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「社会復帰した方の体験談」 

タツ 

  

 以前日本ダルクの職員を２～３年やっていて、２年前に辞めて、今は働

いて一人暮らしをしている。回復しているのかしていないのかわかりませ

んが、自分の問題も薬物の問題もだいぶ収まって、日々落ち着いた日常生

活を送っている。 

 元々ダルクに入寮したきっかけは、小さい時からやんちゃで、小学生の

時から煙草を吸い始め、先輩と一緒にバイクを盗んだり、小学校６年生く

らいで原付を乗り回して過ごしていた。生まれは四国の香川県で、当時は

暴走族もあったし、特攻服を着て走ることがかっこいいと思っていた。不

良の世界に足を踏み入れて、気がつけばクスリを使って、ダルクに入り、

今はこうなっている。 

 元々そこそこお金のある家庭で育ち、それが自分にとっては普通で、お金に不自由したことも

なく、欲しいものは何でも買ってもらえていた。服は高島屋や百貨店で買うような家庭だった。

長男でもあったので、幼稚園の時から毎日塾や習い事に行っていた。空手、スイミング、公文、

書道、英語、ピアノ、すごく嫌だった。学校で勉強できないやつが塾に行くものだと思ってい

た。先々いいことあるのかな？と思っていた。親に強制的に行かされていた。高学年になると変

な道に逸れていった。人と変わった道に行きたいと思うようになった。中学に入って不良の集ま

りのところに行った。最初に覚えたのは、睡眠薬、シンナー。中学１年までずっとシンナーを

吸っていた。薬物を使ってバイクに乗って亡くなる人は10人以上いた。首を吊ったり、池に飛

び込んだり、一番記憶に残っているのは、後輩が交通事故で亡くなった。悲しいけれど葬儀は行

けなかった。１年後に線香だけでもあげようと行ってみた。父親と母親にあんたの顔なんて見た

くないと言われ、返す言葉もなかった。そこのおばあちゃんが「いいよ、あがって線香でもあげ

て行って」と言ってくれた。一回きりだった。とても印象に残っていて今でも忘れない。 

 どんなことがあっても病気は進行していく。17歳で初めて覚醒剤を使った。その感想は、こ

の世の中にこんないいものがあったのかと衝撃を受けた。これさえあれば全てうまくいくと思え

た。仕事もせず、親の金を使って、電化製品を売って、車屋で勝手にローン組んで車買って、そ

んな生活をしていた。親の力で生活していた。能力もないのに「俺は金回りがいいな」と思って

いた。覚醒剤もうまく使っていた。恋愛も友達との関係もうまくいっていた。家族は煙たがって

いた。生きているのか死んでいるのかわからなかったので。安定剤飲んで口開けて寝ているとき

に救急車を呼ばれたこともあった。 

 何回か捕まった。少年院には２回行った。１回目は中学3年のときに傷害と窃盗で行った。２

回目は恐喝で捕まった。親も親で息子がかわいいのか弁護士を2人も付けてくれた。保護観察も

付いて出られた。生活はすぐに元通りになった。親には感謝の気持ちは持てなかった。それがで

きないなら親じゃないだろと思っていた。保護観察を終えて、半年か１年後に覚醒剤で捕まっ

た。その時はまだおかしくはなかった。 

 父親が面会来るはずが来てくれない。鑑別所に行っても来ない。少年院に行って１～２ヶ月位

経ってから面会に来てくれた。 
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「お前の人生だからこれからどうするか決めろ。選択肢を2つやる」と。「好きにするならこれで

最後だ」と。「助けて欲しいのなら、引き取ってやるから、言うことを聞け」と言われた。小さい

時からヨシヨシされて育ったので、そう言われた瞬間に怖くなった。どうやって毎日暮らしたらよ

いのか。ダルクがあるからダルクに行けと。そこに行くなら全部面倒みてやるからと。まあしばら

く考えろと。ダルクってなんやねんとずっと思っていたら、京都ダルクから手紙とパンフレットが

きた。なんやここと思った。クスリで捕まったけど、自分は別におかしくないじゃないかと。父親

が次に面会に来たときに「決まったか？、数か月でもいいから行ってくれ」と。ここに行ったら引

き取ってやると。行ってすぐに仮面かぶって生活していれば地元戻って生活出来るかなと思ってい

た。 

 ダルクに行くことを決めて、少年院を出る時に父親にどこに行きたいかと聞かれた。東京に行き

たいと言ったら、初めて東京に連れて行ってもらい六本木のホテルに泊まって、ご飯食べて、浅草

観光して、その足で京都ダルクに向かった。家に睡眠薬が結構あった。睡眠薬を持ってダルクに

行った。気がつけばダルクに馴染んで仲間と楽しく生活していた。大麻を吸ったし、覚醒剤もあ

ぶって遊んでいた。ハウスの人と皆でやっていた。年も近い人がたくさんいて楽しかった。 

 京都ダルク行って半年くらいで「お前もう退寮しろ」と言われた。仕事探せと。父親に電話した

ら実家には帰ってくるなと言われた。地元の友達も大阪に出て遊んでいたので、京都に住もうと

思って、適当に仕事を探して退寮した。 

 その時に見つけたのは、車の掃除や運ぶ仕事だった。京都では大きな会社だった。給料ももらえ

て生活できていた。半年くらい続いた。半年間はクスリは止まっていたけど、お酒は飲んでいた。

仕事はうまくいくかと思っていたら、夏になって暑くなったら、入れ墨だから半袖着れなくて、ち

らっと背中が見えたりして、ある日、裏に呼ばれて「辞めてくれ」と言われた。「そうですか」

と、おもしろくないなと思いながら家に帰った。 

 偶然が重なって、京都の仲間から連絡がきて、「いいのあるよ！」と。取りあえず合流して、見

せられて、一回だけやろうと。一回だけ入れたら使い続けようと思ってしまった。クスリを使う人

生を真面目に生きようと思った。売人と一緒につるんで、仕事もせず毎日クスリを使っていた。半

年くらい経って、おかしくなりだした。見えないものが見えたり、人の声が聞こえたり、頭おかし

くなって父親に電話して、「俺をはめやがったな！」という感じになった。「今すぐ来い」と。息

子を見て父親は頭を抱えた。自分が誰だかわからなくなって、何でクスリを使っているのかもわか

らなかったし、全てがわからなくなった。母親の父が体に入れ墨があって、クスリも使っていた。

僕が中学３年の時に首を吊って亡くなっている。クスリを使っているといろいろと思い出す。 

 最後に京都で疲れ果ててクスリを使ったときに、このまま死んだ方がラクなのかな？ と怖く

なった。回りを見ても友達もクスリをうまく使っているヤツ、止めているヤツもいる。結婚して子

供がいる人もいる。自分が孤独に感じた。人生こんなんでいいのかな？ と思って、止めたくなっ

た。 

 自分の両親は離婚したり、お母さんも３人変わっていて兄弟６人くらいいる。家庭を知らなかっ

たので、ダルクはアットホームで居心地が良かったのかなあと。助けてもらったのは、ダルクの仲

間だった。京都はもうだめだぞと言われた。お任せしろと言われ、ここ以外のダルクは行きたくな

いなと思って一旦帰ったけど、また使っておかしくなった。 

 その時に当時の責任者の加藤さんが良くしてくれた。全て向き合ってくれた。頼れる存在の一人

であった。僕がケンカしたときに加藤さんが止めに入って、加藤さんの足の骨が折れた。でも怒ら

なかった。足を引きずりながらも話を聞いてくれた。「今日は調子どうだ？」って。この人の話は

聞いてみようかなと思った。お任せしてみようと思った。そして富士五湖ダルクに入寮した。 

 １～2ヶ月して富士五湖ダルクのスタッフの石原さんと一緒に日本ダルクに来た。日本ダルクの

篠原さんのところで仕事をした。毎日同じことの繰り返しだった。１年経った頃、上野のNAで一

人の仲間が近づいてきて、「いいのあるぞ！」と言われた。「裏へ来いよ！」と。その時に止めた

かった自分は忘れていた。目の前にある覚醒剤しか目に入らなかった。そして一発入れたのを覚え

ている。 

  

講座の様子 
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 そのあと浅草のネットカフェに行って一晩過ごして、一日２千円の生活費だったから、財布の中に

３～4千円しかなかった。代金払ったら残りが千円しかなかった。外を出た瞬間、真っ白だった。

「あれ？雪が降ってるんだ！」と。すごく悲しくなった。行くところはないし、雪も積もってるし、

財布には千円しかないし、これから先どうしたらいいのだろうと。頼るところもなかった。その時

25歳くらいだった。人生うまくいかないなあと、加藤さんに電話してみようと電話してみた。その

後、篠原さんに公衆電話からかけてみた。「どこにいるんだ！」と、凄く心配してくれた。「タツは

クスリを止めたいのか止めたくないのか、自分で決めろ」と言われた。冷静になって、自分は止めた

いな、幸せな家庭を築きたいなと思った。「止めたいです」と言ったらそのあとに、スタッフのヒデ

ヨシさんが迎えに来てくれた。クスリが抜けるまでヒデヨシさんの家に２～３日泊まらせてもらっ

た。素面になってから篠原さんとお話した。「タツもダルク長いし(その当時で６年くらいダルクにい

て)、どういうところかわかるだろ」と。「いたければいろ」と言ってくれた。そのままサンライズの

寮で生活させてもらった。 

 何もかも自由だった。仲間のところに行くんだったらダメと言わないから、お金貯めて行って来な

さいと。関西の加藤さんのところに行って話を聞いてもらったり、自由にさせてもらった。自由に

ミーティングに行ったり、回復のためにお金を使うと、気づけばクスリのことも忘れていたし、使い

たい思いも薄れていった。毎日が楽しくなった。 

 尾田さんや志立さんに何も言わずにここ（日本ダルク）を立ち去ったんです。頑張ってもダルクの

給料は上がらない。クスリは使いたくない。ダルクを出ようと決心した。これで失敗しても俺の人生

かなと思った。中卒で仕事もしたことないし、全身入れ墨だし、こんな俺でも雇ってくれるところは

あるのかな？と。でもダルクにいたくないし、お金も欲しい。普通の人生を歩みたいと思った。履歴

書の書き方もよくわからない。職歴って言っても16歳から26～７歳まで何を職歴に書いたら良いか

わからなかった。ピット閃いて、父親の会社名を書いてみた。何の仕事にしようか。いろいろ面接に

行った。ハローワークにも行ったり、携帯でも調べた。自分には自信がなかった。学歴もないし全身

に入れ墨も入ってるし。どんな仕事をしたいかもわからなかった。やりたい仕事に行っても相手にさ

れんだろうと。 

 たまたま見つけたのは市場の仕事。初任給が結構良かった。取りあえず面白そうだから行ってみ

た。そこは社会不適合者の集まりみたいだった。煙草はポイ捨てはする、入れ墨を見せながら仕事し

てる人もいっぱいいた。ネックだったのは夜勤で、夜10時から朝8時までだった。半年働いたらだい

ぶ慣れた。肉体的に疲れたけど俺にはこれしかない。選択肢はそんなになかったし、これだけもらえ

てこの仕事ならいいなと思ってやってみた。今まで真面目にやったことなかったし、これにかけてみ

ようと思った。 

 夜勤の仕事はキツカッタです。正直いって人の入れ替わりが激しいし、みんな続かないし、真面目

な人はなかなかいなかった。俺から見てもコイツクソだなと思うヤツもたくさんいた。 

 そんな環境の中でも一生懸命やっていると、顔見れば中卒で悪かったんだろうなという印象だった

自分を専務が「人生いろいろあるけど頑張ってるな！」と。「俺、入れ墨入ってるんで、ちゃんと隠

して仕事するんでよろしくお願いします」と。「入れ墨も隠せば何の問題もない」と言ってくれた。 

 そこから１年半くらいで大卒には負けないくらいの年収にはなった。しばらくして、「稼ぎたかっ

たら営業をやってみないか」と言われた。「何の資格もないし、入れ墨もあるし、営業なんてできな

いですよ」と言った。社長も専務も、「そんなの関係ない、夏場も長袖着てやればいいし、やり方は

俺が教えてやるから」と。何もわからないまま、来月から朝から来いと言われた。 

 翌月から朝５時に市場に行った。やっていることは簡単だった。豊洲の市場から仕入れたものを契

約しているスーパーに売り込むという仕事だった。北海道や大阪に関東近辺の野菜を買って売る。あ

とはその人のセンス。学歴も何も関係ない。専務も中卒で昔やんちゃだった。体にケンカの傷がある

ような人。中卒の俺でも頑張れば年収２千～３千万はもらえると言われた。ルールやマニュアルもな

い。単純に仕入れて売る。最終的には人と人なんですよ。 

 半年ちょっとですが、がむしゃらにやったんです。思うように売れていった。利益も増えていっ

て、半年で従業員30人いる中で売り上げが２位、３位くらいになった。ちゃんと評価して対価を与

えるシステムだった。朝３,４時に起きて市場に行って、一つの市場を任せられている。それっていい

ことというか、なかなかできないなあと。僕は勢いとノリと野生の感だけでやっている。 

 

市場の様子 
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『ほんとうの「ドラッグ」』 

アマゾンで販売してい

ます。 

近藤恒夫著・講談社 

1,320円 

これをバイヤーに売り込んだら、例えば70円で仕入れて80円で売れば店頭に98円で並ぶなとか、

自分なりに計算していろいろと売れていくんです。やっていることは簡単そうに見えるんだけど、

朝も早く起きて誰よりも一番に情報を仕入れて、誰よりも一番にお客さんに売り込む。その努力さ

えすれば、気がつけば足立区に一人で家賃もそこそこのところに住んで、車も買えたし、10年前

の自分と比べたら何一つ不自由なく生きていることが出来ている。 

 目の前に薬が出されたら使う？ 使わない？ 今はこれだけのもの手放したくないという思いの

方が強いからやらないかな？ ダルクの職員の時にも仲間の家を片付けに行って注射器が出てきた

こともあったから、少し慣れているのかな。 

 社会の中で働いていて、休みの日は仲間と銭湯行ったり、ドライブ行ったり、うまく自分なりに

生き抜きしているのでバランスは取れているのかなと思う。でもこの先はわからないです。仕事は

うまくいって貯金もできているけど、明日、明後日になってどうなっているかわからない。止め

たっていう風には思っていないので、そんな感じで気がつけば５年くらいクスリは止まっている。 

 そんな中で今回、志立さんが家族教室でお話してみませんか？という話があって、最初どうしよ

うかと迷ったんです。月曜日かと。明日も４時に起きて仕事行かないといけない。本当だったら今

頃風呂入ってゆっくりしているんですよ。先ほども電話が鳴ったのは、スーパーのバイヤーからの

電話ですよ。今日くらいいいかと、毎日120％で仕事しているとぶっ倒れるので、今日は80％く

らいでいいかなと。市場は水曜と日曜が休みなので、明日ちょっとしんどくてもいいかと、自分自

身のためにここに来ました。僕みたいな話に何か感じるものがあれば嬉しいなと思います。 

     支援につなげる覚せい剤事件の弁護術（13） 
 

嘱託研究員・弁護士 髙橋 洋平 
 

まだまだ続くコロナ禍の中、いかがお過ごしですか。 

今年も９月になりました。やっと外に出られた方もこれから中に入る方、そして中で頑張ってい

る方もそれぞれの状況の中で一生懸命にお過ごしのことと思います。 

変化が求められる昨今。ただ、変わることはとても難しいと感じることもあります。 

最近、薬物の少年事件を担当しました。大麻の所持。１５、１６歳の少年の中でも大麻は流行っ

ているようです。少年鑑別所の中は、詐欺と大麻の少年が多いとか。 

内面の弱気を見せずに強がっている少年。大麻のどこが悪いと言い張る。大麻があるとヒーロー

になった気分で元気にはしゃげるし、仲間と楽しく過ごせると。ただ、よく聞いてみると、少年は

自分に自信がなく、周りと仲良くすることが不得意でいつもひとり。友達も少ない。イライラして

ムシャクシャして、すぐに物事がどうでもよくなってしまうと。 

『ほんとうの「ドラッグ」』（講談社・近藤恒夫著）を差し入れました。裏表紙のドラッグの写

真を喜んでいるのかと思ったら、どうやらちゃんと読んでくれたようで、少年は「Just for to-

day」という言葉をとても気に入っていました。審判でもしっかりと反省の気持ちを伝えていまし

た。しかし、残念ながら裁判官の胸には全く響きませんでした。調査官も顔色一つ変えずに怖い顔

をしているばかりでした。大麻は重罪だ、絶対に許さないぞと言わんばかりに。 

少年の狙い通りにはならなかった審判。きっとイライラしてムシャクシャしているのだろうと思

いきやそうではありませでした。「Just for today」というお気に入りのシンプルな合言葉を胸

に前に進んでいく勇気を持つことができたようでした。 

大人になると素直に受け入れることが難しくなる。変わることも難しくなる。 

また逮捕された自分。一番自分が悪いのです。将来のことはよく考えておきます。これまでも何か

やりたいことがあったわけでもないし、これから何かやりたいということも見つかっていない。自

分でもよくわからないと悶々と悩んでいる。 

これから知識や経験を蓄積していく少年は元気に前に進み、これまで蓄積した知識や経験がある

大人は悩んで前に進めない。 

少年は「Just for today」というシンプルな合言葉で変化を見せてくれました。ここで大人が学

ぶべきことは、変化を恐れずに、ただシンプルに、「Just for today」を実行していくことなの

かもしれません。一日ずつ進んでいけばよいという大切なメッセージを少年から受け取った気がし

ました。 

コラム 

日本ダルク職員だったこ

ろ。近所の定食屋さんで 
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明石書店より 

発売！！ 

全国の書店やAmazon

等でお買い求めくだ

さい！ 

価格：2,000円 
(税別) 

  
 

 

 アパリではアマゾンで簡易薬物検査キットを販売し

ています。この検査キットは違法な薬物を使っている

可能性を陽性、使用していなければ陰性を示す検査

キットです。あくまでも使用の可能性を判断するもの

です。科捜研や麻取で行われている厳密な鑑定とは異

なり、この検査キットで陽性反応が出ても、必ずしも

その薬物を使ったことを意味しません。一部の風邪薬

や処方薬を飲んだだけで陽性反応が出ることもあるか

らです。 

 

よくある質問 

Q ：陽性反応が出たのに被験者が使っていないと言っ

たときはどうしたらよいですか？ 

A ：科捜研や麻取などで行っている厳密な検査をし

て、陽性反応が出なければ、被験者の言うように使っ

ていない可能性もあります。くれぐれも検査で陽性と

いうだけで、従業員を解雇したり、生徒を退学処分に

することのないよう慎重な対応をお願いします。 

 

Q ：検査で陽性反応が出た場合、警察に通報しないと

いけないのですか？ 

A ：① 医師には守秘義務がありますので(刑法134

条)、医療機関での検査については通報義務はないもの

と考えられます。② 一般人には犯罪の通報義務はないので（刑事訴訟法239条1項）、積極的に虚偽の報

告をしたような場合を除き、犯人隠避罪等の犯罪に問われることはありません。 

 

Q ：ほかにも通報しなくても良い理由はあるのでしょうか？ 

A ：社会の中には警察などの取り締まり機関と援助機関があり、それぞれ役割が異なります。警察→検察→

裁判所→刑務所→保護観察所という刑事司法手続を行う機関は、犯罪の抑止力となることが一番の目的です

から、犯罪を発見した時には検挙して処罰することが職務の内容となります。逆に援助機関、ダルクのよう

なリハビリ施設であるとか、精神科の病院、学校などは、回復を支援したり、治療したり、教育することが

目的の機関ですから、警察に薬物乱用者を通報して逮捕してもらうことは職務の怠慢であると考えます。も

し陽性反応がでても一般人には通報する義務はありません。 

  

 ※科捜研や麻取と同じレベルの厳密な検査をを受けたい方は、アパリを通じて㈱LSIメディエンスへ検査

を発注することができます。https://www.medience.co.jp/drugabuse/ 

 

[ウェブサイト] 

https://nyan-jp.net/ 

[Facebookページ] 

日本薬物政策アドボカシーネットワーク 

https://www.facebook.com/Japan.drug.policy.advocacy 

[ツイッター] 

@nyan_advocacy 

https://twitter.com/nyan_advocacy 

[インスタグラム] 

nyan_advocacy 

https://www.instagram.com/nyan_advocacy/ 

マルチタイプ（6種類+ｱﾙｺｰﾙ） 

マルチタイプ（12種類） 

尿検査キット 2,750円 

単一尿検査キット 

覚せい剤、大麻、コカイン 

各1,100円  

※お困りのことがあ

りましたらアパりに

ご相談ください。 

詳細はアパリのホー

ムページをご覧くだ

い。 

https://

apari.or.jp/

testkit/ 
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「気がついてきたこと」 

                                こま 

 初めてニュースレターの原稿を書かせていただきます。薬物依存症のこまです。 

 私が薬物を初めて使用したのは36歳の時でした。性行為をしていた相手に勧められたのが

きっかけでした。酒は飲めずギャンブルの類いには全く興味が無く薬物についてもいわゆる

合法ドラッグも使用したことはなく、いきなり覚せい剤でした。 

「こうゆうモノに１番縁遠いと思っていたお前が薬物を使用しているとは夢にも思わなかっ

た。」 

 地元の幼なじみにそう言われた時に何故、使用していたのか分かりませんでした。 

 薬物を使用しているときは色々な事を忘れられるし性行為の快感も上がるというメリット

はありましたがそれ以上に薬物を持っている私は使用したいという人達に必要とされている

という確かなものが感じられていました。何の取り柄もないと感じ続けていた私にとってそ

れが法を犯す行為でも構わなかったのだろうなと今振り返ると思います。 

 私は地元の高校を卒業後、地方公務員になりその後、一部上場の大手流通小売業に転職し

店舗管理者として関東、東海地方の店舗で勤務していました。仕事に関して特に不満はな

く、むしろやりがいを感じていて積極的に取り組んでいたこともあって上司からの評価も悪

くなく出世も同期に比べて早く進んでいました。家族の中でも特に反抗期もなくいわゆる真

面目で良い子だったと思います。 

 けれども私は幼い頃から世の中で生きてはいけないだろうとか他の人と比べて駄目な人間

なのだろうと漠然とした不安をいつも抱えていました。父や祖父、伯父達や従兄弟の様に家

名に泥を塗ることなく信頼され必要とされ他人から評価こそされても指摘されるような事は

あってはならないのだといつも言い聞かせていた私には心の余裕がなく、周囲からの些細な

言葉にも過剰に反応し傷ついていました。そして何かに失敗したり怒られる度にやっぱり駄

目な人間なのだと確信していきました。いつの頃から出来る事には過剰に逆に出来ない事に

は全くやらないという族や社会から見捨てられないための処世術が身についていました。底

知れぬ寂しさがいつもありました。 

 あの時、辛さや寂しさを誰かに相談できていれば良かったのかも知れません。 

 けれども私には出来ませんでした。弱音を吐くことで益々、ダメと思われるのでは、そん

な事くらいでと怒られるのではという考えが頭をよぎっていました。 

 薬物に依存した生活が長く続くはずもなく平成28年に、東京都内において覚せい剤取締法

で逮捕されました。保釈され実家に戻り裁判で執行猶予の判決を受けた後、家族などの協力

で再スタートしたのですが、私の薬物に対する依存は進んでおり、1年経過した頃から再使

用が始まり、どうする事も出来なくなった私を家族や幼なじみが精神病院に入院させてくれ

ました。9月に九州にある佐賀ダルクへ入所し、平成30年からは職員として仕事をさせても

らうことになりましたが、入所からずっと一緒に生活していた仲間を仲間と思わず、誰に対

しても頑なな姿勢でいたために仕事や生き方などで悩んでも相談する事もせず、再び使用し

てしまいました。 

「助けを求めないと助ける事は出来ないよ。」「生きるための行動しか手助けする事はしな

いよ。」当時の私には、全く届かない言葉でした。 

 平成31年5月から現在の藤岡ダルクに入寮しました。現実を受け入れるのが辛く、何故、

群馬のこんな山奥にとか、こんなところから早く逃げ出してしまおうと思い、仲間と関わろ

うともせずに施設で１人タバコを吸う日々でした。 

「こんな上州の山奥に来させられる程、私は悪い事をしたのか？」とも思っていました。 

 こんな状況を見かねて助けてくれたのは私が関わろうとしなかった仲間達でした。輪の中

に入れてくれ、気に掛けてもらい、少しずつですが落ち着きを取り戻し、現実も受け入れて

いける様になりました。 

  

  藤岡ダルク 入寮者からのメッセージ 

「真冬のタンポポ」 
■発行：双葉社 

価格：1,400円（税別） 

 

※全国の書店または

Amazon等でお買い求めく

ださい。 

※FAXでの注文も承りま

す。 

FAX：03-5312-7588  

ご注文の際には、住所、

氏名、電話番号を記入

し、日本ダルク事務局ま

で。 

NPO法人アパリは、群馬

県藤岡市にある藤岡ダル

クを運営しています。 

同施設の入寮者からの

メッセージをお届けしま

す！ 
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 私の周りにいてくれる仲間は時に耳障りの悪い事を言ってくれます。藤岡ダルクには役割と

いうプログラムがあるのですが、私は働くという部分について抵抗感は全くなく過剰にやり過

ぎてしまうワーカーホーリック的な要素があります。水道担当の際に過剰に動いている私に仲

間達が指摘してくれました。とてもショックだったし腹も立ちました。 

 数日後、冷静になって考えた時にあえて苦言を呈してくれた仲間達に対してありがたいなと

思えました。以前だったらそんな耳障りの悪い事を言ってくる人とは距離を取っていきました

し、関わるのを止めたりしていました。大げさに言えば初めて仲間が出来たような気持ちでし

た。 

「仲間の中で安心感を持って貰いたいし感じてもらいたい。」佐賀ダルク入所中にうるさく職

員に言われた事はこういう事だったのかもと振り返る事が出来るようになり、同時に私の心得

違いにも気がついていく事が増えていきました。安心感を持っていられるのは私にとっての大

きな変化だし、そんな仲間の存在は財産でもあります。 

 そんな気づきや環境下でも苦手な事には相変わらず腰が引けてしまい、エイサーに対しては

最たるモノです。人前で演舞するなんてとんでもない！絶対イヤです！の姿勢でいました。そ

の分、写真撮影やビデオ録画、照明や衣装の洗濯など後方に全力で取り組んでいました。でも

それは私の古い生き方の象徴でもありました。演舞なんかやって失敗したくない恥をかきたく

ないなどの思いがあまりにも強く仲間の意見にも耳を貸さないほどでした。それでも仲間と何

度も話し取り組んでみる事にしました。自分の考えを一旦置いて他人の考えや経験に乗っかっ

てみる事が新しい生き方に役立つのではないかと思ったからです。それでも仲間に教えてもら

いながら練習する度に相変わらず出来ないし下手くそでセンスがないなと痛感させられる日々

なのですけど(笑) 

 藤岡ダルクでの生活も1年3ヶ月が過ぎようとしています。回復とは何なのかはっきりとは分

かっていません。何が変わったのかもはっきり分かりませんし相変わらず色々な事に対しての

恐れや不安がつきまといます。たしかに私は誰かと比べて生きてきました。見捨てられないた

めには手段を選ばず、他人に相談する事もせず虚勢を張って生きてきましたが、他人と比べる

事も虚勢を張る事も我を通して生きていく事も全く必要ないとは今でも思っていません。けれ

どもあまりにも極端でいたために生きていくのが苦しくなっていました。 

 ここでの生活を通して極端な考えや行動が少しずつ緩和されてバランスが取れてきた時、私

の生き方が楽になっていくのかも知れないなと感じているし、薬物の問題がほんの少し遠ざ

かっていくのかもと僅かな希望を感じています。とはいえ、この問題は一生かけて取り組んで

いかないとならない大きな課題でもあることも事実です。薬物を使っていない期間が延びてい

くとつい、忘れがちになってしまいますが、喉元過ぎて熱さ忘れることは足下をすくわれかね

ない事にも繋がります。 

 良いからといって調子に乗るな。悪いからといって悲観的になるな。取り越し苦労はする

な。日々の生活の中で一喜一憂せず、生きていれば当然起こりうる事として冷静にそして丁寧

に毎日を歩んでいければいいなと藤岡ダルクでの生活を通して感じています。 

神流川での川遊び 

コロナ禍の中で藤岡ダル

ク入寮者全員で東屋を作

りました。 

9月28日に予定してい

たアディクション関連

講座の近藤恒夫の講演

ですが、近藤の体調不

良のため、中止とさせ

ていただきます。 

ピンチヒッターとして

弁護士の髙橋洋平先生

の講座に変わりまし

た。タイトルは「薬物

にかかわる法律問題」

です。 

皆さま是非ともご参加

いただきますようお願

い申し上げます。 
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○アパリ東京本部 

〒162-0055 

東京都新宿区余丁町14-4 

AICﾋﾞﾙ１階  

電話：03-5925-8848 

FAX ：03-5925-8984 

Email：info@apari.or.jp 

＜司法サポートのご案内＞ 

《薬物事犯で逮捕された刑事被告人に対す

る支援》 

 薬物犯罪で逮捕されたら刑務所に行くか、

再犯防止に向けた何の取り組みもないまま

執行猶予の判決を受け、また薬物のある日

常に戻るしかない日本において、はじめて刑

罰以外の再犯防止に向けた取り組みです。 

 保釈中の刑事被告人に対する薬物研修プ

ログラム、情状証人出廷、上申書作成、入寮

契約、身元引受契約、出所出迎え、法律相

談などあらゆるニーズにお応えします。なお、

アパリの司法サポートを利用された方の再犯

率は10％以下です。 保釈中のプログラムの

提供、受刑中の身元引受、出所出迎えをし

てリハビリ施設につなげるまでをコーディ

ネートします。 

 ギャンブルの問題が原因で逮捕された方や

クレプトマニアの方の司法サポートも行って

います。 

[料金：コーディネート費用として20万円(税別)。

交通費・宿泊費の実費が別途必要です] 

窃盗、横領、詐欺等で逮捕されたご家族の相

談もお受けしています。 

【お問合せは東京本部まで】 

アパリの支援 

○藤岡ダルク 

〒375-0047 

群馬県藤岡市上日野2594番地 

電話：0274-28-0311 

FAX ：0274-28-0313 

○入寮費：月額13万円+生活費1

日千円（初月のみ14.5万円）

（税別） 

＊生活保護の方も可能 

○入寮条件：薬物依存症から回

復及び自立をしようとしている

本人。男性のみ。 

○入寮期間：個人により差があ

ります。 
https://fujiokadarc.com/ 

特定非営利活動法人 

アジア太平洋地域アディクション研究所 

2019年７月よりホームページが新しく

なりました。ぜひご覧ください。 

https://apari.or.jp 

https://www.facebook.com/

AsiaPacificAddictionResearchInstit

ute/ 

社会復帰 

薬物事犯で逮捕 

保釈(身元引受) 

裁判（情状証人・報告書提出） 

執行猶予 刑務所（身元引受 

通信ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・ 

面会等） 

薬物依存症回復プログラム 
連携関係のある全国各地のダルク等にお

いて薬物依存症回復のためのプログラム

を行う 

薬物依存症回復プログラム 
連携関係のある全国各地のダルク

や病院において薬物依存症回復の

ためのプログラムを行う 

発行者：近藤恒夫 

編集責任者：志立玲子 

2020年9月1日発行 

定価 １部 100円 

起訴(面会・差入・通信ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ) 

出所出迎え

第1月曜 連続講座 第3月曜 アディクション関連講座 

9/7(月) 
第1回 

薬物依存症によるダメージと回復 

9/28(月) 
第4に変更 

№57 

「薬物にかかわる法律問題」    

髙橋洋平弁護士 

10/5(月） 

第2回 

薬物の欲求と「きっかけ」「危険な状

況」への対処について 

10/19(月) 未定 

12/7(月） 

第4回 

本人・家族の心の成長-自立心・自

尊心を伸ばす関わり 

12/21(月) 家族のためのクリスマス会 

1/18(月) 
第3に変更 

第5回 

気持ちの回復：家族自身の気持ちと

本人の気持ちの両方を大事にする 

1/25(月) 
第4に変更 

未定 

11/2(月) 
第3回 

薬物依存症の心にある2つの考え 
11/16(月) 未定 

＜アパリ家族教室スケジュール・東京＞ 

【対象】 

○連続講座（全8回）は家族のみが参加可能で、どの回からでも参加できます。 

○アディクション関連講座はどなたでも参加できます。 

【時間】18：30～20：30  【場所】アパリ東京本部  AICビル１階 ミーティングルーム 

【参加費】3,000円 （2名以上の場合は4,000円）  【申し込み】不要 


