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2017年10月
一般財団法人ワンネスグループ共同代表
一般社団法人セレニティパークジャパン代表
三宅隆之
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ワンネスグループのエネルギーは、今、全国に広がっています。

　日頃よりワンネスグループをご支援いただ
いております皆さまへ、2017年最後となる
ニュースレターをお届けします。　
　10月下旬は二十四節気のひとつ「霜降」に
もあたります。夕暮れの早さに寂しさを感じ
る一方で、雇用創生事業のひとつであるワン
ネスの里農園からは、実りの秋を思わせる野
菜や米が届けられ、食欲がそそられます。朝晩
の冷え込みに体調を崩されませんよう、身体、
そして心も健やかにお過ごしください。　

●海外講師に学び、勇気づけられ、
　日本を元気にする
　前号ニュースレター発行後の７月は、私た
ちも応援させていただいたビッグイベント
「ヒーローズジャーニーカンファレンス
JAPAN」が東京で開催され、人生にチャレン
ジすることの素晴らしさを、会場いっぱいの
参加者が共有したひと時となりました。最終
登壇者である先天性四肢欠損という障がいを
乗り越えた冒険家、カイル・メイナード氏の
メッセージが心に残ります。「頭の中で悩んで
嘆いて視野が狭くなるよりも、外に出てス
ケールを大きく考えてほしい。地球に生まれ
た人間の可能性を信じることと、誰にでも生
きる使命・目的があることを。」
　また、カンファレンス直後には、登壇者でも
あったロバート・ウォルター氏、ジュディス・
ディロージャー氏、リチャード・グレイ博士に
よるワークショップを開催。詳しくは本紙レ

ポートに譲りますが、それぞれが参加者の皆
さんにとってこれまでにない学びの体験に
なったのではと感じました。
　さらに９月には、グループ内の職員研修と
して、米国から２人の先生を招聘しました。ひ
とりは、セレニティパーク代表のラリー・ゲイ
ンズ氏。施設プログラムの重要な柱のひとつ、
RD（リカバリー・ダイナミクス）の新規ならび
に更新の講習を行っていただきました。依存
症からの脱却をサポートするための緻密な理
論だけではなく、ラリーさん自身の持つスピ
リチュアリティにも触れることができまし
た。そして、もうお一人は、IGCCB（国際問題
ギャンブルカウンセラー認定委員会）代表の
ロリーン・ルーグル博士。日本国内で２度目と
なるカウンセラー認定のトレーニングを開催
し、問題ギャンブルに関する体系的な知識を
学習しました。IR（カジノを含む統合型リゾー
ト）の国内導入論議とともに、ギャンブル等依
存症対策への関心が集まっていますが、今こ
の瞬間も、問題を抱えて苦しむご本人やご家
族がいます。私たちスタッフもかつて苦しん
だ、その経験を活かして社会のセーフティー
ネットを広げるためにも、ルーグル博士によ
る直接の講義は非常に重要なものとなりまし
た。これら、海外講師から学んだものを、日本
で活かしていくことにより、依存症による社
会的コストが低減するだけではなく、生きや
すい社会の創造、ひいては日本が元気になる
きっかけにもなると考えています。

●地域から、日本、世界へ元気を届けたい
　先ほどのカイル氏の言葉にもあるとおり、
私たちワンネスグループは幅広い視野で活動
したいと心がけています。女性施設フラワー
ガーデンは、施設のある地域にむけてミー
ティングを開催し、Girl Powerという団体の
奈良支部として日本や海外での女性のエンパ
ワメントを考えています。11月には東京で開
催されるビビアン・ハーさんの講演を含んだ
イベント「フューチャーリーダーズデザイン
ラボ」の開催に協力します。彼女は13歳なが
ら、奴隷解放のためにレモネードを販売した
ことをきっかけに世界中の少年少女たちを勇
気づけています。
　最後になりますが、ワンネスグループは横
浜市に事務所を開設。大阪市にも拠点を準備
し、依存症問題解決のための活動を広げます。

かつて私たちが経験した思いを、
くり返さない。
依存の背景にある生きづらさを
解消していきたい。

それが、私たちの使命です。

～ONENESS GROUPにご支援を～
平素はワンネスグループの活動に、ご理解、ご協力をいただきありがとう
ございます。皆さまの温かなご支援は、私たちの活動の励みです。今後と
もよろしくお願いいたします。

【編集人】
Healing Garden Care Center 代表：伊藤宏基
〒635-0065 奈良県大和高田市東中2-10-18
TEL0745-22-0207 e-mail：info＠garden-ag.org

定価:100円

【発行人】
関西障害者定期刊行物協会
〒543-0015 大阪市天王寺区真田山町2-2 東興ビル4階

【献金してくださった方（五十音順）】
青木みどり様／伊藤末美様／柏原 繁様／加藤キヨ様／加藤日出男様／
国分芳枝様／カトリック御所教会様／株式会社アンシー訪問看護ステー
ションアンシー様／岸本年史様／久保田博様／社会福祉士事務所・たか
しまや便利堂 高嶋康伸様／高嶋弘子様／田口大輔様／奈良総合法律事
務所 内橋裕和様／奈良総合法律事務所 荒木秀夫様／奈良総合法律事務
所 倉橋毅至様／奈良総合法律事務所 東稔忠幸様／なら法律事務所 朝
守令彦様／萩原 優様／橋本 宏様／廣田美知子様／藤掛 彩様／松井文
子様／松﨑敦子様／村西黄宝様／森美紀様／横田誠様／渡辺倫郎様／
Ｄｏｇ Ｓｍｉｌｅ様／㈱ＩＳＳＵＮ様…その他匿名の方

【献品して下さった方（五十音順）】
陽なたぼっこ 久世陽子様／福岡美恵子様／弁護士 菅原直美様／ＴＯＣ建
設株式会社…その他匿名の方
（９月３０日分まで掲載）

イベント情報

メディアで紹介されました!

【すべてのお問合せ】
TEL0745-24-7766（ワンネスグループ本部）／http://oneness-g.com 

ワンネスグループでは全国各地で依存症に関するイベントを行っています。詳しくは各イベントのチラシ、または
ワンネスグループのホームページをご覧ください。スタッフ一同お待ちしております! ぜひお近くの会場へお出かけください!

ワンネスグループの活動が、新聞やテレビなどで紹介されました。
グループのホームページでは記事をご覧いただけます。　http://oneness-g.com

★依存症を知るセミナー 北海道キャラバン★
【北海道・苫小牧市】11月3日（金・祝）13:30~16:00
苫小牧市民会館会議室202 （苫小牧市旭町3-2-2）
【北海道・旭川市】11月4日（土）13:30~16:00
旭川市民文化会館第3会議室 （旭川市7条通9）
【北海道・札幌市】11月5日（日）13:30~16:00
札幌市教育文化会館研修室402 （札幌市中央区北1条西13）

★依存症を知るセミナー 東北キャラバン★
【青森・青森市】11月23日（木・祝）14:00~16:00
県民福祉プラザ多目的室3B （青森市中央3-20-30）
【岩手・盛岡市】11月24日（金）14:00~16:00
盛岡地域交流センター182会議室 
（盛岡市盛岡駅西通2-9-1マリオス20階）

【宮城・仙台市】11月25日（土）14:00~16:00
フォレスト仙台第1会議室 
（仙台市青葉区柏木1-2-45）

【福島・郡山市】11月26日（日）14:00~16:00
市民交流プラザ大会議室1
（郡山市駅前2-11-1ビッグアイ7階）

□関東地区
【東京・千代田区】10月23日（月）、11月20日（月）、
12月25日（月）18:45~20:30
アクセア貸会議室半蔵門
（千代田区隼町2-13 US半蔵門ビル）
※10月は第3会議室、
　11月、12月は第4会議室（いずれも6階）

□関西地区
【大阪・大阪市】11月15日（水）14:00~16:00
／12月13日（水）18:30~20:30
ドーンセンター中会議室3 （大阪市中央区大手前1-3-49）
【奈良・大和高田市】
11月25日（土）14:00~16:00
コスモスプラザ多目的室 （大和高田市片塩町12-5）

□沖縄・九州地区
【沖縄・宮古島市】11月11日（土）
／2018年1月13日（土）13:30~15:30
宮古島市中央公民館2階視聴覚室
 （宮古島市平良字下里315）

【福岡・福岡市】11月12日（日）13:30~15:30
正友ビル3F  （福岡市中央区天神4-5-20）
【沖縄・那覇市】11月15日（水）
／2018年1月18日（木）14:30~16:30
沖縄県総合福祉センター3階視聴覚室
 （那覇市首里石嶺4-373-1）

7月  6日　北海道新聞／依存症を知るセミナー 北海道キャラバン開催
7月31日　沖縄新報／関西京都今村組ライブin沖縄 熱く力強い舞台来場者らを魅了
8月  1日　沖縄タイムス／関西京都今村組ライブin沖縄 情熱 躍動のダンス
8月17日～21日　産経新聞／「依存～溺れるネット世界～」
9月12日　宮古新聞／依存症を知るセミナーin宮古島 効果的な対応策など助言
9月30日　共同通信／厚労省ギャンブル等依存症実態調査を受けて三宅共同代表のコメント

取材のお問合せ・お申込み ワンネスグループ本部 TEL0745-24-7766

　ワンネスグループの活動は施設内だけに留まらず、地域の福祉
的環境がよりよくなることを願い、できる範囲で貢献活動を行っ
ています。
　この度、フラワーガーデンが、奈良県橿原市にて女性限定のミー
ティングを再開することになりました。依存症に限らず、「生き
づらさ」のテーマは多岐に渡ります。それぞれが抱えている悩み
や生きづらさ、それらを言葉にし、声に出して分かち合うことを
通して、共感や安心が得られる場にできればと思います。

ワンネスグループスタッフからのメッセージをお届けします !

新聞・雑誌

7月30日　日本テレビ系／ＮＮＮドキュメント
　　　　　「ギャンブル依存～巣食う闇を断ち切れるか～」
9月19日　読売テレビ／ギャンブル依存症対策フォーラムについて

テレビ
毎週火曜9:40頃～FM沖縄『Fine!』
「リカバリーアライブ　依存症を生きる」
毎週木曜18:00～FMレキオ（那覇市）
「リカバリーアライブ　依存症からの贈り物」

ラジオ

ゆうちょ銀行　店名）四五八　店番）458  普通口座）0387467
口座名）ワンネスグループ依存症関連問題基金

★献金はこちらへお願いいたします★

　奈良県橿原市にある「フラワーガーデン」は今年６月
で開設３年を迎え、多くの皆さまのご支援を賜りました。
心から感謝申し上げます。今、10代から60代の約20名
の女性が、共同生活をしながら日々プログラムに取り組
んでいます。
　私自身は群馬県からこちらへ来て４年目になりました。
奈良に来ることは私にとって一大決心でした。２人の娘
を連れ、シングルマザーとして仕事をしながら、知らない
土地での生活は、不安がいっぱいでした。しかし、私自身
の考え方や捉え方が変わり、行動も変わりました。過去は
頭でいろいろと考え、負のスパイラルから抜け出せな
い、どうせ変わらないと人生を諦めていましたが、行動が
変わることで結果が変わりました。とてもシンプルなこと
なのに、今まで出来ませんでした。
　多くの仲間との出会い、気づき、学び、行動、体験…、
依存症からの回復は、様々な側面からのプログラムや支
援が必要ということを体感、実感しました。一人の力では
できないことも、仲間と一緒ならできる！
　今、負のスパイラルから抜け出せないと思っている
方、一度ワンネスグループへご相談ください。人生は変
わります！

セレニティーパークジャパン奈良
ディレクター
手島秀孝

　ギャンブルがどうしても止められない…。再
発を経験し、絶望と不安の中でさまよっている
自分がいました。誰にも相談できず、ギャンブ
ルをするためにただ生きている…。そんな人生
でいいのか、一人で悩んでいました。「もう無理
だ！」　本当の自分が「助けて！」と叫びまし
た。ふり返れば、その瞬間から自分自身の回復
が始まったと思います。
　ワンネスグループの施設には、仲間とともに
回復できる、安心できる居場所がありました。
さまざまな回復プログラムを学ぶことで、人生
がガラリと変わっていく経験をしました。
　今の自分にできることは、安心できる居場所
を作ること、そして、自分自身の経験を多くの
方に伝えて、仲間と共に回復と成長を目指すこ
とだと確信しています。ギャンブル依存症につ
いての関心が高まっていることを、現場で感じ
ていますので、これからも私たちの経験と専門
性を活かすよう努力を続けます。一人で悩まず
に、一緒に幸せになりましょう。

ワンネスグループ副代表
フラワーガーデン代表
オーバーヘイム容子

ワンネスの里
酒井勇二

　これまでも農業プログラムを行ってきましたが、今年4
月にワンネスの里デイケアとしてオープンしました。2カ
所だったハウスを1カ所にして、たくさんの仲間と共同生
活を送り、自分たちで収穫した野菜、お米を食べながら、助
け合って暮らしています。
　農業プログラムでは自分たちで畑を耕し、種をまき、収穫
して販売まで行っています。今後はイチゴ栽培に力を入れ
て、クライアントの自立の一端になればと考えています。
　私自身、ワンネスグループと出合って、7年が過ぎまし
た。沖縄、フィリピン、奈良と多くの施設を回ることができ、
色々な事を学びました。これからは、学んだ事を次の人に手
渡していくステージだと考えています。
　私も依存症者です。決して一人では、依存を止めること
ができませんでした。周りの仲間が助けてくれたからこそ、
今の自分があると思っています。私は、みんながワンネスの
里で健康を取り戻し、それぞれの責任を負って、なんでも
話し合える家族のような治療共同体を目指しています。
　これからもワンネスグループを通して、一人でも依存症
で苦しんでいる人たち、ご家族が回復できるように努力し
ていきますので、よろしくお願いいたします。

Local Activity in奈良

地域福祉に貢献します！
生きづらさを抱える女性向けミーティングを開催

私たちらしいエネルギーで、心に「元気」の炎を灯します！

Staf f’ s  VOICE

開催日時
10月23日、11月13日、27日
12月11日、25日（すべて月曜）13：00～

※会場など詳しい問合せは
フラワーガーデン（TEL0744-22-5752）まで

【沖縄・名護市】12月8日（金）14:30~16:30
名護中央公民館 第1・2研修室 （名護市港2-1-1）
【沖縄・石垣市】12月9日（土）13:30~15:30
石垣市健康福祉センター2階視聴覚室
（石垣市登野城1357-1）
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LINE公式アカウント開設!!
ID「@oneness-g」で検索を!
私たちとつながりましょう!!依存症SOS相談メール：sos@oneness-g.com

依存症相談ダイアル《受付時間／月～金曜10:00～17:00》
依存症でお困りなら
ご相談ください。

vol.17

～自分を好きに
なることから

始めよう～KSKS GARDENの記録

ワンネスマインド

一般社団法人 セレニティ
パークジャパン（奈良）

ギャンブル・アルコールなどの
依存症治療共同体

（奈良）

依存症治療共　同体

フラワーガーデン
女性専用の依存症や
生きづらさなどの

一般社団法人 セレニティ
パークジャパン沖縄

（那覇・南城）
薬物・アルコール・ギャンブルなどの

依存症治療共同体

一般社団法人 セレニティ
パークジャパン（名古屋）

薬物・アルコール・ギャンブルなどの
依存症治療共同体

日本ファミリーインタベンションセンター
（奈良・名古屋・沖縄・東京）

本人を説得し治療へ繋げるサポート
依存症家族のための相談窓口

一般社団法人 GARDEN
（奈良）

一般社団法人 GARDEN
（沖縄）

ワンネスグループ

薬物・アルコール・ギャンブル
などの依存症治療共同体

薬物・アルコール・ギャンブル
などの依存症治療共同体
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ヒーローズジャーニーカンファレンスJAPANに、
偉大なスピーカーが集結し、感動を伝えました。

世界のネットワークを生かす依存症回復支援団体が発足。
「ICARO」にワンネスグループが理事として参加しています。

Report 1 Report 2

Report 3

7月15日（土）in東京自分の「ヒーロー」を生きる情熱を胸に！

9歳の少女の“レモネード”が、世界を変える!
フューチャーリーダーズデザインラボ

多くの方と「本当の自分らしく」生きる方法を学びました。

ヒーローズジャーニーシリーズワークショップを開催！

Information 1

ワンネスグループ沖縄代表　位田忠臣

★参加された方の感想（一部）★

★参加された方の感想★

★参加された方の感想★

　ビビアン・ハーさんは現在、13歳。アメリカに住む、好奇心旺盛
な目をした、かわいらしい少女です。彼女は9歳の時、現代の奴隷
制ともいえる不条理な生活を強いられている、ネパールの男の子
の写真に衝撃を受けます。奴隷のような生活をしている子どもた
ちを救いたいと、自分の意思でお手製のレモネードの販売を始め、
その売り上げを寄付にあてようと考えました。雨の日も晴れの日も
毎日、販売を続ける彼女の活動は、やがてニューヨークタイムズ紙
の記者の目に留まり、SNSやクラウドファンディングを通じて、多く
の人々の共感を得ました。彼女の純真なアクションが、世界を変え

る動きにつながったこのニュースは世界に広がりました。
　現在も慈善活動家として活躍するビビアンさんが、この秋、初
来日し、講演会を開催します。「FUTURE LEADERS DESIGN 
LAB」というタイトルで開催されるこのイベントでは、ビビアンさん
のほかにも、子どもたちが生きる未来を考えようとスピーカーが集
まり、さまざまなメッセージを発信します。大人はもちろんですが、彼
女と同じ世代の方にも来場いただき、未来への思いを受け取り、行
動へのきっかけにしてほしいと考えています。（詳しくは本紙同封の
チラシをご覧ください）

FUTURE LEADERS DESIGN LAB

11月19日（日）11：00~17：00（予定）

大手町サンケイプラザ4階ホール
（東京都千代田区大手町1-7-2）

一般1500円　学生1000円
高校生以下無料

ギブネスインターナショナル
TEL：0120-200-069

日 時

会 場

料 金

お問合せ

　ワンネスグループでは、確かな実績を持つ海外の依
存症回復支援関連団体と連携を取りながら、新しいプ
ログラムの開発やカウンセラーの育成など、日本国内
における依存症回復支援の活性化に努めています。こ
こでは新しく結成された、国際アディクション関連団体
連合会（International Consortium of Addiction 
Related Organisations ／通称ICARO〈イカロ〉）
を紹介します。ICAROは今年５月４日、マレーシアの
首都、クアラルンプールで結成の式典が行われまし
た。私もワンネスグループを代表して理事に就任して
おり、創設に尽力した他団体の代表とともにマネジメ
ント委員会を形成し、１回目の会議に参加してきました。
　9月にはバリとチェンマイで委員会が開かれ、指導
原則や綱領を採択、小委員会が設置されました。「ト
レーニングと教育」「戦略的計画とサービス」「広報」の
３部門からなる小委員会は、ICAROの取り組みを計画
して実施します。「トレーニングと教育」ではトレーニン
グのプログラム、カンファレンス、教育と資格認定、イ
ンターンシップと人材派遣を行います。「戦略的計画
とサービス」では団体コンソーシアム、予防サービス、
メンバー間でサービスの質の一貫性やクライアントの
権利擁護、国際的に認められた基準や倫理を規定。

「広報」ではメンバーシップの管理、マスメディアや
ウェブサイト・SNSなどの活用、専門家が記事を寄稿
するニュースレターの定期刊行も計画しており、書籍
などの出版、財源の確保を行います。
　メンバーは回復施設関係者が多く、関係性を構築す
る過程で多様性も高めていきたいと考えています。特
に現在、大学が一校、参加しており、最先端の研究成果
を活用するための連携が期待されています。また、今後
の活動や使命の追及を効果的に行うために、IT／ ICT
やマーケティングの専門性をもった人材や資源を取り
込んでいく必要があり、世界規模で貢献していく国際
団体を目指しています。今後の活動にご期待ください。

理事のメンバーには、ワンネスグループとつながりが深いテイ・ビエ
ン・ホウ氏など、業界のリーダーが名を連ねています。

人生のマスターからのメッセージを受け取って、笑顔があふれた会場。
苦しみを知っているからこそ、その輝きがより強く感じられます。

海外ゲストの皆さん。これだけのメンバーが一堂に会することは、本国
アメリカでもなかなかありえません。まさにミラクルでした。

ICARO会長代行として、ワンネスグループ通訳の川口とともにプレ
ゼンを行ってきました。

　ワンネスグループも開催を応援させていただいていた今夏最大のイベント「ヒー
ローズジャーニーカンファレンスJAPAN」。会場となった、かつしかシンフォニーヒル
ズには、大変多くの参加者が訪れ、生きる勇気と情熱にあふれた1日として大成功に
終わりました。ご来場いただいた皆さま、また私たちと一緒にサポートしてくださった
皆さま、心より感謝申し上げます。
　今回はモチベーショナルスピーカーとして活躍し、最近では日本のメディアでも紹
介されることが増えている冒険家であり、アスリートであるカイル・メイナード氏を中
心に、海外より6名のスピーカーが来日しました。神話学者ジョーゼフ・キャンベルが研
究の中から見出した、成功パターンとしての「ヒーローズジャーニー」を、自分の中に
ヒーローを見つけ、人生の旅をより豊かにする知恵として、会場にお越しになった皆さ
んとわかちあうことができました。今回、自らのヒーローズジャーニーを伝えてくださっ
た先天性四肢切断という障がいを自分らしさとして数々の成功を打ち立ててきたカ
イル・メイナード氏や、史上最年少で単独ヨット世界一周を果たしたローラ・デッカー

さんは、人生のマスターとして輝きを放っていました。ほかにもヒーローズジャーニー
を今、もっともよく理解しているであろうジョーゼフ・キャンベル財団代表のロバート・
ウォルター氏、ヒーローズジャーニーを映画化した映像アーティストのパトリック・ソロ
モン氏、NLP共同開発者のジュディス・ディロージャー氏、ヒーローズジャーニーを研
究し、ワンネスグループにもなじみの深いリチャード・グレイ博士と、豪華すぎるメン
バーが、自分の人生を肯定し、力強く歩んでいく術を多彩に伝授してくださいました。
　日本からも、ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社取締役の島田由香さ
ん、神奈川県庁の脇雅昭氏に登壇いただき、変化のエネルギーにあふれるお話をい
ただきました。
　私たちは誰もが毎日を生きています。しかしどのように生きるかはそれぞれです。
ヒーローズジャーニーに照らし合わせ、すべての人々、私たち依存症者が持つ無限の
可能性を再確認できた1日となりました。

★今回、参加させていただいて、自分の今いる場
所、向いている方向、そして一歩一歩進んでいく
ことをかみしめました。自分が感じることとともに
生きていきたいと思いました。自分がどのように生
きたいか呼び起こすよい機会になりました。

★イベントに登壇したヒーローたちのお話は、私
を含め、多くの方の心に響きました。そして人生の
チャレンジの背中を押すエネルギーにあふれてい
ました。仕事もプライベートも、人生には困難と思
える局面もありますが、乗り越えた先にこそ人生
の醍醐味があると感じさせられました。

★登壇者、観客、さまざまな人生のストーリーが1
つの場所に、同じ時間に集まること。これは奇跡的
なことで、非日常的な体験でもありました。「変化」
していくことは日常からちょっと勇気を出して、1歩
を踏み出すこと。その結果をさまざまな形で表現
している登壇者の方たちから大きな勇気をもらい
ました。

★逆境を乗り越えてきた姿、そして経験をしたか
らこそ心に響く言葉。あきらめない力・勇気。パ
ワーをいただき、「無駄な経験はない！　すべての
ことが自分の成長となる」と改めて感じることがで
きました。
　
★どのゲストもすばらしいお話をしてくださいまし
た。中でもローラ・デッカーさんが話してくれた
「メッシー」という鳥のお話が印象的でした。その
鳥が与えてくれた「糞」というギフトがあって、彼女
の航海が達成できたこと、「ギフト（贈り物）と戦う
必要はない＝ただ受け入れる」と話してくれまし
た。自分にとって都合のよいギフトは喜べる、でも
都合が悪いものは受け入れられない、受け入れた
くないと戦ってしまいます…。私自身、そういうこと
が度々あるので、今の自分に対してメッセージを
いただいたように感じます。

この他にも多くの感想が寄せられ、Facebookや
TwitterなどのSNSでもカンファレンスの様子を
取り上げていただきました！

7月16日（日）　　　　　　　ロバート・ウォルター／ヒーローズジャーニー1日ワークショップ
7月20日（木）　　　　　　　ジュディス・ディロージャー／セルフリーダーシップ1日ワークショップ
7月21日（金）～23日（日）　　ジュディス・ディロージャー／パッション・イン・アクション
7月17日（月）　　　　　　　リチャード・グレイ／脳科学を追求するNLP1日ワークショップ
7月25日（火）、26日（水）　　リチャード・グレイ／スピリチュアリティワークショップ
7月28日（金）～30日（日）　　リチャード・グレイ／アーキタイプ（元型）とヒーローズジャーニー
　　　　　　　　　　　　　あなたの人生と世界を変えるワークショップ

　本誌2ページでレポートしたヒーローズジャーニーカンファレンス
JAPANを皮切りに、7月中、海外からお越しいただいたゲストを講師に各
種セミナーやワークショップを開催しました。心理学を学ぶ方、人生を探求
したい方など、こちらへも多くの方がお越しくださり、「自分らしさ」「本当の
自分」といったキーワードをテーマに人生を学びました。ヒーローズジャー
ニーカンファレンスで何度も語られた「一歩を踏み出そう」という言葉。こ
のシリーズワークショップで、多くの方が一歩を踏み出されたのではない
かと感じています。

ジュディス・ディロージャー氏
NLPを学ぶ人にとっては、彼女が来日するだ
けでもビッグニュースだったはず。温かな愛の
エネルギーに満ちたジュディスのほか、アメリ
カ・イギリスよりトップレベルの講師2名も来日
し、「本当の自分」という宝物を探しました。

リチャード・グレイ博士
ワンネスグループでもおなじみのグレイ博士。
ユーモアたっぷりのワークショップで、今夏も参
加者を楽しませてくださいました。困難な局面も
「ユーモア」という魔法で、ポジティブなチャレン
ジに変えてくれるグレイ博士はさすがです。

ロバート・ウォルター氏
ジョーゼフ・キャンベル財団創設者で代表のロ
バート・ウォルターは、ヒーローズジャーニー研究
の第一人者。参加者一人一人が自らのストーリ
ーを見つけ出し、それをチームとして共有するな
かで、人生の法則を見つける体験をしました。

★日々、内面に変化がありました。蓋をされてい
た過去の記憶、歌を歌ってくれる人に気づいて
涙があふれてビックリしました。未来のプロジェ
クトについて、具体的なビジョンが見えたこと、
やることがわかったこと。楽になれたことは大き
な収穫です。
★すべてパーフェクトに感動しました。NLPの
ワークがこんなにイキイキと創造的だと感じた
初めての体験でした。NLPを創り上げたジュ
ディスの感性の豊かさ、新鮮さ、シンプルさ、深
さに感動しました。

★参加された方の感想★
★知識がなかったので最初は戸惑いがありま
した。しかしリチャード・グレイ博士がその度分
かりやすく説明していただいたおかげで助かり
ました。今回学んだ事を日常生活で活かせるよ
うに練習していきたいと思います。
★ゴールデンサークルで良いステートを作り出
せてよかった。またいつでもこのステートを引き
出せるように日々、練習をしようと思いました。
自分の中に素晴らしいものが備わっていたこと
を教えていただきました。

★「神話の法則」は、特別な人だけの法則ではなく、皆、
その法則のもとに生きていて、そこに気付くか、気付か
ないかの違いで、気付くとより有意義な人生を生きられ
るのだと感じました。「私を諦めず、私の人生を生きてい
こう！」と決めることができました。最大の障害をも自分
の"かて"にして生きます。ありがとうございました！

Thank youforeveryone!

★同じグループになった方々のストーリーをお聞きし
て、自分と同じことを感じ経験し、乗り越え、同じ未来を
目指していると思えて、とても感動しました。この人生を
生きる勇気をもらいました。そのことが、とても嬉しいで
す。ありがとうございました。この一体感を忘れずに、こ
れからの人生を生きていきます。
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問題ギャンブル対策の先進国で学ぶ取り組みの数々。
全米協議会・ラスベガス視察レポート。

関西京都今村組×ワンネスグループ、魂ゆさぶる共演!
「生きる」情熱を踊りに込め、11月は福岡でパフォーマンス。

沖縄のすべての若者に「笑顔」を届けたい!
from OKINAWA

7月26日（水）in沖縄

　今年1月に、ワンネスグループ沖縄の施設を見学していただいたことから、交流が始
まった関西京都今村組。子どもたちの生き直しの場所として踊りのチームを結成し、活
動を続けている彼らによる公演「関西京都今村組1stライブin沖縄」が、7月に浦添市
で開催されました。60名もの今村組ダンサーチームが「魂」のこもった踊りを披露して
くださいました。ホールに集まった観客は600名を超え、人々の心の中に「生きる勇気」
を届けることができたと感じています。
　今村克彦代表より、ワンネスグループのクライアントの方もぜひ一緒に踊ろうと声を
かけていただき、この度、11月18日（土）、19日（日）に、福岡市で開催される「ふくこい
アジア祭り」に参加することが決定しました。きっかけは、今村代表が施設見学に訪れ
たとき。施設で過ごしているクライアントの明るい表情を目にして、よい意味でのカル
チャーショックを受けたと語ってくださいました。今村代表は「一回人生のどん底を経

関西京都今村組の踊りは、かっ
こよくて「圧巻」のひと言につ
きます。メンバーには生きづら
さを抱えていた時期がある人
も多くいます。生きづらさを仲
間とともに克服していくプロセ
スは、私たちの活動にも共通点
があります。

最後はクライアントもスタッフも
一緒になってダンシング！自分
の体を動かして、周りの人も一
緒になって笑顔になる。ホール
には踊りの持つエネルギーが
満ちていました。

験した人たちが、またこうやって明るく立ち直ろうとしている姿は、もっと世の中に伝え
た方がいい。そのためにはダンスが一番適しているんじゃないか？」と話してくださいま
した。最初はできるのだろうかと思っていた沖縄スタッフも、ふたを開けてみると参加
したクライアントがどんどん本気になる様子を見て、サポートに力が入っています。クラ
イアント自身も自分たちがここまで熱くなれるとは思っていなかったというほどの気合
い十分で、本番に向け、心をひとつにして自らの表現を磨いています。ワンネスグルー
プのクライアントだからこそできる表現が福岡で披露されることが心待ちですし、今後
もプログラムのひとつとして継続してほしいと願っています。当日、彼らの勇姿が依存
症業界の中だけでなく、「依存症からの回復の証」として社会へのメッセージとなること
でしょう。ふくこいアジア祭りは80チームのべ3000名が参加するビッグイベント、
堂々と存在感を発揮してほしいです。応援、よろしくお願いいたします。

Report 4

7月18日（火）~25日（火） 名古屋ダルク・ワンネスグループが
初のジョイントイベントを開催。

Report 6

9月23日（土・祝）in名古屋

臨床経験30年を超えるアメリカの専門家とともに。
カウンセラートレーニング・講演会を開催しました。

Report 5 9月12日（火）in東京、19日（火）in大阪 9月13日（水）~18日（月・祝）認定カウンセラートレーニングin奈良・沖縄

ワンネスグループ共同代表　三宅隆之
　7月下旬、私と通訳スタッフの川口は、NCPG（全米問
題ギャンブル協議会）の総会に出席するためにアメリカ・
ポートランドへ向かいました。31回目となる全米総会の
テーマは‘LISTENING,LEARNING,LEADING’（聞き、
学び、先導する）。総会を通して、今回も多くの学びと出会
いがありました。
　ここ数年の私の興味は、ギャンブルについての新しい
問題、そして、予防についてのありかたです。総会の初日
は「スポーツとギャンブリング」のカンファレンスに参加。
学生アスリートとギャンブル、今、アメリカで話題の
eSports betting、スポーツギャンブルのスポンサーに
なることの問題など、多岐に渡る話題が提供されました。
　eSportsは、例えば対戦型のゲームをスポーツとして
とらえる際の名前で、日本でも徐々に知られるようになっ
ています。アメリカではその勝負がギャンブルの対象に
なり、対戦等に勝つためのアイテムの取引にギャンブル
性を有するものがあることについても問題になっていま
す。その意味でも、青少年に対しては、ゲームとギャンブ
ルをワンセットにした予防教育が必要であると改めて感
じました。
　2日目は「州全体の（問題ギャンブル）予防システムの
構築」カンファレンスへ。オハイオ州の事例を参考に
SAMHSA（米国物質乱用・精神衛生サービス局）の戦略
的予防フレームワーク（SPF）を使ってのグループワーク
を行っています。以下に例をあげます。
・SPFの段階的手順に沿って、地域のもつ予防教育や  
　理解促進のニーズを評価
・地域の問題ギャンブルに対する対策の準備度を尺度を
　使って明らかにする。
・特定のグループに対して、エビデンスに基づくマーケ   
　ティングの戦略を使ってメッセージを伝える。

韓国KLACCスタッフの皆さんと。個別カウンセリング、義務予防
プログラム、その他プログラムを無料で提供しているそうです。

映画などで語られる昔のイメージから脱却を図るラスベガス。カ
ジノストリートから車で15分ほどのところにある、古くから活動
を行う依存症施設（The Problem Gambling Center）も視察
させていただきました。

ワンネスグループ創設者の矢澤祐史が進行を務め、名古屋ダルク
の柴代表とともに、依存症業界のこれまでを振り返り、未来を展望し
ました。

多くの国、団体から関係者が集った総会。毎年、盛況ですが、そ
れだけ大勢の方がギャンブル問題を抱えているということの表
れとも言えます。

多忙なルーグル博士ですが、いつも笑顔で多くの知
識と経験を与えてくださいます。今回、ワンネスグ
ループのギャンブル等依存症対策のアドバイザーに
就任していただきました。

　ギャンブル等依存症（ギャンブルやギャンブル性のある遊技な
ど）の対策についてワンネスグループでは、かつて苦しみの中に
いた経験「当事者性」と、ギャンブル依存についての体系的な知
識「専門性」の2つを併せ持つ者が、その最先端に立つことでより
実効性が高まると考えています。
　その考えに基づき、ギャンブル依存症者の回復支援を行う当
事者スタッフの研修目的で、2014年からIGCCB（国際問題ギャ
ンブルカウンセラー認定委員会）との連携をスタート。そして9月
中旬に、国内第2期となるカウンセラー認定トレーニングが開催さ
れました。今回は、グループ以外の回復支援施設のスタッフも参
加し、代表のロリーン・ルーグル博士（メリーランド大学医学部）
が、5日間にわたり、生物学的、心理学的、社会学的な側面からカ
ウンセリングに必要な知識と技能を講義しました。
　参加者は、「いままでは自分の経験と、先輩から伝えられた知識
だけを頼りにしてきたが、今回の講義で支援の軸ができたように
思います」「アブスティナンス（断ギャンブル）以外にも、問題解決
の選択肢があるということが分かった」「ギャンブル依存症者にも

いくつかの分類ができるということは、現場にいて薄々感じてい
たけど、先生の講義でそれが言語化できてよかった」など、成果を
手にしていました。
　また、講義の前後には、東京と大阪で「アウトリーチから継続ケ
アまで」をテーマにフォーラムを開催し、遠くは北海道から九州ま
で様々な立場の皆さまにご参加いただきました。カウンセラー認
定講座のエッセンスを盛り込んだ講演内容に、参加者も「ギャン
ブル依存症そのものや、ギャンブル依存症者について分かりや
すく知ることができた」という声が多く寄せられました。
　国の動向としては、ギャンブル等対策基本法が衆院解散に伴
い廃案、仕切り直しとなりました。ワンネスグループは、これを対策
の遅れととらえず、中身のある対策を考える好機として「ギャンブ
ル等依存症を知る」ための様々な機会を提供しています。今回の
ルーグル博士の再度の来日はそのひとつであり、認定カウンセ
ラーも20人規模と徐々に増えることで、国内各地の依存症対策
に寄与できるのではないかと考えています。

IGCCBはギャンブル依存症の研究者を中心に構成
され、ギャンブル依存症に特化しつつ、包括的に依
存症をカバーした世界に類を見ないプログラムを開
発しています。今回は「自身の視野が広がった」とい
う感想を多くいただきました。

依存症回復支援業界の未来は？ これからの日本に必要な支援のあり方とは？

　長い伝統、そして回復の実績を積み上げ、依存症者
の居場所を作り続けた、依存症回復支援施設。その伝
統を大切にしながらも、依存脱却にとどまらない、その
人自身の変容…、可能性に向かって日々生きていくた
めのサポートが求められている。その必要性を、「マイナ
ス10からプラス10の回復」を掲げているワンネスグ
ループでは感じ、具体的な取り組みを続けています。
　その姿に共感いただき、今回、初のジョイントイベント
を行ったのは、NPO法人名古屋ダルク（名古屋市）の皆
さん。「専門家育成の先にある日本の依存症業界の未
来とは」と題して開催した今回、地元名古屋の方だけで
はなく、関東や関西からも参加者が訪れ、会場はほぼ満
員となりました。
　イベントでは、名古屋ダルク、ワンネスグループ双方
が、これまでの歩みや現在の取り組みを紹介。人材育成
を通した施設間連携のモデルについても理解していた
だけたのではないでしょうか。
　後半は、ワンネスグループ創設者の矢澤祐史がコー
ディネーターとして座談会を実施。名古屋ダルク代表理
事の柴真也氏、ワンネスグループの伊藤、三宅両共同
代表、オーバヘイム副代表が登壇し、それぞれの回復
像、これからの日本に必要な依存症回復支援などにつ
いて話し合いました。

参加者のそれぞれが抱える問題や課題を乗り越えていくアイデア
が今回のイベントでは語られました。

　日本国内でもギャンブルなど依存症者についての全
国的な数値は出ていますが、地域によって、その割合は
変化します。たとえば都道府県における依存が背景と思
われる自殺者数、依存が引き起こしたと思われる犯罪件
数、債務整理や自己破産者の件数、虐待やDVの件数な
ど…。これらは地域における問題ギャンブル対策を考え
る上での基盤になりそうです。
　メインカンファレンスの分科会では、韓国で2001年に
開設され、業界ではよく知られているカンウォンランドア
ディクションケアセンター（KLACC）のカウンセラーが、
センターの取り組みを発表しました。センターには予防・
治療・リサーチ・地域と若者のための教育などを行う専門
カウンセラーがいるそうです。「様々なタイプのプログラ
ムやサービスで、スパイダーマンのような粘着力のある
セーフティネットを張り巡らしたい」というコメントが印象
的でした。
　総会後にはラスベガスに移動し、カジノでのギャンブ
ル依存症対策について、MGM担当者からレクチャーを
受けました。秋からは、カジノエリア内にギャンブル依存
などについての情報提供や相談窓口を設置、すべての
従業員が問題について学ぶそうで、この流れはラスベガ
スの他のオペレーターにも波及するかもしれないと、担
当者は話していました。
　日本における「カジノができれば依存症者が増える」と
いう考え方はステレオタイプであり、情報不足に基づくも
のだと私は考えています。アメリカでは、問題ギャンブル
について様々な利害関係者が、その低減を目指した活動
を時に地道に、時にダイナミックに行っています。日本で
も、民間団体や一部医療機関、業界団体が対策に乗り出
しています。それらが連携したときに、日本国内の問題が
解決に向けて舵を切るのではないでしょうか。私たちに
は「聞き、学び、先導する」責任があります。

　国内外で最先端とされる心理支援スキルを導入した
理由。施設運営だけではなく予防から就労支援、継続ケ
アまでを見据えた、包括的な問題解決を目指す意味。そ
れらの答えは、すべて私たち自身が必要だと感じたから
です。単に依存から離れるだけでは、解決できなかった、
自身の奥底に潜む、自身を苦しめる生き方のパターン。そ
してそれが、依存の背景にあったという事実を知った私
たちは、よりよい生き方…、プラス10の回復を目指した
ときに、日本国内にあったセオリーを超える必要があっ
たのです。参加された皆さんも、この事実について深い
共感を示されました。
　今回のイベントが、これからの日本における依存症回
復支援を考え、実行するためのアイデアとなれば幸い
です。
　今回のイベントを通じて、名古屋ダルクのスタッフの
皆さんとワンネスグループのスタッフ達が企画広報か
ら当日開催まで、互いに力を併せて行うことができたと
感じています。
　この2つの団体が、今後も東海地区において、様々な
場面を通じて連携を行い、依存症で何かを諦めている
人たちにとっての「解決策」となればと思います。



ワンネスグループ横浜オフィス

★こちらの講座をご縁あって勧めていただき参加しています。元々、支援職をしていたことや、
私が当事者の家族ということもあり、回復者やその家族の生活の一助となればと思ったのが受
講の動機でした。

★日本の依存症を取り巻く環境は、先進国である欧米に比べて20~30年の遅れがあると言わ
れる中、本講座は講師の片桐先生がNADAIという権威ある米国の依存症介入プログラムを、日
本のクライアントに合うように自ら編集したテキストを使い、最新の情報も取り入れつつ、丁寧に
教えて下さるのでわかりやすいです。

★今まで依存症の分野で専門的に学んだことはありませんでしたが、高度な知識もモチベー
ションを保ちながら進めて行ける内容となっており、思い切って始めてよかったと思っています。

★第1期受講生の方の感想★

　依存症を抱える方、ご家族への支援を関東でも―。
ワンネスグループはこの度、関東地区では、東京オフィスに続き2
カ所目となる拠点、横浜オフィスを11月に開設する運びとなりま
した。
　当オフィスは、「問題ギャンブル対策センター・横浜」としても活
動し、ギャンブルやギャンブル性を持つ行為などがコントロールで
きないことで問題を抱えた方をサポートします。具体的には、セミ
ナー開催、相談、家族会、当事者支援、そしてカウンセラー育成な
ど、ワンネスグループの他施設で実施しているサービスを、問題
ギャンブル対策センターでも提供できるよう、現在準備を進めて
います。
　また、横浜市内の福祉、医療機関とも連携を進めることで、地域
における依存症問題の解決や社会的リスクの低減に寄与できる
よう活動します。またワンネスグループでは同様の拠点を大阪市
内にも準備中です。

住所：横浜市中区海岸通4－23マリンビル808
TEL：045-264-4365
FAX：045-264-4366 （11月1日から）
電話対応時間：月曜～金曜10:00~17:00

　11月は北海道（苫小牧、旭川、札幌）、東北
（青森、盛岡、仙台、郡山）で開催。詳しくは最
終面のイベント紹介欄をご覧ください。
　電話（フリーダイアル）やメールといったワ
ンネスグループの相談窓口には、今年に入り、
北海道や東北からのアクセスが増えていま
す。私たちを「遠いけど近い」存在としてより
いっそう活用していただけるように、各地にお
住まいの皆さまとワンネスグループをつなぐ
ヘルプラインをさらに強く太いものにしてい
きます。

日時：12月10日（日） 14:00～16:00
場所：かながわ労働プラザ第3会議室
　　 （横浜市中区寿町1-4）
※予約不要／入場無料
　セミナーについてのお問合せは
　ワンネスグループ奈良オフィス 0745-24-7766まで

横浜オフィス キックオフセミナー開催！
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Information 2

NADAI（米国薬物・アルコールインタベンショニスト協会認定）
アディクションカウンセラー養成講座〈第２期〉開講！

ワンネスグループで学ぶ、依存症専門職としての知識と技術。

Information 3

ワンネスグループ横浜オフィスが11月1日始動！
～問題ギャンブル対策センターを併設～

　心の専門家として知識と技術を学び、依存症問題の解決を目指すカ
ウンセラーとして活躍する方を育成する「アディクションカウンセラー
養成講座」。活動の場所、開講場所を増やして、第２期が開講します。
　1年間の本講座では、アメリカの薬物・アルコールインタベンショニ
スト協会（NADAI）認定の資格が取得でき、依存症回復の現場でカウ
ンセリングやセミナーを開催することが可能になります。国内での依存
症回復支援の現場は、これからさらに拡がると考えられます。しかし、カ
ウンセリングやサポートが必要な方に、まだまだ十分な支援が届いてい
ない状況ですので、カウンセラーとしての活躍が期待できます。依存症
の当事者・ご家族の支援をしたい方、カウンセリングの幅を広げたい
方、一緒に学んで、第一線で活躍しませんか？

会場:ワンネスグループ東京オフィス
木曜昼クラス13:30～16:30
（毎週木曜日／１年間）
日曜クラス10:00～17:00
（月２回日曜日２コマずつ／１年間）

開講クラス（12月～2018年１月開講予定） 講座概要
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会場:ワンネスグループ横浜オフィス
火曜夜クラス18:30～21:30
（毎週火曜日／１年間）

会場:セレニティパークジャパン名古屋
金曜昼クラス13:30～16:30
（毎週金曜日／１年間）

会場:大阪市内を予定
日曜クラス10:00～17:00
（月２回日曜日２コマずつ／１年間）

1.「依存症」とそれに関わる心理学を学ぶ（１～１４回）
2.「依存症」へのカウンセリング技法を学ぶ①（１５～２８回）
　（家族療法、認知行動療法、アセスメントなど）
3.「依存症」へのカウンセリング技法を学ぶ②（２９～４０回）
　（グリーフケア、トラウマケア、ロールプレイ、事例検討など）

受講のメリット
・認定資格の受験資格
・専門分野の拡大と技術の向上
・用意される実践の機会　・セミナーが開催できる
・質の高い学びを継続させられる仕組み
・エキスパートとしての証明
・次世代のエキスパートを育てる資格
・初心者の方でも、しっかりとエキスパートになれる
・受講者のお仕事、生活、周囲への成果
・普通では出会えない、ユニークな人脈や仲間

主 催
JAAI 日本アディクションインタベンショニスト協会

詳しい内容、費用などのお問合せ先
katagiri@oneness-g.com
※また、ホームページか同封のチラシをご覧ください。
http://oneness-g.com/jaai/semi_nadai_addiction/

講師紹介
心理カウンセラー歴14年。
心理療法（臨床心理）だけで
なく、他の心理学の分野、脳
科学など様々な方面から依
存症回復支援のための方法
論を説明する。日本の依存
症支援業界のパイオニアと
して活躍できる人を育てる
ことを使命としている。

ワンネスグループ心理カウンセラー

片桐淳

　毎日仕事をする、毎日ごはんを食べる、毎日楽しく笑う…。多くの人たちは、これら
を当たり前として、毎日生活しています。しかし、その当たり前ができない人たち
がいます。障がいがある方々の取り巻く社会環境を知るイベント「LIVES TOKYO 
2017」が、東京ミッドタウンで開催され、ワンネスグループも出展。多くの来場者で
一日中賑わいました。
　メインステージでは、障がいを持ちながら福祉分野の仕事に活躍される方の講演
やパネルディスカッション、パフォーマンスなどがくり広げられ、ブースゾーンでは、
バリアを解消する先端技術の紹介や、デモンストレーション、物販などが行われました。
　依存症経験者も、働き、食べ、笑いたい。しかし世間の依存症に対する見方、
スティグマ（社会的な烙印）によって、その思いが消え去りそうになります。私たちの
活動は、時にそれら負のレッテルと真っ向からぶつかります。様々な反応を起こします
が、世間の依存症に対する見方を変えていくためにも必要だと思っています。
　今後も、LIVES TOKYOのようなすばらしいイベントに賛同し、私たちだからこそ
できる「はたらく・たべる・わらう」を発信します。

「知ることは防ぐこと、知ることは解決への第一歩」
をモットーに、ワンネスグループの拠点がない地域
を訪問し、地域の方に情報提供を続けている「依存
症を知るセミナー」キャラバン。今年5月の東北に
続き、7月は北海道へ。グループ共同代表の三宅隆
之とスタッフの井上麻希が北見市、帯広市、釧路市
を訪問しました。北海道キャラバンの統一テーマは
「依存症と‘生きづらさ’」。依存症に苦しむ方の共通
点としてあげられる「生きづらさ」に焦点をあて、依
存症を考えています。
　夏のキャラバンは、7月8日（土）の北見会場を皮
切りに、帯広、釧路と道東地区を回り、各会場では
依存症ご本人やご家族だけではなく、司法、行政の
関係者や地元のカウンセラーなど、様々な立場の
皆さまにご参加いただきました。各地域では、これ
までも依存症の理解促進や相談などの取り組みを
されてきています。セミナーにおいて私たちは、依
存症を経験し、専門的トレーニングを経験した立場
から各地域で役立てて頂けるような内容にするべ
く心がけています。会場からは「当事者の経験を聞
く機会が少ないので勉強になった」という言葉だけ
ではなく、「地域における依存症対策に必要なもの

ワンネスグループのブースでは、活動を紹介
した動画上映や、出版物の展示販売などを行い
ました。

メインステージでは、障がいを乗り越え活躍す
る方による講演会が開催されました。

依存症回復支援を行う他のグループからもスタッフが参加
してくださいました。同じ目標のもと、ともに学べることは
喜びです。日本の依存症業界の変化を実感しました。

リカバリーダイナミクスをもっと自分のものに。
ラリー・ゲインズ氏が来日、講座を開催。

　リカバリーダイナミクスは、ワンネスグループにおける依存症回復プログラムの
根幹的なプログラムとして重要で、9月、クライアントにプログラムを提供する専門
家としてのプロバイダー認定講習が、奈良オフィスにて開催され、スタッフが参加
しました。
　今回は米国より、セレニティパーク代表のラリー・ゲインズ氏が来日され、直接、
講義を実施。プログラムの内容や依存症の生物学的な側面からの幅広い知識、ラ
リー氏ご自身の経験を惜しみなく伝えてくださいました。講習を通して深めた学びを
しっかり実践し、クライアントの回復サポートを充実させていきます。
　またこの講習には、ワンネスグループだけでなく、名古屋ダルクと静岡ダルクか
らも参加いただき、支援者として横のつながりを構築することができました。日本
における依存症回復支援の未来に繋がる大きな機会になったといえるでしょう。

リカバリーダイナミクスはアメリカ
において、故ジョー・マキュー氏
が中心となって開発されたプログ
ラム。ラリー・ゲインズ氏は後継者
として、普及に努めてきました。

訪れる度に広報をサポートしてくださる方や行政関係の方など、つながりが
増えていきます。関係性を構築することで、厚みのある社会的セーフティ
ネットに発展している実感があります。

広大な北海道を三宅と井上の二名で移動しました。開放感ある風景に心が
和みます。

オフィスは、みなとみらい線の馬車道駅から徒歩５分。す
ぐ近くにはランドマークタワーなど素晴らしい景色が広
がります。

は何かを知る機会になった」との声を頂きました。
　前回、3月のキャラバンでも同様のことを感じまし
たが、依存症の社会資源がないと悲観するのではな
く、生きづらさの解消という広めの話題で当事者グ
ループを作ることもでき、また、インターネットを介し
てつながりを作ることもできるのだということをご
理解いただくことで、資源が増え、問題解決のきっか
けにもなるということを、より多くの方に知っていた
だきたいと思います。

障がい者の「はたらく・たべる・わらう」を
知るイベントにワンネスグループが出展。

Report 8

Report 7

Report 9

「依存症を知るセミナー」キャラバンが、
夏の北海道を訪問しました。

北海道にワンネスの輪の広がりを実感しています。

7月8日（土）~10日（月）in北海道

9月10日（日）in東京 9月6日（水）~8日（金）in奈良
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