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第 154 号

「秩父サマーキャンプ（8 月 9 日 12 時 34 分の出来事）」

した。命日と重なった傷心の私は、
とてもじゃないが仲間と楽しめる
はずが無いと思ってキャンプに参
加した。
今年のキャンプは、台風が接近
している状況で、すでに雨が降り
始めていた。台風が来るというの
になぜ？中止にしないのかな？全
然乗り気でない気持ちをとり払う
のに私は考えた。
「雨だろうが、大
雪だろうが、台風だろうが、酒を
飲む為なら」という仲間の話を思
い出した。
今は飲んでいないんだから。一
般の人はどうだろうか？なぜか飲
んでいた頃を思い出していた。そ
うして、なぜだか解からないが「償
い」だという思いになって気持ち
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先月父を亡くし、昨年母を亡く
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（Ｈ・Ｉ）
を切り替えられた。
こんなことを考えているうちに、
両親のことは頭から離れていて車
中では、仲間と大人の会話を楽し
んでいた。途中お昼をとるため、
長瀞のうどん屋に寄った。話をす
るつもりはなかったが、仲間に昨
年の今日、12 時 34 分に母が亡く
なったことを話した。
そして 12 時 34 分になった時
に、隣りの中間は手を合わせて祈
ってくれていた。その姿を見て今
までに感じたことのない衝撃を受
けて、胸が熱くなりました。思わ
ず仲間の名前を叫びたくなり、目
頭が熱くなりました。
キャンプ場に着くまでに、仲間
からの励ましをもらいました。

「ＡＡさいたま夏の集い研修会感想文」

に与野駅に向かい、埼玉新都心で
高崎線に乗り換えるために、高崎
線のホームに行ったら、仲間のⅠ
さんと会い、同じ列車で上尾まで
一緒に行った。電車の中で、昨夜
弟に電話をして、25 年ぶりに話を
した事を聞いてもらい、母が 3 年
前すでに亡くなっていた事を弟に
聞かされた事を話しました。
前日マックの帰り際に影下さん
から「何を聞かされてもブレるん
じゃないよ」と言われていたので
「私も、何があってもブレないで
す」と約束して帰ったので母の死
を聞いても、酒を飲まずにすんだ
という話、
「影下さんのためにも酒
を飲まないのだ」という私に、仲
間のⅠさんは、
「お母さんのために
も飲んではいけない」と言ってく
れた。私も、そのとおりだと、有
難い一言でした。
前置きが長くなってしまいまし
たが、いよいよバスに乗って出発
です。途中川島農産物直売所でト
イレ休憩をとり、長瀞のうどん屋
さんで昼食休憩、大滝つちうちキ
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8 月 9 日 5 時 30 分起き、6 時
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（Ｔ・Ｎ）
ャンプ場に着きました。野菜を切
ったり、他の手伝いをしてバーベ
キューの準備をし楽しいひと時で
した。バーベキューは何を食べて
も、美味しく、沢山食べました。
夕方ミーティングが終わった後、
仲間と一緒に近くの温泉に行った
り、楽しい夜を過ごしました。寒
いので眠れるかなと思ったけれど、
11 時頃にはぐっすり眠りました。
朝は 5 時に目がさめ、仲間と外の
広場に行き、さきたまグループの
Ａさん、Ｓさんとコーヒーを飲み
ながら色々な話をしました。
7 時半から朝食。カレーとソー
メンを大変美味しくいただきまし
た。
朝から、生憎の雨でしたが、楽
しく過ごす事ができ、さよならミ
ーティングが終わり、仲間と清掃
後片付けをして、集合写真を撮っ
て解散。
帰る途中秩父駅に寄って、お土
産屋さんを覗いて見たりして、1
時間くらい休憩して、大宮へ。
夏の集い研修会は終わりました。

秩父サマー
ーキャンプ

ェローである。今回マックに通所
して 2 回目の参加となる。前回の
経験をもとに、準備のお手伝いが
スムーズにできた気がします。
サマーキャンプに行くにあたり、
集合時間に遅れないように、前々
日から持物の準備を済ませました。
当日は 30 分前に集合場所の上
尾駅東口に着き、すでに来ている
仲間達がいました。仲間達も早め
早めの行動をしているのだなあと
感心しました。
バスに乗り込み、車内では仲間
と盛り上がって、お昼は宝登山神
社近くの讃岐うどんを食べて、2
時間 30 分程で、仲間の集まるキ
ャンプ場に到着。
コテージに早速荷物を置き、夕
飯の支度を手伝い又、ニジマスの
つかみ取りの班長を実行委員の仲
間から命じられました。
おかげ様で子供達やＡＡの仲間
達と交流ができ、去年の経験を活
かし、楽しむことができました。
仲間達とフェローシップをとり
ながら、美味しい夕飯を沢山いた
だき、仲間達に、心からありがと
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8 月 9 日～10 日と仲間達とフ

うと思う自分がありました。
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（Ｔ・Ｓ）
今年も来れて良かったと心で感
謝しながらも、次々と料理の準備、
後片付けを仲間と協力しながらで
きる新しい自分を発見し、ほんの
少しだけ成長したのかと思いまし
た。
でも一番心配していた天気が、
何とか何とか持ちこたえ、雨ガッ
パを着て、あちこち動き回れた事
に自分で自分を誉めてあげました。
花火も、子供たちやメンバーと
楽しめて良かったと思いました。
9 時く ら い に は寝 ましたが、
早起きして仲間と朝食の準備を
して、みんなと食事。ミーティ
ングをやって、みんなと一緒に
後片付け。仲間がいて良かった
と思いました。
来年も、是非参加させていた
だきたいと思いました。
最後に、仲間に感謝。
ありがとうございました。

「秩父宿泊研修会を終えて」

ー。いったいどんな事が待ってい
るのか、わけもわからず必要な物
だけリュックに詰めて、ひたすら
向かった上尾駅東口。30 分早めに
着いたのに、もっと前に待ってい
た先行く仲間の顔を見てひと安心
（この時点では）。後で「何事にも
時間的には充分ゆとりを持つ必要
があるんだよ。今日みたいな時も、
ミーティングの時も同じだよ。」と
本当にその通りだと感じました。
今までは、ミーティング開始時
間ぎりぎりにかけ込むことが多か
った私。理由は仕事をしているか
ら・・・、忙しいから・・・。
フェローには直接関係ないけれ
ども、気付かせてもらった大切な
こ と 。「 軌 道 修 正 し て い か な き ゃ 」
と思いました。
途中でおいしいうどん屋さんで
お昼を食べて、午後に現地着。い
つもミーティング会場でしかお会
いしていない先行く仲間を、緑の
木立を背景に挨拶するのは何だか
とても不思議で懐かしい感じがし
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私にとっては今回が初のフェロ
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（Ⅰ・Ⅰ）
ました。
実行委員の方たちの忙しそうな
事、そして前日からマックにいら
して準備をして下さっていました
が、こうも大変な事を淡々とこな
しているとは、実際まのあたりに
するまで、私はわかりませんでし
た。
翌日は雨でしたが、傘もささず
に濡れるのもかまわず、私たちの
バスを最後まで見送ってくれた先
行く仲間の顔がとってもあたたか
でした。
人として、母親として、社会人
として何ひとつできなかった私。
人生半分以上過ぎた今、やっとそ
の事に気付く事ができました。マ
ックに通所させていただいている
この毎日は、手探りでとても、と
ても訳のわからない状態ですが、
今回のフェローや、仲間の言葉を
きっかけに、新たな初めの一歩を
踏み出した二日間でした。最後に
なりましたが、実行委員の方達へ、
本当にありがとうございました。

「秩父サマーキャンプ」

夕方から大雨との天気予報でした。
折りたたみの傘は持ったけれど、
どしゃ降りになったらお手伝いで
きないなあと思い、コンビニでカ
ッパを買った。
20 年ぶりのサマーキャンプ。昔、
板の間で体が痛くって、痛くっ
て・・・夜、眠れなかった。今夜
も多分眠れそうもないだろうと思
いながら、マイクロバスから見え
る風景を眺めていました。
秩父のキャンプ場へ着いたが、
雨の中を毛布を運んで、すぐ仲間
のお手伝いをさせていだきました。
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集合場所へ着いてから、今日は

（Ｉ・Ｋ）
東京の仲間とスムージーを作らせ
ていただきました。
初対面なのに、和気あいあいで
楽しく、嬉しく思いました。私達
の作るスムージーはロッヂの上。
下の両隣のロッヂでは、焼きそば、
焼き鳥、焼き肉、イカ焼き、とう
もろこし、ポトフ、カレーライス
等々の沢山の御馳走です。
私たちも代わる代わる、下へ行
ってそれぞれの御馳走を、6 人分
（スムージーの仲間）をもらって
来て、分かち合って食べました。
仲間の笑みは、とっても幸せそう
でした。

「秩父サマーキャンプの思い出」

３名でした。みんな楽しそうでし
た。自分は初めてなので心が浮い
ていた。
「早く大滝キャンプ場に着
かないかなあ」と思ってうきうき
していた。
川島の農産物直売所でトイレ休
憩。皆が楽しく話をしていた。
寄居のスーパーに寄って野菜や
肉などを買って、キャンプの用意
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８月９日上尾駅を出発する。１
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（K・Y）
が整った。仲間の一人が雨具を買
って来た。
「１９８０円」と言った
ので皆から「安い」と言われ、嬉
しそうでした。
昼食は長瀞宝登山近くでうどん
を食べた。とても美味しかったで
す。又来たいと思いました。
皆は、腹がいっぱいになったの
で少し寝たみたいです。
大 滝 キ ャ ン プ 場 に 着 い た ら AA

所は、ログハウス大滝の 3 階の１
０人部屋でした。３階に上がって
カバンを置き、下におりて調理の
手伝いを始めたら、マックの職員
さんから「スナップ写真を撮って
欲しい。」と頼まれたので、皆の仕
事ぶりを撮りました。
ジャガイモの皮をむいているⅠ
さんやトウモロコシを焼いていた
人もいて、皆楽しそうでした。
マックの鍋の汁が美味しかった
です。皆がそれぞれに色々な物を
作っていました。
東北の仲間が生イカとホタテ貝
を直送便で送って来たので、私と T
さんで刺身を作りました。
「仲間っ
て良いなあ」と思いました。
「T さ
んも顔が広いですね」と言いまし
た。
それから少し場所を変えてニジ
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の仲間が迎えてくれました。宿泊

マスのつかみ取りをしている子供
の写真を撮りに行き、楽しかった
です。
７時から、ミーティングが始ま
りテーマは「仲間」でした。色々
な人の話を聞き「仲間って、いい
なあ」と思いました。また行きた
いと思います。
夜、１２時過ぎまで話している
人もいました。
朝５時に起きて、コーヒーを飲
みながら仲間と過ごしました。
７時になり朝食、コッペパン４
つとご飯で、お腹がいっぱいにな
りました。
知らない仲間がいましたが「お
はよう」と言って手を握ると、
「ま
た、会おう」と言葉を返してくれ
ました。うれしかったです。

「秩父サマーキャンプにて」

には到着し、タバコをゆっくり吸
っていると仲間から「おはよう」
と元気な挨拶に驚かされた。９時
半に出発。車内では就労プログラ
ムに入った仲間と隣りの席だった
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集合場所の上尾駅東口に９時前
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（H・S）
ので、久しぶりの談笑とお菓子で
アッという間に、長瀞のうどん屋
で昼食です。讃岐うどんは麺にコ
シがあって歯が疲れるイメージが
あったが、のどごしが良く美味し
く食べられました。

の仲間たちもたくさん訪れていて、
顔見知りも挨拶も多くなりました。
仲間たちと会話をしながら、料
理の準備は楽しく、特に生イカや
生ホタテの下処理は初めての体験
でした。
色々な料理をお腹いっぱい頂い
て、バンガローの部屋で横になっ
ていると、
「マック」の仲間から「下
の大広間に来ないか？」と誘われ、
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つちうちキャンプ場に着き、AA

小粋なジョークを交えながらの話、
飲んで脱線した時の話に段々と昔
の自分と似ている事に共感を持ち、
いつの間にか、夜中の１時になっ
ていました。
「もう、独りぼっちで
はないんだ」と気付く自分がいま
した。
今回のフェローは、マックプロ
グラムと仲間の有難さに感謝して
います。

「途中参加の夏の集い」

準備から違っていた。
去年は、ひと月前から、ワクワ
クしていたのに、今年は仕事が終
わってから行く予定で、不安もあ
ったせいか、結局準備をしたのは
前日の夜だった。まぁ、一回分の
下着とバスタオルだけだったが。
当日、やっぱり気になるのは天
気！！雨の予報で気分もグッタリ
仕事中は、雨には降られなかった
が、ラジオで天気は下り坂と言っ
ていた。仕事は、前持って「土曜
日は早上がりさせて下さい」と言
っておいたので、会社の人も「時
間は大丈夫？？」と、気にしてく
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今年のサマーキャンプは、出発
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（H・F）
れたので、早上がりするのも、そ
んなに罪悪感なく職場をあがれた。
職場をあとに駅に到着すると、
今回は一人旅気分なのだろうか、
お菓子や飲み物が欲しくなって
(もちろんジュース)電車に、乗った
ら買おうと思っていた。
熊谷までは、電車に人がいっぱ
い乗っていたのだが、秩父鉄道に
乗り換えたら、だんだんと人が少
なくなっていく。
降りる人しか、いないみたい
だ！！結局、最後には電車に二人
だけになってしまった。
キャンプ場に到着すると、ミー
ティングが終わる所で、ミーティ

えて、少しホッとした気分になっ
た。
嬉しかったのは、仲間が夕飯を
色々と確保していてくれた事、自
分を忘れていなかった事、何も手
伝いをしていないのに、迎え入れ
てくれた事、いっぱい感謝しなけ
ればならないと感じた。
夜遅くまで、久しぶりの仲間と
分かち合いさせてもらって、とて

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

ングを終えた仲間と久しぶりに会

も楽しかった。
現地では、いっぱい雨にも降ら
れたけど、去年は始めから、今年
は途中から経験させて頂いて、始
めからやる楽しさ、途中から参加
出来る嬉しさ、色々感じさせても
らえた。
この経験を生かして、これから
も、色々な事にチャレンジさせて
もらいたいです。

「秩父サマーキャンプに参加して」

具を用意し家を出る。上尾駅東口
集合、仲間と一緒にバスに乗り込
み出発です。途中休憩中に使う食
材を準備する仲間。
昼食は、長瀞の手打ちうどん。
食事後、店主の見送りにうどんの
美味しさの他に何か、温かさを感
じました。大自然の中を通りキャ
ンプ場へ。
荷物をバンガローの中に置き、
料理の準備。野菜を切り、ホタテ、
イカをさばく仲間の手早さは、見
事でした。ＡＡミーティングで出
会った仲間は家族での参加でした。
少しうらやましかったです。バー
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天気は雨の予報、台風です。雨
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（Ｈ・Ａ）
ベキュー後のミーティング。花火
もみんなど楽しみました。
次の朝起きると、もう、朝食の
準備をしている仲間がいました。
自分は、下の川原を見に行き「雨
が降ってなかったらなあ」と思い
ました。
仲間が用意してくれた、朝食を
とり、朝のミーティングで「来年
も参加したい」と言いました。
初めてのサマーキャンプで大勢
の仲間と分かち合いができたと思
いました。
新潟宿泊研修会同様、運転をし
て頂いた、Ｓさん、仲間の皆さん、
ありがとうございました。

「第 12 回ステップセ
セミナー」開催決定 ！！
日時：2015 年

2 月 1 5 日(日)

9:30～16:00

会場：さいたま市産業文
文化センター
ご協力いただいております
す関係機関の皆さま、苦しみ
続けた家族の皆さま、そし
して多くの仲間の皆さまの
ご来場をお待ちしておりま
ます。

毎年 11 月に行
行われている
「さいたまマック後援会
会主催のうどん交流会」は
会場都合により中止
止になりました。
お詫び致します
す。
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みんなでソフトボ
ボールをやろうよ
10 月 22 日（水）マック・ ダルク（薬物依存回復施設）の
ソフトボール大会があります
す。
通所者だけではメンバーが足
足りません。
応援出場参加お願い致しま
ます。

場

所・・東京都 足立区
荒川河川敷西新井橋
橋野球場
時 間・・9：30～14：30
京浜東北線 田端 駅北口 8：00 集合
田端駅から 都バ ス・北千住行き 桜木下車
徒歩 15 分

10 月の通所
所者外プログラム
ム (障害者交流センター)
2 日(木)・・PM スポーツプログラム
5 日(日)・・ワンステップ秋季ステ
テップセミナー（ムーブ町屋）
9 日(木)・・AM 調理実習（障害者交
交流センター）
12 日(日)・・ＡＡさきたまグループ
プ卓球大会（精神医療センター）
15 日(水)・・マック・ダルク合同オ
オープンスピーカーズ（サンパール荒川）
18 日(土)・・AA 幸手 G オープンス ピーカーズ（花崎コミュニティーセンター）
19 日(日)・・AA こうのすＧステップ
プセミナー（クレア鴻巣）
22 日(水)・・マック・ダルクソフト
トボール大会（西新井橋野球場）
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9 月 2 日（火 ） 調理実習
ジャージャー麺
茄子・カボチャ素揚げ添え
ポトフ
（ベーコン・ジャガイモ・キャベツ・人参
参）
名残のでんすけスイカ

桜 味 噌とひき肉 を合
を わせ
スープでのばし、水
水 溶き
片 栗 粉でとろみを
をつけま
しょね～

麺はたっぷりの
の熱 湯で

秋 茄 子 は、タテに四 つ割 にし

10 分 ゆでてと
と・・・麺 は

て～。火 傷 の十 分 注 意 しま

中 華 麺ではな
なくうどん

しょお。

です (*^。^*))

10 月のスタッフ
フ渉外・メッセージ活
（近隣地域の病院、福祉、 保健所、施設への広報と交流）
1 日(水)・・マック・ダルク連絡
絡会

18：30～20：00

4 日(土)・・与野中央病院

13：45～15：30

9 日(木)・・久喜すずのき病院

13：30～15：00

11 日(土)・・済生会鴻巣病院 家族教室
家

13：30～16：30

16 日(木)・・所沢慈光病院

13：30～14：30

17 日(金)・・済生会鴻巣病院

14：00～15：00

22 日(水)・・県立精神医療センタ
ター

14：00～15：00

福祉・保健所・病院から講演
演依頼があれば協力させて頂いています。
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はらたち日記
「あの人が残してくれた宝物・・遺族の独り言」
影下

妙子

〇月〇日
そして結果は生まれて初めて聞く『強制退院』。荷物を片付けに一緒に行
った夫は、強制退院の意味も事の重大さも総て他人事。平然としている側で、
そそくさと荷物をまとめている自分が余りにも情けない。
〇月〇日
あらっ !! ２週間前に逃げて来た病院に自分で電話をしている。それも何と
主治医に入院させて頂きたいと頼み込んでいた。願いがかなって、また入院
となり、送り届けて自宅に着いたのが１４時１０分。弁護士から「どうしま
した。１５時から貴方の喚問ですよ、忘れていたの。」全身から血の気が引
いた。貸したお金が返してもらえずに裁判沙汰。他にも保証人になって尻拭
いしている裁判が２件。夫は証人喚問どころか傍聴席で傍聴すら出来ず、酔
いつぶれているか鉄格子の中。何もかもが私に重くのし掛かって来る毎日。
〇月〇日
また生まれて初めて聞く言葉。「院内飲酒をしたので迎えに来るように。」
僅か１週間での出来事でした。病院に行ってみると、凄まじい勢いで先生に
食ってかかって居た。
「確かに昨日は飲んだけど今日は飲んでない。」と…そ
れって食ってかかれる内容か？呆れ果てる。「先生、また何かあったら伺っ
てもいいですか？」
「何回来ても同じでしょう。」と厳しく突き放された。強
制退院よりも、突き放された事が辛い。忙しそうな素振りで荷物をまとめる
しか無い私なのに、頭の芯では次の病院を思案している。ナース室にお礼を
言いに行くと私を小さく手招きしてくれる看護師さん。「先生がね、暴れて
困った時にこの薬を飲ませなさいって。」赤い大きな粒の薬を４錠私の掌に
押し込めて下さいました。「また何かあったら、いつでも来て下さい。とも
言って下さったから、力落とさないで頑張ってね。」突き放された時には出
なかった涙が、嬉しさとなって堰を切った。辛く苦しい毎日の繰り返しに人
の温もりが胸の奥まで染み込んだ。助けられているのはアル症の夫では無く
私だったんです。駐車場から病棟に向かい深々と頭を下げた。
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後援会 8 月会計報告
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0

② 支 出 合 計
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雑

③収支差額（①－②）

175,542

前月繰越金

2,441,186

次月繰越金

2,616,728

9 月 8 日は十五夜でした。
まん
んまるお月様にお供えです＼(^o^)／。
お昼
昼は、秋の味覚サンマの塩焼き、
月見
見だんご、具だくさんのけんちん汁です。
残念
念ながら、さいたま市では曇りで、中秋の
名月
月は見られませんでした。

発

行：さいたまマック後援会
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所：〒３３７－００３２

さいたま市見沼区東新井７１０－３３
３ 鎌倉ハイツ１階さいたまマック内
Tel & Fax：０４８－６８５－７７３ ３
E メール：saitama-mac@tbj.t-com.ne
e.jp
ホームページ：http://www.saitama- mac.com
献金 宛先：さいたまマック後援会＜ 郵便振替、銀行振込共に＞
郵便 振替：00100-7-151361

さいた まマック後援会

銀行 振込：埼玉りそな銀行

北浦和 西口支店
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