、 これも本当のことですが、 経済的に発

展した社会は、 皆さんの中にも見られるように、 新たに貧しい

人や疎外者、 落ちこぼれる人を生み出します。 何もわたしは

物質的に貧しい人々のことだけを指摘しているのではなく、 霊

的に、 また倫理的に貧しい人々のことも考えているのです。

　このような多様な現状にあって、 日本の教会には、 イエス

から託された使命の選択を絶えず新たにし、 そしてさらに 「地

の塩」 「世の光」 であることが、 緊急に必要なことなのです。

殉教者たちの教会、 証聖者たちの教会であったという皆さん

の教会がもつ福音宣教の真の力は、 守り、 かつ発展させるべ

き偉大な宝です。

　（略） 司祭職や修道生活の養成で最も重要な第一歩は、

これらの召命の道を歩み始めた人たちが、 イエスが教えてく

れた愛の深い特徴を体験し、 理解できるよう助けることです。

イエスが教える愛は無償の愛であり、 自己犠牲を伴い、 そし

ていつくしみ深くゆるすことです。 この体験は、 世の流れに逆

行し、 決して裏切ることのない主に信頼することを可能にしま

す。 これこそ日本社会が渇望しているあかしです。

　最後に、 聖座が承認している教会のいくつかの運動体につ

いて話したいと思います。

　彼らの福音宣教熱とそのあかしは、 司牧活動や人々への宣

教においても助けとなりえます。 事実、 この数十年間、 聖霊

は教会の中の男女を目覚めさせ続け、 いまも目覚めさせ、 そ

うした人々は、 自分の働きによって、 自らが生活している社

会を豊かなものにしていきたいと望んでいます。 これらの運動

体にかかわりをもつ司祭や修道者も少なくありません。 彼らも

また、 神がそれぞれの宣教使命を十全に生きるよう招いてい

る神の民の一員です。 これらの運動体は、 福音宣教活動に

寄与します。

　わたしたちは、 司教として、 これらの運動体のカリスマを知

り、 同伴し、 全体的な司牧活動の中でのわたしたちの働きに

参与することへと導くように、 招かれています。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

＊一部、 句読点を加えました。

教皇の手紙を読んで

　私はこの手紙を読み、 日本のキリスト教会がキリストに生き

ていないことが良く理解できました。 綺麗事や説教ばかりを口

にして、 そこに魂はないのです。 祈っても行動しないし、 実

践しない。 これでは、 神様が祈りを聞くことはないと思います。

聖書には、 「この民は、 口さきではわたしを敬うが、 その心は

わたしから遠く離れている。 人間のいましめを教として教え、

無意味にわたしを拝んでいる」 （マタイ 15 ： 8-9） とあります。

だから、 教皇がどんなにメッセージを送っても、 実践しないの

です。

　その良い例が、 昨年、 教皇が全世界に向けて 「受刑者の

ためのミサを」 と呼びかけたのに、 日本はどこの教会も実践し

ませんでした。 眠った教会だから、 活気もないし、 子どもたち

も行かないのだと思います。そして、エリートであり、傲慢だから、

聖書や教皇の言葉が響かないのだと感じます。

　私の霊名は、 ニコラウス ・ テレサ ・ ヴァレンティノです。 ヴァ

レンティノとは、 キリストの戦士として生きた聖人です。 私も、

壁を壊すために祈って行動し、 キリストに燃えて生きたいです。

だから恐いものはありません。 聖書にも、 「完全な愛は恐れを

締め出す」 （一ヨハネ 4 ： 18） とあります。 日本の教会は何

を恐れているのか知りませんが、 キリストを実践しないのです。

一兵さん
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東 洋 大 学 （2017.1.10.）

講演後アンケート

　最後になりますが、 私が厳しいことを 「たより」 で書いたこと

に対して、 受刑者の方から激しい批判をいただきました。 結

構なことだと思いますが、 その方は、 自分が実践しないのに

他人のことを言うだけであり、 自分の置かれている状況を理

解していないと感じます。 自分が何故、 刑務所にいるのか。

何でこんな厳しいことを毎回、 言われるのか。 しっかり考え、

自分をきちんと見つめることが必要だと思います。

　自分が徹底的に悔い改めれば、 あなたを愛し、 大切にし、

必要としている方が社会にいるし、 マザーハウスはそういう人

を待っていたいです。 皆さんのために、 大切な時間や労力を

使っている人がいるのです。 何回も言いますが、 皆さん一人

ひとりのためにです。 このことが、 私自身も体験したキリストの

愛と赦しであると思います。

＊社会学部の学生の感想です。

過去に戻らせない

　罪を償うことは重要ですが、 その後社会復帰し、 過去に戻

らせない事が最も重要ではないでしょうか。 受刑者本人の変

わろうとする気持ちを起こさせるためには、 社会が変わらなけ

ればならないと思います。

　私たちにできることは、 一人ひとりが、 興味のないことにも関

心を持つことからだと思います。 また、 自分と関わる周りの人

を大切にしたいと思います。

罪を犯した直後からのサポートが必要

　刑務所と一般社会は完全に切り離されているというこの現在

の社会のしくみも、 再犯につながっていくのではないだろうかと

考えた。 私たちは、 社会復帰した時のことだけでなく、 罪を

犯したその直後から、 どのように再犯をさせないかを考えなけ

ればならない。

人と人との繋がり

　刑務所は、 好きな時に好きな人と自由に話すことが許され

ない、本当に孤独な場所だなと思いました。 刑務所内でこそ、

人と人との繋がりを設けないと更生は難しいと思いました。

いかに自分に引きつけて考えられるか

　今回、 話を聞いて感じたのは、 自分がいつ当事者になるか

分からないということである。 そして、 自分がもし当事者となっ

たときに、 刑務所が現状のままで果たして良いのかどうかと思

う。 想像力を働かせて、 いかに自分に引きつけて考えられる

かが重要だと感じた。

自分に関係がないことと思わない

　今後、 自分や家族、 友達がいつ犯罪をする立場になるか

分からないと深く思いました。 そして、 元受刑者の方に今後

出会うこともあるかと思います。 その時には、 相手の気持ちを

よく考えて接していきたいと思います。

同じ人間

　社会に出たら、 元受刑者もみんなと同じ人間。 そのことを

みんなが自覚しなければいけない。

　今回の話を聞いて、 どんな失敗をしてしまっても、 自分自

身 「変わりたい」 と思う気持ちと、 周りの支えが大事だと考え

ます。

O ・ R さん

Ｆ
・
Ｋ
さ
ん
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人を気にかけられる社会

　受刑者が復帰しやすい社会、 復帰して離れたくない社会を

つくりたいと思った。 そのためにも、 「周りから気にかけられて

いる」 と感じることが重要だと思った。 また、 それが再犯の防

止につながると感じた。

信用してあげられる人になりたい

　自分を信じてくれる人、守ってくれる人が 1 人でもいることで、

人間は変わることができると思うので、 信用してあげられる人

になりたいと思いました。

収容者の考えを知ることができた

　昔、 網走にある刑務所を観光で訪れた。 実際に蝋人形が

置いてあり、 普段は絶対に見ることができない収容人の姿を

見ることができた。 だけど、 蝋人形では、 収容されている人

の行動や考えまでは知ることができなかった。

　今回の話を聞いて、 法律を犯して刑務所に入ることは、 一

度きりの人生をどれだけ無駄にしてしまうのかと感じることがで

きた。 収容者の本当の考えを知る良い機会になった。 また、

普段の生活と、 犯罪をした者の生活との違いを聞けて、 普段

自分が何気無く使っている言葉の意味の重さを、 改めて考え

るようになれたと思う。

何も知らなくても

問題なく過ごせてしまう現状

　「犯罪をした人も人間、 その人を助けてあげられるのもまた

人間である」 という言葉がすごく印象に残った。 犯罪をするこ

とや、 刑務所という場所は、 私たちからしたら全く別の世界で

あり、 「関係ない」 と割り切っているのだと思った。 私たちが

何も知らなくても問題なく過ごせてしまっている現状が怖いと

思ったし、 何も知らずに過ごしてきた自分自身の無知が怖い

と感じた。

　「変わりたい」 と思っている人たちを助ける事ができていない

社会や、 そこで暮らしている人たちは、 「変わりたい」 と思っ

ている人よりも、 人間として間違っていると感じた。 私もその

うちの 1 人だったと、 今回の講義を聞いて、 改めて社会への

関心を持って生きていく事の大切さを学ぶことができた。

繋がり

　繋がりは人を助ける、 愛は人を助け導くのだなと思いました。

犯罪者を社会から疎外するのは簡単なことだけど、 内部に

戻って来るのはとても大変で厳しいことだと考えます。 コミュニ

ケーションを図ることによって温かさを感じ、 健全な精神を取

り戻すことができればいいなと思いました。

　考え方や、 やっていることが違うのは、 どんな人間だって同

じで、 個性なので、 全てを統一して正すことが本当にいいこと

なのだろうかと思いました。 良いことは良いと認めること、 悪い

ことは悪いと教えること、 それは何故なのかを知ることが大切

であって、 それは刑務所に限らず必要だと思います。

良いところを見つける

　犯罪をした経験がある人が、 一般の人と同じように仕事に

就くとなると、 少し抵抗がある。 しかし、 今回の話を聞いて、

そういった人も、 良い面も当然あると思うので、 「犯罪をした」

という事実だけで一方的に解釈するのではなく、 その人の良

いところを見つけていくことが大切だと思った。

一緒に考える

　社会では、 犯罪を起こしたことにしか目を向けないが、 しっ

かりと、 犯罪を起こすに至った生活状況や理由について、 一

緒に考えることも必要なのではないだろうかと思った。

社会を作るのは私たちである

　犯罪がなくなることが一番だが、 過ちを犯したとしても、 罪を

きちんと償えば社会復帰ができる社会を作る必要がある。 そ

の社会を作るのは、 偉い人ではなく私たちだと思った。

光りんさん
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同じ社会で生きる

　どんな人間であれ、 いつかは同じ社会で生きていかなけれ

ばならなくて、「赦す」 のではなくても、「受け入れようとする心」

を持つ必要があるのではないかと思った。 犯罪をしないと生き

ていけない社会を、 無意識的に構築してしまっている私たち

にも非はあるのではないか。

その人自身のことを見る

　日本では、 元受刑者の人たちに対する目は冷たいし、 更生

を求める言葉を口にするのに、 その人自身のことは見ていな

いのではないかと思っていた。 人それぞれ、 刑務所に入って

しまう背景はあって、 自己責任という言葉だけでその人に押し

付けてしまうことは良くないと思った。

　K ちゃんはマザーハウスのアイドルです。 強面の当事

者 I さんも、 K ちゃんの前だと 「K た～ん」 と豹変するの

で、 当事者の皆さんの意外な一面が見られます。

　　　　　　 ➡

　私がつわりで寝込んでいる時は、 忙しいパパに代わっ

て、 当時者の S さんがほぼ毎日、 子ども達を公園に連

れて行ってくれました。 なので、 公園でいつも会うお友

達は、 S さんを A 君たちのパパだと勘違いしています。

そして A 君も、しばらく S さんに会わないと、「S おにいちゃ

んはおうちにかえってこないの？」 と言い、 S さんは事務

所に住んでいると勘違いしています。

　当事者の皆さんは子ども達を大切にしてくれるので、 子

ども達も皆が大好きです。 子どもを通して、 当事者の皆

さんの優しい心を知ることができました。

Lovely　DAYs

理事長の奥さんＡさんによる

待 て、 而 し て 希 望 せ よ ！

さ さ き み つ お コ ー ナ ー

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

巌窟王

　愛する恋人と晴れの結婚式の最中。 突然、 式場に乗り込

んできた警官隊が新郎を逮捕し、 連行して行った。 彼は裁

判にかけられ、 無実なのに無期禁固刑を言い渡され、 絶海

の孤島の地下牢に閉じ込められた。 「神はなぜこんな不条理

を許すのか！」。

　納得できない極度の苦悩の中で、 彼は、 自分を陥れた連

中に対する憎しみと復讐心に燃え、 何度も脱獄を試みるが、

ことごとく失敗。 しかし決してあきらめなかった。

　たまたま獄中で知り合った老神父から個人指導を受け、 彼

は高度な知識と上流社会の教養を身につけた。 老神父は、

亡くなる直前、 スペイン王家から譲り受けたという 「モンテ ・

クリスト島に隠されている巨万の財宝」 のありかを彼に教える。

　遺体収容袋から老神父の遺体を取出し、 代わりに自分が

入るという機転により、 袋ごと嵐の海に投げ捨てられた彼は、

死に物狂いで袋を破って海中から脱出。 こうして、 実に投獄

後１４年目にして、 奇跡的な脱獄を果たした。

　この物語の主人公、 エドモン ・ ダンテスは、 脱獄後まもなく

モンテ・クリスト島に渡り、 巨万の財宝を手にする。 以後、 「モ

ンテ・クリスト伯爵」と名乗り、貧困にあえぐ人たちを助けながら、

自分を犠牲にして、 贅沢に暮らしてきた連中に対し、 次々と

正義の復讐を果たしていく。 　

　「巌窟王」 （アンドレ ・ デュマ作） の痛快なストーリーである。

おそらく、 旧約聖書のヨセフの物語がモデルになっていると思

われる。

　ヨセフは無実の罪で牢獄につながれたが、 突然にエジプトの

宰相に引き上げられ、 大飢饉にあえぐエジプトとイスラエルを

救った。 　
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打ち破る力

　この小説がフランスの新聞に連載されると、 パリ市民は熱狂

し、 一回でも連載を休めば、 フランス中が大騒ぎになったとい

う。 それはなぜだろうか？

　「問題の獄舎から、 何とかして解放されて自由になりたい」。

「自分の願っていることを、 思う存分に成し遂げてみたい」。

主人公のエドモン ・ ダンテス （後のモンテ ・ クリスト伯爵） が、

見事にそれをやってのけるストーリーに、 閉塞感に悩んでいた

当時のフランス国民が共感したのである。

　私たち日本人も、 慢性的閉塞感に悩んでいる。

　地震 ・ 災害 ・ 戦争の危機の増大、 不況の長期化、 教育 ・

家族の崩壊、 高齢少子化や引きこもりの拡大、 価値観の無

制限の多様化等々、 閉塞感はますます募るばかりだ。 新聞

やマスコミの記事 ・ 論調も暗いものばかりで、 社会全体が鬱

状態だといえる。

　この閉塞感を打ち破ることはできないのだろうか。 閉じ込め

られたまま、一生を終えるのだろうか。そんなことは決してない。

　その解決は聖書にある。 何の見通しもないまま、 どんな難し

い問題の監獄につながれていようとも、 神の救いを待ち望め

ば、 神の時に神の方法によって、 必ずそこから脱出できると

書かれている。

　かえって、 難問題の中で苦しみもがく過程で、 自分を頼み

とする自我が砕かれ、 全能の愛の神に信頼する、 真に強い

人へ成長していく。 最後には、 自分を閉じ込めている問題の

壁を打ち破り、 まったく新しい人として、 自由の世界に飛び立

つことができる。

　ちょうど、 長い間、 さなぎの中に閉じ込められていた幼虫が

成長し、 その力でさなぎの殻を打ち破り、 美しい蝶に変身して

外に出て、 野原を自由に飛び交うのと同じである。 　

　「待て！而して希望せよ！」。 モンテ ・ クリスト伯爵の最後の

言葉である。

　「神の時を待ち続けなさい！それは必ず来る」。 「神に希望

を持ち続けなさい！それは必ず実現する」。

　ちなみに、 「モンテ ・ クリスト島」 は地中海に実在する島で

ある。 「モンテ」は山を意味し、「クリスト」はキリストを意味する。

　主の山に備えあり！ （創世記 22 ： 14）

　最近、 A 君が 「だめだよ～！も～！まったく～！こまるよ

～！」 と私の真似をします。 ご飯を食べている時、 肘をつ

いていたので注意をすると、 「パパのまねをしてるの」 と言

います。 「なんだよそれー！」 と聞き慣れない言葉を言う

ので、 「誰の真似？」 と聞くと 「バタコさん」 とのこと （全く

似てない）。 壁に激突しては跳ね返ることを繰り返していた

ので、 「何してるの？」 と聞くと、 「あかないドアのまね」 と

のこと。 A 君は日々面白い言動をします。

　K ちゃんは、 毎日やっているニュース番組の男性キャス

ターを指さして、 「パパーパパ―」 と毎回言うので、 そんな

に似てるかな？と思っていたら、 今度は 100 ㎏以上ある

女芸人を指さして 「ママーママー」 と言っていたので、 どう

いう意味！？と思いました。 （笑）

育児日記

理事長の奥さんＡさんによる

なにとってるの？

Ｆ
・
Ｋ
さ
ん
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自 分 の 問 題 に 置 き 換 え て

考 え た こ と は あ り ま す か ？

心の相談室

カウンセラーの岩崎さんによる

　今月は、 AA の川崎地区セミナーに行ってきました。

　今回は依存症についての話から初めます。

　AA とは、 Alcoholics Anonymous の頭文字で、 「無名のア

ルコール依存症者たち」 という意味です。 ちなみに、 医者が

言う 「アルコール依存症」 とは、 お酒の飲み方 （飲む量、

飲むタイミング、 飲む状況） を自分でコントロールできなくなっ

た状態のことをいいます。 飲むのは良くないことだと分かって

いても、 脳に異常が起きて、 飲むことをやめられなくなります。

その意味では、 アルコールは、 麻薬や覚せい剤と同様、 依

存性がある薬物の一種だともいえます。

　AA メンバーは、 アルコール依存症の集まりと名乗っていま

すが、必ずしも医者からの診断を必要としていません。メンバー

になるための唯一の条件は、 「お酒をやめたいと願うこと」 だ

けです。

　セミナーが始まり、 AA メンバーそれぞれが壇上に上がり、

自分の体験した話をします。 お酒にまつわる話は奥が深く、

聞いていて励みになります。 「お酒をやめてよかったと思える」

「酔うことを必要とせずに幸せな生活を送る」 など、 一人ひと

りの回復があります。 いろんな道筋があり、時間がかかります。

そのきっかけになることも人それぞれです。

　また、依存症は 「否認の病」 である、という言葉があります。

「俺はお酒を毎日飲むけど、 コントロールできている」 「肝臓の

数値が悪いけど、 逮捕されるわけではないから飲み続ける」

など、 自分への言い訳を口にし、 まだ大丈夫だと自分に無理

をさせます。

　さて、 お酒って必要でしょうか？私は、 必要と思える人はア

ルコール依存症だと思っています。

　私自身は、 3 年前までお酒を飲んでいました。 誰にも迷惑

をかけないし、美味しいから飲む。そんな思いでいました。でも、

飲まなくてもいいかなと止めました。 お酒がなくても充分楽しい

日々です。

　AA の話はお酒に限りません。 お酒に溺れるようになった背

景には、 様々な生きづらさがあり、 孤独があり、 寂しさがあり

ます。 AA には、 お酒以外の依存症の人達や、 支援者やそ

うでない人など、 多種多様な人が来ています。 お酒以外に

問題がある人の中には、 薬物依存症、 セックス依存症、 クレ

プトマニア （盗癖）、ペドフィリア （幼児性愛者）、摂食障害者、

刑務所出所者、 ギャンブル依存症者などを自称する人達が

匿名で集まっていました。

　皆、 同じ仲間ですよ。 これを読んだ人の中には、 「理解で

きない」 「自分はそんな心の病気にはならない」 と、 思う人

もいるでしょう。 私は覚せい剤の魅力を体感したことがないし、

幼児に性愛は持たないと。 しかし、 ただそういう物質や行為

が近くに見当たらなかっただけだと思うのです。

　危機的状態に陥った時、 自分がどんな行動に出るのかを

理解することは、 今後を生きる上でとても役に立つことと思い

ます。 自分を理解して優しくしてあげること。 それができたら、

刑法を犯さなくても生きていけると思います。 罪を認め、 償う

とは、 究極のところは自分自身のうちで起きることです。

　私も、 常に罪を重ねて生きています。 人の世話になり、 社

会に生かされています。

　今回、 『酒にとらわれた日々―矯正施設入所経験者が語る

―』 という冊子を手に入れました。 ぜひとも受刑者の方々に

目を通してもらいたいので、 発行所を掲載します。

　『酒にとらわれた日々』 強制施設入所経験者が語る vol.1

　一部４００円 + 郵送料

　NPO 法人 AA 日本ゼネラルサービス （JSO)

　〒 171-0014 東京都豊島区池袋 4-17-10 土屋ビル３F

　酒害教育のプログラムとして、 AA のメンバーが刑務所の中

に自分の体験談を届けに行っています。 受刑者の中で、 お

酒が飲める人は、 ぜひ参加してみてくださいね。

Ｆ
・
Ｋ
さ
ん
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絵 に 思 い を 込 め て

塀の中のたより 神 様 の 計 ら い

光りん （ぴかりん） さん

　わたしが絵を描くのは、 わたしの絵を手にした人が、 おもわ

ず笑顔に、 明るく、 元気になれるよう。 やさしい気持ちになれ

るよう。 前向きな気持ちになれるよう。 と考えてのことです。

　マザーハウスは、 青少年の支援に力を入れているようです

ね。 今回は、 いろんな状況におかれている少年、 少女、 青

年を意識して絵を描きました。 名前も知らない、 顔も知らな

い少年、少女、青年を想って、一枚一枚、丁寧に描きました。

皆さんが手に取ってくれると嬉しいです。 もし、 欲しいという人

がいたら、 差し上げてください。

　また、 理事長は児童養護施設の子ども達とも、 ふれあいを

大切にされているとのこと。 現在、 幼児、 児童向けも含めて、

楽しい絵を制作中です （くまモンやゴジラや童話など…）。 年

内にお送りします。 理事長が次回、 養護施設を訪問される

際のおみやげにしてもらえないでしょうか。 子ども達を笑顔に

するお手伝いをさせてください。

　実のところ、 わたしは、 生きてここを出られるとは思っていま

せん。 わたしの代わりに、 外の世界を、 日本中を、 わたしの

絵が巡ってくれたら嬉しいです。 あと何年生きられるか分かり

ませんが、 頭が働く内に、 身体が動く内に、 一枚でも多く絵

を描こうと思います。 これからも、 沢山の子ども達が笑顔にな

れるような絵を描き続けたいと思います。

　また、 いろんな状況の下にいる少年、 少女、 青年達が、

おもわずホッと癒されるような、 元気が湧いてくるような絵を描

きたいと思います。

O ・ R さん

　たよりと一緒に送ってくださった 『幸いな人』 について、 是

非とも皆さんにお伝えしておきたいことがあります。

　私は個人教誨を受けているのですが、 教誨師の牧師先生

にお金を渡して、 『幸いな人』 を 1 年間近く定期で差し入れ

てもらっていました。 しかし、 金銭的な問題から、 定期購読

を諦めていたのでした。 するとどうでしょうか、 マザーハウスよ

り 『幸いな人』 が送られてきたではありませんか。 驚きと喜び

と感謝とで満たされ、 改めて神様の計らいを確信しました。

　5 月号の理事長挨拶で考えさせられたことがあります。 それ

は、 回復プログラムに関してのことです。

　私は、 回復プログラムをいただいてから、 それに一度目を

通したきり、 利用することなく過ごしていました。 それには私な

りの理由があって、 信仰を得る前、 まだ私が臨済宗の宗教

教誨 （11 年ほど入会していました） に入って仏教を学んでい

た頃のことです。 内観ということを実践して、 自分を見つめた

経験があったから、 それにどこか満足していたところがありまし

た。 それ以外にも、 哲学や心理学の本を読んでは、 自分に

ついて考える機会もありましたし…。

　しかし、 今回、 回復プログラムを利用してみようと考え方が

変化しました。 それは、 事務局に 「自分との向き合い方が足

りないのではないか」 と言われたことが、 心に引っ掛かってい

たこともあると思います。 「自分と向き合う」 ってどういうことだ

ろう、見つめれば見つめるほど分からなくなるし、聖アウグスティ

ヌスだって「私は自分の全てを理解することはできない」と言っ

ているではないか、誰か納得のいく話をしてほしい、なんて思っ

ていたのです。 そんな中で、 五十嵐さんの言葉が目に留まり、

繰り返し回復プログラムに取り組むことに意味があると思うよう

になりました。 ですので、 しばらくプログラムに取り組んでみよう

と思います。 （略）

　今月は被害者の 22 回忌にあたり、 獄中生活も 21 年目に

入りました。 命を償うことはできませんが、 自分なりに主にす

がりつつ、 償いの道を歩んでゆきたいと思います。
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一 筋 の 光

刑 務 所 で 一 生 を 過 ご す べ き か

放蕩息子の仁さん

　私は、 尊い人命を奪ってしまい、 無期懲役刑となり、 受刑

生活を送っている者です。

　事件当初から刑務所入所後の数年までは、 自分の事しか

考えておらず、 自己中心的な考えしか持っていませんでした。

しかし、 色々な人の話を聞いたり、 沢山の本を読んだりしてい

るうちに、 自分の愚かさと間違い、 思い違いに気付き、 亡く

なられた被害者やご遺族、 私の為に苦悩を与えられてしまっ

た家族の事を考える様になりました。

　どの様な理由があったにせよ、尊い人命を奪ってしまう事は、

許される事ではなく、 亡くなった方の無念とご遺族の気持ち

を考えると、 胸が張り裂けそうになります。 もし、 自分が遺族

であったならばと、 立場を逆にして考えると、 加害者の事は、

無期刑になったとしても絶対に赦す事はできず、 何とかして仇

を取ってやろうと思うはずです。

　また、 自分たちが罪を犯していないにも関わらず、 身内の

者が罪を犯した為に、 社会から責められ続け、 周囲からも好

奇の目に晒され、 苦悩と困難な生活を余儀無くされた家族の

ことを思うと、 やはり、 憎み、 恨み、 絶対に赦す事はできな

いと思います。

　昨年、 長年文通していたシスターが亡くなり、 私が洗礼を

受けられないことに心を配ってくださっていたおかげか、 今年

に入り、 洗礼の道が見つかりました。 天国に毎日の祈りを欠

かしません。

　10 年前、 自分の未来に光なんて全く見えませんでしたが、

キリスト教と触れ、 人と触れ、 自分なりの未来を開くために生

きようと思った時、 なんとなく光が見えてきました。 あとは、 一

歩一歩進むため、 自分が何をするかということです。 ( 略 )

　創世記で、 神が 「光あれ」 と言われたところから、 天地創

造があります。 私の光は、 ボランティアの皆さんの心から発せ

られたものです。 うかうかすると見失いますが、 今は大丈夫

です。

RS750 さん

　現在、 59 歳で職業訓練を受けています。 最新のパソコン

とビジネススキルアップの勉強中です。 刑事施設暮らしも 30

年をとっくに超え、 携帯すら知らない…浦島太郎的アナログ

人間ですが、 必死にやっています。

　これで、 高卒認定試験用の英語 ・ 数学の授業を受け、 天

敵のような科目と悪戦苦闘中の上、 通信教育で短歌・俳句、

施設のクラブ 2 つと、 60 才の還暦を前に、 脳みそが煙を出

したり、 汗を出したりと大変な状況ですが、 慣れた頃、 人生

で一番頭を使い、 怠けずにやってきた経験ができます。

　これまで、 私の生き方に問題があり、 職業訓練など全く受

けられませんでした ( 候補にはなりますが )。 今回、 私を推し

てくれた方と、 許可してくださった方へ、 感謝の思いです。 ま

た、 職業訓練のため工場を移っており、 新人と同じ状態のた

め、 お世話になる人もおり、 特に 3 ヶ月という短期間、 私が

無事に済むようにしてくださる職員の方など、 ありがたいと思っ

ています。

　この様な心になれたのは、 ボランティアの皆さんのおかげで

す。 10 年前まで、 生きて出ることすらあきらめ、 刑務所改善

に残りの人生を使うつもりでいました。 今は、 私 1 人で出来る

ことなど、 すぐ元に戻ることばかりと感じ、 この中にいては本当

の改善は無理と分かりました。 また、 まず自分の生き方をな

んとかするのが先だと考えるようにもなりました。 これもボラン

ティアの方との交流のおかげです。

　このことから、 心が素直になり始め、 私のためにアドバイス

してくださる職員の言葉も心に入るようになりました。 売られた

喧嘩は買う、 なんてバカなこともなくなり、 自分でも、 「これが

俺か？」 と思うところがあります。 まだまだ不徳のところも多く、

一つひとつ対応していきます。

一兵さん
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感 謝 の 気 持 ち

　それに、 刑務所にて受刑生活を送っている事は、 自分の

行為に対しての罰であり、 当然の報いですから、 決して償い

ではないと思っています。

　この様な事を考えているうちに、 私の様な人は、 社会復帰

する事は絶対に許してはいけないし、 獄死するのが当たり前

だとの考えに至り、 私は、 刑務所から出ず、 刑務所の中で、

反省と悔い改めを繰り返しながら、残りの日々を祈りと共に送っ

ていこうと決意したものの、 果たして、 それが正しいのか否か

分かりません。

　償いの事を考えると、 どの様な事をどの様にすれば良いの

かも全く分からず、 10 年以上考え、 個人教誨を受け、 教え

を受け、相談したりもしているのですが、これといった事も出ず、

考え続けております。 その様な事も踏まえ、 一生を刑務所で

送り、 償う事もせずに生きていくのは、 間違った考えなのか、

とも思っております。

　そこで、 マザーハウスたよりを読んでいる皆さんの考え等を

聞いて、 参考にしたいと思いますので、 ご意見を頂ければと

思っております。 宜しくお願い致します。

島人の星さん

　私は、 無期囚として生活をしています。 今から 2 年前に、

同じ工場の同囚から、 マザーハウスの事を知りました。 11 月

頃にマザーハウスに入会して、 マザーハウスたよりを読んでい

く内に、 少しずつ、 どんな活動をされているのか分かってきま

した。

　理事長が元受刑者だったことに驚き、 感心しました。

　そして、翌年、文通者との手紙のやり取りが始まりました。（略）

　遠く離れた場所でも、陰で応援してくれて、支えになっており、

私は大変励みになっています。

　文通者との手紙のやり取りは、 1 年は経過しています。 時

には説教もしてくれるし、 癒しの言葉も言ってくれて、 元気の

源です。 私の良き理解者です。 マザーハウスとの触れ合い、

文通者との触れ合いが、 私を少しずつ変えていくように感じて

おります。 文通者とこれからも向き合っていきながら、 大切に

していきます。

　文通者に感謝の気持ちです。 獄中会員の皆さま、 私が言

うのも変ですが、 文通者を大切にしてください。

宿仮さん

人だもの

そこに間違うこともある

気付いたら

その時素直にあやまればよい

そこで学んで正せばよいさ

だって

人だもの。

　皆さんに質問ですが、 ここはゼブラのボールペンを使ってい

ますが、インクがすぐ出なくなります。 手紙書いててイライラマッ

クス。 特に夏場にです。 皆さんのところはどうでしょうか。 もし

良かったら教えてください。 下らない質問ですみません。

人 だ も の

おたふくさん 「ぱるる」
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教 え る 事 の 難 し さ

手 紙 を 書 く こ と で

　自分も懲罰を 9 回も経験しているので、 受罰した人の気持

ちは分かる気がする。 時には熱く、 自分の気持ち、 「更生し

よう！！」 という気持ちをストレートにぶつけた。 だけど、 「も

ういいよ。 トべば （調査等になって上がること） いいんでしょ」

と言われた時、「この人にこれ以上、何を言ってもダメだ」と思っ

たのと同時に、 ものすごく悔しかった…。 自分の思いが伝わら

なかった事、 「教え方がダメだったのかな？」 とも思い、 夜、

寝る時に泣いた。 本当に難しい…。

　工場での他の人は、 「（山上の本屋ちゃん） が厳しすぎる」

とか、 「部屋から追い出した」 とか、 知りもしないのに好き勝

手に言っている…。 自分の全てが否定された様な気がして、

すごく落ち込んだ。

　自分を信じて任せてくれた担当や、 周りの同囚、 部屋の人

たちに申し訳なく、 何度も謝罪した。 みんなは 「（山上の本

屋ちゃん） は間違ってないよ。 自信を持って！！」 と言って

くれた。 だけど、 自分としては、 責任があるし、 その時は色々

な思いが渦巻いていたので、 「教育係はやめましょうか？」 と

か、 「単独に行かせてください」 と担当に言った事もあった。

　でも、 そんな自分に、 「必要だから」 と言ってくれる人たち

がいる。 担当は、 「ぶれるな。 お前なら大丈夫だ」 と言って

くれた。 とても弱い自分… 「子供な」 自分だけど、 みんなの

おかげで頑張れる…。 「ありがとう」。 この場を借りて、 感謝。

山上の本屋ちゃんさん

　7 月の初めから、立役（＊班長など、役職を持つこと）になり、

A 食 （＊ A ・ B ・ C 食の順に食事の量が多い） へ。 帽子に

赤色と黄色の線が巻かれる。 指導もしなければいけないし、

スムーズに作業ができる様、工夫もしなければいけない。ただ、

自分は調子に乗りやすく、 また、 子供なので、 感情をすぐ表

に出してしまう。 それゆえ、 失敗もトラブルも多い…。

　「自分のペースで、 間違いがない様に」 と言われているにも

かかわらず、 焦ってしまい、 製品が入っていなかったり、 数え

間違いが多々あったりして、 班長 ・ 先輩に注意される。 でも、

担当をはじめ、 周りの同囚や同じ班の人たちが助けてくれて

いて、 感謝。 自分を 「立役に」 と推してくれた人がいる。 い

つもグチを聞いてくれる人がいる。 みんな 「犯罪者」 なのに、

良い人たちが、 今の工場には揃っている。 日々、 神様に感

謝だ。

　ただ、 ここは 「刑務所」 …。 「罪を償う」 という根本的な

ことを忘れてはいけない。 辛いし、 苦しい事もある。 悲しくて

泣いた日は、 数知れず…。 でも、 自分だけが不幸じゃない。

逃げたい…でも、 「逃げない！！」 と決めた。 調査、 懲罰に

ならず、無事故が続いているのは、みんなのおかげ。 一人だっ

たら、 ここまで来れず。

　部屋は、 共同室。 狭い空間に複数の人間が、 24 時間毎

日生活する。 スゴイ事だ。 出入りが激しかった。 無事に卒業

（仮釈） していった人、 単独室へ移動になった人、 残念なが

ら調査になった人もいた。

　共同室では、 「教育係」 を任された。 部屋での基本的な事

（掃除や生活全般） を教えるのだが、自分の何がイヤなのか、

「（山上の本屋ちゃん） は細かいんですよ。 それ以上かかわ

らないでくださいよ」 みたいな事を、 ミーティングで言われた。

正直、 ムカついた。 年上なので、 言葉遣いも教え方も気を

付けてやっていた。 その方たちは、 過去に懲罰を経験してい

るので、 繰り返してほしくないため、 「規則を守る生活をしよう。

この部屋は、 不正行為は一切しない部屋。 みんなが暮らし

やすい部屋を目指しているから、 一緒に頑張ろう！」 と、 事

あるごとに言ってきた。

おたふくさん

　私は殆ど手紙を書かないのですが、 そのことを工場のベテ

ランに話すと、 それは絶対に駄目だと厳しく諭されました。 手

紙を書くことで、 人への思いやりが養われ、 感受性が磨かれ

るのだ、 と教えられました。

一兵さん
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詩音さん

　Sweet 苺さんの厳しい状況を読みましたが、 心の中の苦し

みは本人しか分からぬものです。

　私も長期刑の身で、 一人の気の合わぬ同囚から目の敵に

され、 1 年少々、 嫌がらせを受けました。 社会なら、 嫌な相

手とは一緒に居なければ済む事ですが、 獄では四六時中、

顔を合わせなければならず、 ノイローゼになります。

　私の場合、 自分の欠点も分かっていながら、 なかなか直せ

ず、 苦しみに遭うのは、 社会で自分がした事の報いであると、

半分諦めもありました。 弱り目に祟り目と言いますが、 最大の

理解者である母が病で入院し、 家族はバラバラ、 連絡は取

れず、 借金で自宅は無くなり、 自身の病も自分で理解してい

るだけで 5 つも発病し、 身体を動かすどころか、 座っているの

も寝るのも苦しい状態に、 獄死も考えました。

　そんな折、 聖書を勧めてくれる人がいました。 苦しい状況に

あっても、 素直に聖書を手にできなかった私ですが、 聖霊の

導きなのでしょうか、 ある日突然、 聖書を手にする事になり、

ルカの福音書を読み、 涙が溢れ、 イエスを主として受け入れ

ました。 キリストは全く信じていなかった私ですが、この日から、

身体が自分でも信じられぬくらい軽くなり、 心身の病 （自律神

経失調症、 パニック障害等） が治り、 肝臓も治りました。

　この事に勇気付けられ、 聖書の教えを実践し、 苦手な相手

とも誠意を持って接し続けると、 周りの人たちにも少しずつ認

められ、 最後には敵対していた本人とも和解しました。

　しかし、 反目の相手はまだまだ沢山いまして、 その一人ず

つとも誠意を持って接し続けるも、 今度は仲が良かったはず

の人が敵となり、 2 年ほど相手にしてもらえませんでした。 力

のある人を敵に回すと、 工場中が敵になります。 獄に入り 8

年が経ちますが、 ようやく、 反目となった人とも仲直りができ

ました。

　「自分を打つ者に頬を与え、 十分そしりを受けよ。 主はいつ

までも見放してはおられない。 たとい悩みを受けても、 主はそ

の豊かな恵みによって、 あわれんでくださる。 主は人の子らを

ただ苦しめ悩まそうとは、 思っておられない」 （哀歌 3 ： 30-

33） と、 みことばにある通りだと実感しました。

信 仰 の 恵 み

　以前は信じていなかったキリストも、 一度信じる事ができれ

ば、一途に信じられます。 お陰で、長い獄に苦しい日々は多々

あれど、 主に守られているという心の平安、 喜びがあります。

苦しくとも、 工場から逃げ出さず、 我慢し続けて良かった、 と

思う今日この頃です。

　厳しい状況から抜け出すのに、 何年もかかるかもしれませ

ん。 しかし、 イエスに救われた身です。 主の苦しみを思えば、

自分の苦しみは耐えられるものです。

　sweet 苺さんや、 今、 獄にあって苦しみ悩んでいる全ての

兄弟姉妹が、 主に癒される事を祈っています。 皆様が祈りを

もって、 今を乗り越えられますように、 祈りつつ。

Y ・ T さん

　明確な目標や希望を持つことによって、 何をするべきか、

どうあるべきかといった事に意識が向くようになり、 心の中で悪

い事を考えることすら、 忌むようになりました。 他人には分か

らなくても、 他でもない自分は分かる訳で、 何よりも、 神様は

全てを見ておられるのですから。

　当初は、 回復プログラムを前にしても、 何を書いたらいいの

か、 難しく考えすぎてしまい、 なかなか次に進めませんでした

が、 心に浮かんだことを飾ることなくありのまま書けばいいと分

かってから、 自分でも驚くほどの言葉が泉のように溢れてきま

した。 （略）

　特に、 一通り （12 日） 終えたものを、 時間を空けて読ん

でみることで、 自分自身を知ることが可能となり、 また、 少し

ずつ考え方が変化していることにも気付くことができます。 自

分がどんな人間なのか、 どのような思考なのかを知る上で、

大変役に立っています。

自 分 を 知 る

一兵さん
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俳 句

S ・ Y さん

・ 束の間の　幸せ文書く　秋灯下

・ 小春日を　受けて田等の　談笑す

・ 許される　範囲の自由　天高く

O ・ M さん

　自分の人格であれ、 人間関係であれ、 何かが改善されて

人生が豊かになることを期待し、 危険を覚悟で行動して踏み

切ることです。

　リスクは人生の基本要素であります。 どんな小さなことでも、

期待して前向きに取り組み、 行動に移ろうとすると、 必ずリス

クが生じる。 リスクを恐れていたら、 何もできません。

　聖書には、このような言葉があります。 「神は、御心のままに、

あなたがたのうちに働いて志を立てさせ、 事を行わせてくださ

るのです。 すべてのことを、つぶやかず、疑わずに行いなさい」

（ピリピ 2 ： 13-14）。

　神は、 私たちの意志に強く働きかけてくださいます。 それを

私たちは、 チャレンジとして受け止めます。 それから祈り始め

ます。 神は祈りの中で、 私たちに確信や大胆さをお与えにな

ります。 決して疑わず、 つぶやかないで行いなさい、 というこ

とです。 リスクを恐れない、 ということ。 大きなリスクを負うよう

なことがあっても、 神はそれらを事の完成のために、 プラスに

変えてくださると思います。 神を信じ、 ひたすら祈り、 ゆだね

ながら、 確信をもって挑戦するとき、 神が最善な方法で導い

てくださる、 という信仰の力は大きいものです。

　私は、 今の人生を大切に過ごして、 益としていきたいと切に

願っています。 そして、 こうして頑張っていけるのも、 マザー

ハウスの方々の温かい言葉に励まされて、 本当に感謝してい

ます。

　また、 就寝前には、 神様にかかさずお祈りして寝るように心

掛けています。 そうすると心が安らぎ、 落ち着いてきます。

　これからも引き続きよろしくお願いします。 感謝を込めてお

祈りしております。

リ ス ク を 恐 れ な い

～ チ ャ レ ン ジ に つ い て ～

人 が 変 わ る と は

塀の外のたより

M ・ K さん

　二度目の刑期が過ぎ、 一年が経った。 そして私は今、 「加

害者専門カウンセラー」 として活動を始めようとしている。

　どうして「加害者」なのか…。 それは、「ほとんどの受刑者が、

加害者になる前、 何らかの被害者だったから」 である。 家庭

内暴力、 DV、 虐待、 育児放棄、 いじめ、 身近な大切な人

との別れ、 など…。 その時に感じた （または感じることすらで

きなかった） であろう、 怒りや憎しみ、 恨み、 悲しみ、 孤独、

不安などのネガティブな感情を、 適切なかたちで表現したり、

表現しても受け入れられなかったりしたために、 それらは感情

のマグマとして抑圧され、 様々な要因が重なった時に、 感情

表現の一つとして爆発してしまうのである。

一兵さん



15

No.35

　つまり、 加害者の部分だけを見て、 そこを変えようとしても、

根本的には何も変わることができない。 心の奥には、 非常に

強い感情のマグマが溜まっていて、 それが悪さをしてしまうか

らである。

　まずは、 被害者であった自分に気づいてあげて、 その時感

じた様々な気持ち （感情） を言葉として表現し、 他者から受

け入れられ、 共感されてゆく中で、 やがては自分で自分を受

け入れられるようになってゆく。 一時的に、 非常に強い怒りの

感情や、 苦しみと向き合わなければならないこともあるが、 自

分が変わるために、 本気で取り組んでほしい。 そこを乗り越え

た時、 ちょっとした自分の成長に気づくかもしれない。

　「人が変わるとは、 自分を受け入れられるようになること」

なのではないか…と私は思っている。

　出所後の仕事の事を心配されている方も多いかと思いま

す。 これは東京都の場合ですが、 刑務所から出てきた事を

伝えて採用してくれ、 尚且つ寮もある会社もありますが、 建

設業しかないと思っておいた方が良いと思います。 ハローワー

クに出所者の就労支援の窓口があるので、 紹介してもらえる

と思います。

　私の場合は、 年齢が 52 才で、 持病で身体障害者手帳の

3 級を発行してもらっている事もあり、 建設業などの肉体労働

は無理だったので、 他で探す事になりました。 刑務所に入っ

ていた事は隠して就職活動をして、 ガソリンスタンドの夜勤の

仕事に就く事ができました。

　現在は、 通常の求人は 4 年くらい前よりは多いと思います。

ただ、 携帯電話くらいは持っていないと、 今就職するのは難

しいです。 自分は、 以前の未納があったので、 絶対に自分

名義の携帯は持てないと思っていましたが、 更生保護施設の

先輩から、 北千住の携帯ショップを教えてもらい、 多少お店

に足元見られながらも持つ事ができたので、 とても助かりまし

た。

　今年の 1 月になって満期になったので、 ゼロ物件 ( 初期費

用、前家賃合わせて 10 万円 ) でアパートも借りる事ができて、

何とか自立する事ができました。 5 月になって、 近くの運送

会社に正社員での採用もしてもらいました。

　そこで問題になってきたのが、 やはり元受刑者である事を隠

している事と、 自分が薬物依存症である事でした。 私は、 更

生保護施設にいた頃から、 NA( 薬物依存症の為の自助グ

ループ ) につながって、 できる限り参加していたのですが、 仕

事で参加できなくなってしまいました。 それと、 いつか自分が

刑務所にいた事がばれてしまうのではないか、 という心配が

心労になってしまい、 うつ病になってしまいました。

　結局、 6 月になってから、 仕事に行く事もできなくなり、 引

きこもりになって、 8 月からは生活保護で生活しています。 東

京 23 区内の生活保護の住宅扶助は 53,700 円で、 今の住

んでいる所は 60,000 円なので、 来年あたりには引っ越さな

ければいけませんが、 NA にも参加できるようになり、 今は落

ち着いて生活ができるようになりました。

　この社会に戻って感じる事は、 この日本には、 我々元受刑

者の人々を受け入れてくれるところはあるのだな、 という事で

した。

　私は、 機会あるごとに五十嵐理事長に相談にのっていただ

いたり、 アドバイスもしていただいたりしています。 また、 マザー

ハウス以外にも、 支援してくれる NPO はあるし、 アドバイスし

てくれる窓口も多く存在しています。

受 け 入 れ て く れ る と こ ろ は あ る

A ・ S さん

　私は、 昨年の 9 月末に仮出所したので、 まもなく 1 年にな

ります。 A 区の更生保護施設に受け入れてもらい、 満期まで

の 4 ヶ月間をそこで過ごしました。 今回が 3 度目の刑務所で、

その 3 回とも、 覚せい剤の自己使用によるものです。

　出所後に、 住む場所も頼る人もいない受刑者が多い中、

更生保護施設に入れたのは、 本当にありがたかったと思いま

す。

Ｆ
・
Ｋ
さ
ん
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　ただ、 問題なのは、 刑務所はごく一部の人以外には、 そこ

へつなぐ事もしないし、 情報も受刑者に開示してくれません。

多分、 法律の問題があるのだと思いますが、 お金もほとんど

持たずに満期で出所した 60 代以上の受刑者が、 福祉事務

所へ 1 人で行って福祉を受けに行くのは、 なかなか困難な

事のように思えます。

　しかし、 マザーハウスや他の NPO に受け入れてもらった人

たちの中に、 再び罪を犯して逆戻りする人がいるのも現実で

す。 ただ、 それは本人の問題だと思います。 本気で 「社会

復帰したい」 と考えている人たちの受け皿になってくれる NPO

や、 会社や福祉があるのは現実なので、 法務省も少し変わっ

てほしいですね。 （略）

　薬物事犯の人も、受け皿はダルクだけではないです。 実際、

私も NA によって止まっています。

　今、 受刑者の中で、 出所後の不安を抱えている方はたくさ

んいらっしゃると思います。 私も本当にそうでした。 社会に戻

る時の不安を少しでも解消できるような事を書きたかったので

すが、 私は文才がないのでうまく伝えられなかったと思います

が、 おゆるしください。 ただ一つ言えるのは、 出所後、 悪い

人を頼らない事だと思います。

　マザーハウスでは、 下記のボランティアの方を随時募集

しております。

①受刑者の方との文通

②事務局 （事務局へのお手紙の返信等）

③編集局 （たより発送のお手伝い等）

　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。

ボ ラ ン テ ィ ア 募 集 中 で す ！

文 通 を 通 し て

愛 を 分 か ち 合 え れ ば

巷のたより

M ・ K さん

　先日、 教会で催された上映会に参加しました。 対談のはじ

めに、 五十嵐理事長がおっしゃった 「キリストに生きる」 とい

う言葉が、 ずっと心に残っています。

　私にとって 「キリストに生きる」 とは？と考えた時、 それは

誠心誠意、 人を愛することじゃないかと思いました。 文通を

通して、 キリストにいただいた愛を誰かと分かち合えれば良い

なと思います。

某受刑者の方

一兵さん 「クレマチス」
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喘 息 に つ い て

健康相談窓口

看護師の中谷さんによる

アライグマに噛まれたら

　皆さま、 体調はお変わりありませんか？

　先日、 本学の裏山に棲んでいたアライグマが、 大学の駐車

場までやってきました。 アライグマの見た目としてのお顔は大

変かわいいです。 しかし、 かなり凶暴で、 幼い子どもなどはや

られてしまい、 生命に危険が及ぶほどです。 年間で 5 名ほど

の死亡例もあります。

　それなのに、 危機管理の知識を持たない学生が珍しがり、

ちょっかいをかけて、 手の平と下腿を数箇所噛まれました。

その連絡を受けて直ちに保健室へ行かせましたが、 その瞬間

から、 大変な出来事のはじまりです。

　アライグマは外来種で、 人体に影響を与える病原体を多数

保有しています。 狂犬病もその１つです。 そのため、 噛まれ

たら傷口を洗い流し、 毒が身体に回らないように処置しなけ

ればなりません。

　大学の保健室は医療機関ではないため、 傷を切開して洗

い流すことまではできません。 養護の先生に、 傷口表面をイ

ソジン液 （手術の際に用いる茶色の消毒薬） で洗ってもらい

ました。 その後、 保健所にアライグマの駆除を依頼し、 アラ

イグマは保健所で安楽死させられました。 外来種は日本の生

態系を乱すため、 発見した場合は、 駆除の対象となります。

　アライグマの遺体とともに、 噛まれた学生を大きな医療機関

へ連れて行き、 アライグマの病原体と学生の検体 （身体から

の病原体） を照らし合わせることになりました。 そして、 噛ま

れた場所の付近を数ｃｍ深くまで切り取り、 洗い流し、 抗生剤

を用いて感染を防ぐ治療を行いました。

　かなり傷が深かったため、 麻酔薬を使いましたが、 痛みは

相当だったと思います。

　狂犬病は、 日本ではこの数十年間、 検出されていません。

しかし、 発症してしまうと死に至ります。 狂犬病以外の病気の

心配もあるため、 学生の検査結果が出るまで安心はできませ

ん。

　外来種といえば、 ヒアリ、 アリゲーターガーなどが最近に発

見されたのが思い出されます。 近年、 世界との距離を感じな

いほど、 行き来が身近にできる時代となりました。 そのため、

自身で自分の身を守るために何をすべきなのかを考えて行動

することが必要です。 そして、 何よりも、 外来種をむやみに

取り込まないことも大切だと思います。

喘息について

　呼吸は、 外呼吸 （空気と血液のガス交換） と内呼吸 （血

液と細胞のガス交換） の 2 種類に分けられます。

　外呼吸では、 口 ・ 鼻→咽頭→喉頭→気管→気管支→肺

胞の順に空気が取り込まれます。

１） 喘息の主な症状

・ のどが 「ゼーゼー、 ヒューヒュー」 いう喘鳴

・ 呼吸困難

・ 発作性の激しい咳、 痰

・ 急に動けなくなる

・ 胸の痛み

・ 動悸、 息切れ

・ 背中の張り

・ 空咳

上記１） の症状があれば、 受診をしてください。

一兵さん 「オリエンタルユリ」
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２） 喘息 （ぜんそく） の原因

　アレルゲンとなるもの

　 ・ ダニ

　 ・ ハウスダスト

　 ・ ペット

　 ・ 花粉

　 ・ 食物

　気管支喘息は、 明け方に起こりやすく、 大発作が起こって

しまうと命に関わります。 早めに、 治療をお勧めします。

　治療としては、 吸入ステロイド剤が主です。 吸入の種類が

様々ありますので、 その方法を必ず確認してください。 そして、

処方されたら， 必ず同じ時間に吸入をするようにしてください。

吸入後は、 喉にカンジダという細菌がついてしまうので、 しっ

かりとうがいもしてください。

　既往歴に喘息のない方は、 環境のストレス、 埃やハウスダ

スト、 繊維などが発症の原因と考えられます。 呼吸器系の病

気は、 息ができないため、 苦しさによって 「死んでしまうので

はないか」 という不安も伴います。

　実は、 私が看護学生だった時、 友人の弟が気管支喘息で

1 週間入院し、 退院した翌日の明け方に、 大発作を起こして

亡くなりました。 大発作が起きてしまうと、 適切な処置が必要

になります。 大発作を起こさないようにするためにも、 早めに

治療をしておくことが必要です。

　普段から、 ご自身の身体の声をきいて、 何が起きているの

か？を分析してください。 あなたの身体は、 自身にしか分かり

ません。 そして、そのつらさも、ご自身にしか分かりませんから。

　次回は、 もう少し肺のことや、 痰の性状についてもお伝えし

たいと思います。

　アレルゲン以外の誘因

　 ・ 運動

　 ・ たばこ

　 ・ 過労 ・ ストレス

　 ・ 風邪などの感染症

　 ・ 大気汚染

　 ・ 天候 ・ 気温の変化

　 ・ 香水などの匂い

獄中ボランティアの募集

　編集局にて、 受刑者のイラストを通して更生支援活動を広

めよう大作戦！名付けて、 「獄中 POST シリーズ」 の企画が

立ち上がりました。 受刑者の方が描いたイラストを、 ポストカー

ド ・ 封筒 ・ 便箋に印刷して、 販売する予定です。

　啓発活動の一環として行い、 販売価格は損失が出ない程

度に設定するため、 受刑者の方には収益は入りません。 そこ

で、無償でイラストを提供してくださる方 （ボランティア） を募っ

て、 というかたちになります。 なお、 事務局や編集局に送っ

てくださった作品を、 作者の方に無断で利用することは決して

いたしませんので、 ご安心ください。

　現段階で、「〇〇という作品ならば OK」 という方がいらっしゃ

いましたら、 編集局宛にお知らせください。

　紙質は何でも OK ですが、 後ろの文字等が透けないこと、

線入りの用紙に描かないことにご注意ください。 鉛筆画の場

合は、 濃い目にお願いいたします。 また、 第三者の著作権

に触れるもの （模倣等） は利用できないのでご了承ください。

　ボランティアというかたちでのご協力願いですので、 報酬の

交渉はお断りさせていただきます。 どうかご理解ください。

　獄中ボランティアの方のご協力なしには実行できない企画で

す。 皆さまどうぞよろしくお願いいたします。

きしゃぽんについて

　きしゃぽんの古本募金は、 マザーハウス事務局に着払いで

送っていただいても、受付できません。 必ず、「〒 358-0053　

埼玉県入間市仏子 916」 にお送りください。

お 知 ら せ

一兵さん
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9 月 16 日～ 10 月 15 日の寄付金

合計： 2,225,500 円

（内　愛のプリズム宣教基金：22,000 円

住宅支援基金：2,030,000 円）

ご 寄 付 あ り が と う ご ざ い ま す ！

　たよりを読んでくださり、 ありがとうございます。

　今月号では、 「今度こそインク削減！」 を掲げ、 頭を絞って

頑張りました！イラストではなく余白を活用して区切ったり （そ

のため文章がぎゅうぎゅう気味に、、）、 ページ数の 「ー」 を減

らしたり、、、 塵も積もれば、 です！

　ご質問にお答えします。

　Q ： アンケート等の批判的意見を知りたい。

→ A ： たよりに載せる文章には限りがあるので、 肯定 ・ 否定

ともに具体的な意見を選んで載せています。 今月号のアン

ケートでは、 100 件以上の中で批判を含むものは数枚ありま

したが、 いずれも、 「気分が悪くなった」 「理解できない」 「社

会の受け入れに関係なく本人の責任である」 といった抽象的

なもの （よくある誹謗中傷 ・ 批判） なので載せませんでした。

　Q ： 投稿したいと思いつつ、 時間がなかったりする。

→ A ： 投稿システムが定着してきたら、 気軽に意見を言える

「〇〇について一言！」 みたいなコーナーをやりたいなと思っ

ています。 たよりがますますコーナーだらけになりますが！笑

　原稿やイラストを本当にありがとうございます！とても嬉しい

です！イラストは、 裏にイニシャル等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！

　「出所者の声」 用の質問、 まだまだ募集中です！

マザーハウスたより 編集局

編 集 後 記

▼ 11/16　10 ： 00 ～

　東京学芸大学にて、 講義 「人権教育として」

▼ 11/17　10 ： 45 ～

　国士舘大学にて、 講義 「刑務所問題」

▼ 11/18 ・ 19　13 ： 00 ～

　龍谷大学にて、 講演

▼ 11/23　10 ： 00 ～

　東京カトリック神学院にて、 ザビエル祭でマリアコーヒー販売

▼ 11/28　12 ： 50 ～

　立正大学にて、 講義 「刑務所問題」

▼ 12/4　17 ： 00 ～

　東京カトリック神学院にて、 講義 「キリストとの出逢い」

▼ 12/5　13 ： 20 ～

　埼玉工業大学にて、 講義 「刑務所問題」

▼ 12/7 ～ 9

　マザ - ハウス修学旅行　in 京都

　（大学生との交流、 模擬裁判、 APS 研究会等を予定）

▼ 12/7　9 ： 00 ～

　立命館大学にて、 講義 「刑務所問題」

▼ 12/14　13 ： 00 ～

　早稲田大学矯正展にて、 講演 「マザーハウスの活動」

行 事 予 定

一兵さん

一兵さん
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NPO 法人マザーハウス

　ルワンダ ・ コーヒーは、 標高 1,300 ～ 2,200 メートルでの高地栽培を行っており、 その高い標高が生む昼夜の

寒暖差と豊富な雨量、 そして肥沃な火山灰質の土壌という恵まれた環境の下、 有機肥料によって栽培されてい

ます。 豆は手作業で収穫され、 完全洗浄 ・ 天日乾燥を経て、 一粒一粒、 手作業で選別されます。 これらの丁

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” を生み出しています。

コーヒーを継続して購入・販売してくださっている団体さま（順不同）

いつも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　 　　カトリック春日部教会

クリスト ・ ロア宣教修道女会

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　　 　　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    　カトリック新潟教会

日本カトリック神学院     　ドン ・ ボスコ社

古本募金

書籍や DVDを寄付していただくと、マザーハウスに還元されます。

送り先 ： 〒 358-0053 埼玉県入間市仏子 916

　 TEL ： 0120-29-7000

ラウレンシオ（便利屋サービス）

　不用品処理、 遺品整理、 掃除など、 真心を込めてさせてい

ただきます。 お見積もりは無料です。

　この事業は、 元受刑者の就労支援の一環として行わせていた

だいております。 収益は、 元受刑者の社会復帰支援に充てら

れます。

  TEL ： 080-4614-8508

  FAX ： 03-6659-5270

メール ： lawrance@motherhouse-jp.org

マリアコーヒー（ルワンダ・コーヒー）

製造から販売まで、 元受刑者が携わっています。

収益は、 当事者の更生 ・ 社会復帰支援に充てられます。

　　　　 200g ［粉／豆］ ： 900 円

カフェドリップ （1 回分） 10g ： 100 円

価格 （税込み、 送料別）

  FAX ： 03-6659-5270

メール ： maria_coffee@motherhouse-jp.org

お申込み、 お問い合わせ

ご不明な点がございましたら

  TEL ： 03-6659-5260

メール ： info@motherhouse-jp.org

　HP ： 「NPO  マザーハウス」 でご検索ください。

ご支援 受付

いつも本当にありがとうございます。

正会員 （年会費） ： 5000 円× 1 口

　　　     賛助会員 ： 3000 円× 1 口

     社会復帰支援 ： ご寄付

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


