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新年明けましておめでとうございます
会員、関係者の皆様の支えでアパリの活動が続いておりますことに心から感謝と敬意を申し
上げます。私たちの活動の原点は、司法、福祉、矯正、地域社会（警視庁）の制度の中で抜け
落ちている様々な問題点に積極的に参加し、包括的な連携を自治体、国家に提案してきまし
た。その何点かは実現して参りました。
薬物問題というのはまさに狭間のまた狭間です。ようやく警察庁がキーワード“回復支援を
支援する（再乱用防止）”というかつて考えられない新しい事が始まりました。警視庁も受け
入れるためには時間がかかっていましたが、昨年の秋に再乱用防止にようやく重い腰をあげま
した。苦しいときもあきらめずに続けてきたことが実現されました。これからも私たちは社会
で一番立場の弱い人たちにまなざしを合わせていきます。
社会の中で差別され、相談するすべも持たない人たちにも、グッド・
ニュースを届けていきます。塀の中で捕らわれている人たちにも“良き
知らせ”を伝えていきます。
皆様の上に豊かな恵みがあらんことをお祈り申し上げ、新年の挨拶に
かえさせていただきます。

平成20年 元旦
理事長 近藤 恒夫
近藤

恒夫

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

発行日
2008年1月1日

ＡＰＡＲＩとは、
アジア太平洋地域
アディクション研
究所（Asia-Pacific
Addiction

Research

Institute)の略称で

す。
全国のDARCやMACの
各施設、福祉・教
育・医療・司法関
係者と連携しなが
ら、依存症から回
復しようとする
方々を支援してい
るシンクタンクで
す。

事務局長 尾田 真言
目次：
マイアミのドラッグ･コート判事である、ジェフリー・ロジネック氏に龍谷大学矯正保護研究
センターとＮＰＯ法人アパリが主催するドラッグ・コート研究会において、基調講演をしていた
だくよう、現在交渉中です。日程は、2008年3月8日(土)順天堂大学（東京）、3月10日(月)龍谷
大学（京都）を予定しております。詳細は決まり次第、アパリのホームページ等を通じてご案
内いたします。
ロジネック判事はフロリダ州デイド郡で２代目のドラッグ･コート判事として1999年からド
ラッグ･コート判事の職に就いています。私がロジネック判事に最初にお会いしたのは、2002年
11月にマイアミのドラッグ･コートを傍聴させていただいたときです。私はこれまで７人のド
ラッグ･コート判事の法廷を傍聴しましたが、もっともフレンドリーな方でした。全米ドラッ
グ･コート専門家協会が毎年１回春に開いている3,000人規模のトレーニング・カンファレンス
において、2003年から、リノ、ミルウォーキー、オーランド、シアトル、ワシン
トンＤＣの５回ともお会いすることができ、交流を深めてきました。かねてより
ロジネック判事からは、判事一人を招聘するのではなく、検察官、公設弁護人、
保護観察官、リハビリ施設のスタッフ等も含めた、ドラッグ･コートのチーム全
体を招聘してもらえないかと言われていたのですが、今回は予算の関係で判事一
人を招聘することになりました。予算さえ獲得できれば、次回はチーム全体に来
てもらって、日本で模擬裁判等をやってもらうことなどを計画しています。
ロジネック判事
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アパリの司法サポート・プログラム

覚せい剤で執行猶予中の再犯者にダブル執行猶予
事務局長 尾田 真言
１

同種前科のある者に対する再度の執行猶予がどれほど大変なことなのか

従来、覚せい剤事件で執行猶予判決を受けたことのある人に対しては、執行猶予期間が満了した日からさ
らに5年程度経過していないと、次の覚せい剤事件では執行猶予はつかないというのが、近時の覚せい剤事件
における量刑の相場でした。たとえば、初犯の覚せい剤事件で平成12年1月10日に懲役1年6月執行猶予3年と
いう判決が言い渡された人が、8年後の平成20年1月10日までに判決が言い渡されるときには、ほぼ例外なく
実刑判決が下されます。執行猶予期間中であればなおさら執行猶予判決は言い渡されません。執行猶予期間
中に2回目の事件の判決が確定してしまう場合には、１回目の執行猶予が取り消されて、1回目と2回目の刑期
を足し合わせた期間、刑務所に行くことになります。
もっとも例外として、刑法25条2項本文は、保護観察の付いていない執行猶予期間中の者に対しては、①言
い渡された判決の期間が１年以下であり、②情状に特に酌量すべきものがある場合には、再度の執行猶予を
付することができる旨、規定しています。 私は、近時の裁判例の中で、覚せい剤事件の執行猶予期間中に再
度の執行猶予が言い渡されたという事案を聞いたことが一度もありませんでした。
ところが、最近、大阪地方裁判所において、平成18年5月に覚せい剤所持で懲役1年2月執行猶予3年に処せ
られていた被告人に、平成19年12月に懲役1年執行猶予5年保護観察付という判決が言い渡されました。覚せ
い剤の同種前科があるにもかかわらず再度の執行猶予付き判決が言い渡されたのです。

２

絶賛発売中！！
アパリの石塚副理事長、尾
田事務局長、嶋根研究員が
執筆しています。
本書は、従来刑罰しかな
かった薬物事犯者対策に薬
物依存症治療を導入したド
ラッグ・コート制度を日本
でも創設しようと提案する
日本で初めての書物です。
「日本版ドラッグ・コー
ト」
定価：2,625円（税込）
発行：日本評論社
最寄りの書店でお買い求め
ください！

執行猶予期間中の再犯者Ａ氏の第一審判決内容

私は平成19年10月に弁護人を通じて、執行猶予中の再犯でありながら保釈が許可されていたＡ氏を紹介さ
れました。非常に珍しいことですが、覚せい剤で執行猶予期間中でありながら、自宅を制限住所とする保釈
の許可決定が出ていたのです。Ａ氏が大阪在住だったので、大阪ダルクに毎日、薬物依存症回復プログラム
に参加できるように手配しました。これに応えて、Ａ氏も午前、午後、大阪ダルクの施設内ミーティングに
参加するとともに、その合間を縫って、仕事も行い、夜は自助グループに参加するという生活を、その日か
ら２ヵ月半の間、ほとんど毎日休まず継続してきました。アパリが司法サポート・プログラムを開始してか
ら約８年になりますが、Ａ氏はもっとも真剣にプログラムに取り組んだ１人です。
Ａ氏に対して、裁判所は、①初犯のときも今回も覚せい剤所持１件であり、覚せい剤への依存性や常習性
は深刻なものにまでは至っていない、②保釈後からほとんど毎日ダルクに通っている、③反省文を提出して
今後もダルクに通い続けるとともに、妻や知人の監督に服すると述べて反省の態度と更生の意欲を示してい
る、④アパリ事務局長が被告人の薬物依存脱却に向けた真剣な取り組みを評価すると証言した、⑤雇用主が
今後も雇用し続け被告人の更生に助力すると証言した、⑥遅きに失する感は否めないが被告人自身の意識や
被告人を取り巻く環境がその更生に向けて大きく変化したといえる、⑦現状が維持される限りは再犯可能性
も高いとはいえない、⑧直ちに実刑を科すより、現状における更生への努力を見守りたいようにも思えると
いう9つの理由から、「情状に特に酌量すべきものがある」と認定し、「再度その刑の執行を猶予し、専門家
の指導の下に社会内で更生する機会を与えるのが相等である」との判決を頂くことができました。
Ａ氏は判決後もそれまでと変わらず、プログラムへ参加し続けています。
その後、この第一審判決に対して検察官が控訴したため、今後さらに大阪高裁において審理が続けられる
ことになりました。Ａ氏が回復プログラムに参加し続けている限り、あえて原判決を破棄して刑務所に入れ
る必要はないと考えます。なぜならＡ氏は覚せい剤の再乱用防止のためになしうることをすべてしているの
ですから。

３

薬物依存症回復プログラムについての補足

私はこの８年間、薬物依存症回復のための道筋を作ることを主な業務としてまいりましたが、特にＡ氏の
ように、薬物依存がさほど進行していないかのように見える被告人の場合、薬物依存症回復プログラムへ参
加することそれ自体が、薬物への親和性、依存性、常習性を認めることになるとして否定的な考え方をする
弁護人や、プログラムへの参加を拒否する被告人と出会うことが何度もありました。しかし執行猶予期間中
にまた同じことをしてしまっているのですから何も問題がないと判断する方が間違っているのではないで
しょうか。三度同じ過ちを繰り返さないようにするために万全の準備をすることに対して裁判所からマイナ
スの評価が与えられることなどないでしょう。世間でいまだこのような誤った考え方がなされる背景には、
止めたくても止められない状態になってしまう薬物依存症と、薬物中毒（幻覚・妄想という精神症状を特徴
とする薬物の慢性中毒）との区別が為されていないことにあると考えます。精神症状が出ていないからまだ
大丈夫などという間違った理解がある限り、再犯者は後を絶たないでしょう。
諸外国では特に初犯者に対して、社会内処遇を中心とした薬物依存症回復プログラムの受講を義務付ける
国が多くあります。より早い段階で、病識がなく否認の強い薬物依存症者に依存症回復プログラムの受講を
義務付けることが、薬物依存症者を減らすために大いに有効であると考えます。
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家族のための連続講座

薬物依存症と家族の対応について（3）「回復とは･･･」
カウンセラー 町田
政明
薬物依存から回復とは、薬を止めれば良いというわけではなく、生き方を変えることで
す。実際、回復とはどのようなものなのか、又そのプロセスについて話を進めます。
①解毒
一般に薬物依存症の人が精神科病院に入院して解毒するのには、薬物依存の人が言う
「ガッチャン部屋」すなわち保護室に1週間から10日間ほど入って解毒します。長い人で
1ヶ月以上居る人もいます。依存症の病院に勤務していたときに感じたのは、薬物依存症の人
が保護室から出て解毒が終わっても、本当の意味で体から薬は切れていない感じで、禁断症
状なのかしばらく精神的にイライラして切れやすくなっていたり、落ち着かなかったり、人
の話が聞けなかったり、ちょっとした音や人の言葉などに敏感になったりする状態が続きま
す。その人が以前のような落ち着いた状態に戻るのは、薬を切って1年から2年かかる気がし
ます。1年ほど経ってやっとまともに人の話を聞けるようになり、ミーティングでも他人の話
が自分の中にどんどん入り始めてくる気がします。
②否認
この病気は否認の病気と言われ、本人は自分が依存症とは思わない病気です。薬物依存症
の場合は、本人が精神的におかしなことを言ったりやったりして任意入院や措置入院等に
なったり、又は薬物の所持や使用で逮捕されたりして、医療機関に紹介されて治療がはじま
る事が多くあります。逮捕されてからアパリの司法サポートに繋がり治療がはじまる人も多
くいます。病院で解毒しても本人はイライラした状態で人の話が聞ける状態でなく、又体が
少し楽になると自分は依存症でないと否認します。今度はちゃんとやります、今度は仕事を
まじめにやるなどと真剣そうに言うので家族もそれを信じて同じことの繰り返しで、又再発
を繰り返します。根本の薬物依存症の治療をしないと、どんな約束をしても薬物は止まりま
せん。本人はこの病気を否認しますから、まず家族が依存症のことを学ぶことをしていかな
いといけません。自分の力で何とかするという人はいずれ何とかできなくなってお手上げに
なり、自分の無力を認めなければならなくなります。その意味でいったんきちんと否認する
ことは大事な作業です。
③回復のはじまり
回復のはじまりは、生きることがどうにもならなくならないとはじまりません。例えば、
病状が悪く入院をする、薬物の所持または使用で逮捕される、借金で首が回らなくなる、別
居または離婚される、家賃が払えなくなるなど生活がどうにもならなくなる時が、回復の
チャンスとなります。家族が恐れている事が実際に起こらないと回復のチャンスは訪れませ
ん。恐れて尻拭いをしている間は、問題が起きても回復には至りません。本人が「このまま
ではダメだ」と思わないといけないのです。それは家族も一緒です。家族もこのまま援助し
ていてもダメだと思わないと、依存と被依存の関係は続いて行き依存症の回復ははじまりま
せん。
④回復は仲間に会うことから
「どうにもならない」「このままではダメだ」と本人が言う時、出来るだけ苦しい時に仲
間に合わせることが良いと思います。出来るだけ苦しい時といっても、精神症状が激しい時
にはいったん離脱症状が治まるまで待たないといけませんが、あまり楽になり過ぎてもいけ
ないので、ある程度精神症状が治まったらなるべく早いうちに自助グループＮＡやダルクに
行くのが良いと思います。最初はイヤイヤ来ていたダルクやＮＡミーティングでだんだんと
仲間の話を聞いていると、不思議と自分の経験と同じ話をするので、なんでだろうと思いま
す。ミーティングを重ねている間にそれは病気だからと気が付くようになり、仲間の話から
自分の病気を受け入れていくようになります。
今まで止めたくても止められない、犯罪をしてまで何で薬物を手に入れようとするのか、
薬物依存症の人しか理解できないような行動を、仲間は理解してくれます。そんな中にいる
と今まで担いでいた荷物が軽くなる気がします。自分の居場所を発見するのです。正直に話
すミーティングの中で、自分のいろいろな面に気づき少しずつ変化していきます。その変化
が回復といえます。また別な言葉で言うと成長ともいえます。このように仲間の中で12ス

「薬物依存症と家族の
対応セミナー」開催！
日時：平成20年２月３日
（日）10時～１６時
場所：アパリクリニック２
階ミーティングルーム
講師：町田政明
参加費：8,000円（会員は
6,000円、２名で参加の場
合は14,000円）
お申し込みはアパリ東京本
部までお電話ください。
定員は20名です。

家族の体験記
好評発売中！！
ギャンブル依存症に悩む

家族の物語
～絶望から希望へ～
この本には、ギャンブル依存
症で悩む8人の家族の体験が
綴られています。これは真実
の物語です。家族の貴重な体
験を知ることができる貴重な
一冊です。
定価：1,000円
発行：ホープヒル
（アパリで販売中）
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回復したくない人とのつながり
ニューヨークとロンドンのサービスをみて
ソーシャルワーカー コトー

アパリ発行
「Ｂｏｒｎ・Ａｇａ
ｉｎ（ボーン・アゲ
イン）」
体験談 販売中！
2005年5月に第２版が
発売になりました。
体験談が13人分収めら
れています。
アパリではこの本を拘
置所や刑務所にいる人
への差し入れ用として
使っています。

定価：1,500円
(会員価格:1,000円)
お申込はメールか
ファックスで
FAX：03-5830-1791
ﾒｰﾙ：info@apari.jp
ご住所、お名前、お電
話番号をご記入の上お
申込下さい。

アパリでの仕事を通して、“底つき”せずに回復することはないのだろうかと、よく考える
ことがあります。回復への関心を持たずに薬物を使い続けている人とつながることができるよ
うなサービスが社会にあるのだろうか、無ければどうしてなのか、なにか良い方法はあるの
か…などといろいろ考えをめぐらせたりします。
たとえきっかけは強制的なものであったとしても、ダルクやNAなどのリハビリ施設（ある
いはプログラム）や、精神科の医療施設につながることがあり、そこで薬物依存からの回復に
向き合うようになれば、あとから振り返って“底つき”したと言えるのでしょう。しかし、薬
物依存者すべてが、回復につながる“底つき”を必ず経験するわけではなく、なかには回復に
至るまで相当な困難や苦痛を伴うこともあり、最悪な場合は命を落とし､“底つき”を経験しな
いこともあります。つまり、私たちは結局のところ薬物使用が止まり、回復の方向へ向いてい
る人からしか“底つき”を聞くことができず、そうでない人の“底つき”を知ることはありま
せん。そして、底をついた場合というのも、薬を使い始めてから長期間が経過し、その間に本
人や周りの人が社会的にも身体的にも精神的にもさまざまなダメージを受けていることがほと
んどです。
薬物依存は進行する病気であることがわかっていながら、ただ本人が“底つき”を迎えるま
で待っていなければいけないというのは、援助職としてやり切れなく思うことがあります。と
はいえ、薬物依存のまっただなかにある人は、薬を止めて回復していこうと思える状況ではな
いのですから、その人に、真っ正面から「回復しようよ＝薬やめようよ」と言うこともどうも
効果的とは思えません。それならば、薬物を使っている人にもメリットがある何かが提供でき
ればいいのではないでしょうか。すなわち、その人が薬物使用を止めることは無くても、使い
続けている間に受けるさまざまな（社会的、身体的、あるいは精神的な）ダメージを少しでも
減らせるように支援するという方法をとることができるのではないかと思います。日本ではこ
ういう考え方やサービスは馴染みがうすいのでしょうが、外国では取り入れているところが
けっこうあります。私はかつてニューヨークで、薬物使用者を対象にした民間の非営利団体が
運営するサービスセンターで働いていたことがありますが、そこでもやはりそのようなサービ
スを提供していました。この夏から秋にかけて、幸運にも再びニューヨークを、そしてロンド
ンを訪ねる機会に恵まれましたので、それぞれの都市で私が見てきた薬物使用者向けに提供さ
れているサービスを少しご紹介したいと思います。

ニューヨークとロンドンのサービスセンター

ニューヨークの住居地区

ニューヨークでは、ハーレム、ブロンクス、ロウワーイーストサイド などと呼ばれる地区に
ある非営利団体によって運営されているサービスセンターを訪ねました。こうしたサービスセ
ンターは入寮施設ではなく、朝から夕方まで利用者がいつでも訪ねられるようにオープンして
いる、いわゆるデイサービスです。サービスのなかにはグループセラピーやカウンセリングが
ありますが、こういうプログラムは回復を目指すものなので、自ら回復したいと思うように
なった人や、ドラッグ・コートなどにより強制的に受けることになっている人たちが参加して
います。では、回復への関心を持たない薬物使用者たちが利用したがるサービスにどういうも
のがあるかというと、例えば、ただ2時間ほど遊ぶ（しかもランチなどの軽食付で）というの
があります。リビングルームでサンドイッチやポップコーンを食べながら好きな映画をみた
り、あるいは、参加者みんなで博物館にいったり、ボーリングをしたりすることもあります。
交通費や食費も含めて利用者はお金を払う必要は一切ありません。あるいは、サービスセン
ターで鍼灸・マッサージを受けたり、清潔な注射器具やコンドームをもらうこともできます。
サービスセンターのなかにクリニックを持っているところもあり、そこでは、精神科だけでは
なく、C型肝炎やHIV・エイズなどの感染症の診察もおこなっていて、薬物依存に理解のある
医療スタッフのもとで治療を受けることができるところもあるのです。
こうしたサービスセンターは、薬物使用者が集まりやすい場所にありますが、さらに、アウ
トリーチと言って、数人のスタッフがセンターを出てサービスを提供するために街中を歩いて
まわることもします。わざわざそのセンターまで来ようと思わない人も当然いますので、
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そういう人たちとの接点をもつために、センターからさまざまなグッズ（コンドーム、注射
器具、パンフレットなど）を持ち、出前サービスをするのです。私もアウトリーチに参加さ
せてもらうことができたのですが、金曜日の夕方に２人のスタッフと一緒にロウワーイース
ト という地区の住宅街をまわり、公園のホームレスや路上でまったり過ごしている若者の集
団に、（彼らからリクエストがあったので）注射器具やコンドームを配ったり、サービスセ
ンターのチラシを渡したりしました。こうした地道なアウトリーチにより、サービスセン
ターと薬物使用者がつながるきっかけを作っているのです。
ロンドンでは、ノースケンジントン、ストックウェル、サザークと呼ばれる地区のサービ
スセンターを訪ねました。そこでも、薬物依存からの回復に対する関心の度合いに関係なく
レクリエーションプログラム、注射器具の配布・交換やコンドームの配布などのサービスが
提供されています。また、ロンドンで初めて見たのですが、携帯用の注射器・針の廃棄用容
器も配られています。これは硬いプラスチック製の容器で、大きさはいくつかありますが、
一般的なのはタバコケース２〜３箱分くらいのサイズで、ふたを開けると、注射器具を入れ
るための穴があり、その穴から器具を容器のなかに入れると、取り出すことができない（正
確には取り出そうとするのはとても困難な）つくりになっているのです。
ロンドンではいくつかの薬局が非営利の団体と連携することで、薬局で注射器交換してい
るところもあります。その薬局にいけば、無料で注射器具を入手することができます。誰で
も注射器をもらえるので、旅行者の私でももらえます。店員さんが私に「注射器いる？」と
尋ねてくださったのですが、丁重におことわりしつつも、前述の廃棄用のプラスチック容器
はいただいてきました。ニューヨーク、ロンドンともにサービスを利用するには登録が必要
になるのですが、登録方法はいたってシンプルで、住んでいる地域の郵便番号だったり生年
月日などとイニシャルを合わせた登録番号を、便宜上作成するだけです。身分証明書などの
提示は一切必要ありません。ロンドンの薬局でもイニシャルと滞在先のホテルの郵便番号だ
け書いて、グッズをもらいました。
こうしたサービスに共通しているのは、本人が薬物依存からの回復にどの程度向き合って
いるかは関係ないということです。回復したいと思っている人が相談をすれば、もちろんス
タッフはその人の回復を支援するでしょうし、回復について話したくない人は話す必要は一
切ないです。利用者はセンターの持っているメニューのなかから自分の欲しいサービスを選
べばいいのです。しかし、スタッフは利用者の回復についてただ受け身なのではありませ
ん。専門のソーシャルワーカーなどが、本人が回復に対する動機づけをどの程度もっている
かを把握しながら、状況に応じた方法でその動機づけを効果的に高められるよう接している
のです。こうしたサービスは、すぐに回復へと結びつくことはないかもしれませんが、薬物
を使用している間に受けるさまざまなダメージを減らすメリットがあります。その結果、ア
ンダーグラウンドにひそみがちな薬物使用者と地域の保健サービスが接点を持つことができ
るのです。
薬物使用者が、貧困（無職・ホームレスなども含め）、トラウマ、共依存、HIVやC型肝炎
といった感染症などさまざまな問題を複合的に抱えやすいことは日本でも外国でも共通して
います。例えば注射器具やコンドームを入手したり、より衛生的な静脈注射の方法やオー
バードーズ（過剰摂取）となったときの対応方法を学んだりすることで防げる身体的なダ
メージがあり、鍼灸・マッサージを受けることで一時でも忘れられるストレス（精神的なダ
メージ）があり、社会保障、医療、就職、家探しなどの相談にのることで減らせる社会的な
ダメージもあります。こうしたサービスセンターは、いつかその人が薬物の使用を止めたい
と思う日が来るまで（あるいは来なくても）、分け隔てなくサポートする身近な応援団なの
です。そしてそれは使用者本人だけではなく地域や社会にとっても有益なものとなるでしょ
う。
私はダルクがこうなっていくべきだということを主張するつもりはありません。ダルクは
回復者による自助グループとして、すばらしい役割を果たす団体であり、いまの日本の薬物
依存回復にとって貴重な社会資源です。薬物使用者が回復のことを考えられるような状態で
はないときからつながることができて、いつか回復を考えたときに、ダルクへ橋渡しできる
ようなサービスが日本でも展開されていけば良いのになぁと思うのです。壮絶な体験をもっ
て“底つき”にたどり着くことでうまく回復につながる人もいるでしょう。しかし、長期間
の薬物使用で本人だけではなくその周りの人たちが相当なダメージを受け悲惨な状態になる
のを防ぐことが重要となる場合もあるでしょう。そういうケースは、少しでもダメージを抑
えながら、緩やかに薬物使用から回復へ移行していくことでうまくいくこともあるのではな
いだろうかと考えているのです。

Page 5

ロンドンで入手した注射器廃
棄用容器（マグカップより少
し大きい）

ロンドン市内で注射器交換
をしている薬局

ニューヨークで訪ねた団体
CitiWide Harm Reduction
http://www.citiwidehr.org/
Lower East Side Harm Reduction Center
http://www.leshrc.org/
New York Harm Reduction Educators
http://www.nyhre.org/
ロンドンで訪ねた団体
Blenheim CDP (Community
Drug Project)
http://
www.communitydrugproject.org.
uk/
Mainliners
http://mainliners.org.uk/
Stockwell Project
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塀の中からのメッセージ
ヒデ

塀の中からのメッセージ
は、アパリで身元引受をし
ているヒデさんからぜひ掲
載して欲しいとお手紙をい
ただきました。
ヒデさん、ありがとうござ
いました。そして１日も早
い出所をスタッフ一同心待
ちにしています。

「薬物依存」
ＤＶＤ販売中！
アパリが作成したDVD
で本人の体験談や、近
藤恒夫の話が約30分間
収められています。
学校での薬物乱用防止
教育、行政の職員の研
修で利用されていま
す。
1枚

3,000円

FAX：03-5830-1791
ﾒｰﾙ:info@apari.jp
ご希望の方はご住所、
お名前、電話番号をご
記入の上お申込下さ
い。

始めまして。薬物依存症のヒデです。
薬をどうしても止める事ができずに、今は刑務所で生活しております。
私は今まで何度も、何度も薬を止めたいと思いました。ですが、上手にはいきませんでし
た。上手にいかないのは当然です。私は自分ひとりで苦しみ、思い、悩みました。だけど又、
薬に手を出す、そんな事を何度繰り返してきたのかわかりません。事実、薬が止められていれ
ば私はこの様な場所で生活する事はなかったのかもしれません。
薬を使用するまでの経路は違うかもしれませんが、淋しかったとかつまらないだとか、そう
いった理由が多いと思います。私もその中の一人です。だけど、皆それぞれに苦しかったので
す。その苦しみは誰に言うことも出来ませんでした。苦しみを言うことは弱音を吐く事と一緒
だと私は思っていました。だけど薬が効いている時は、気が張っているからだと思いますが、
その様な苦しみという感情が湧きません。本当に不思議な事です。
だけど薬が切れると、もうどうしようもなく淋しくて淋しくて誰かに話を聞いてもらいた
いって気持ちになるのです。ですが、薬で狂っている人間の話を誰がまともに聞く耳を持って
くれるでしょうか。少なくとも私の周りにはおりませんでした。本当にツラかったです。私は
もがき、苦しみ、死にもの狂いで立ち直ろうとしました。ですがやっぱり一人じゃ無理でし
た。
私が今思うには、それは「底打ち」という現象に陥っていたのだと思います。やる事全て悪
い方悪い方へと向かっていました。だけどダルクならびにアパリにサポートして頂けるように
なり、少しずつではありますが、私の指針も良い方へ向かっているのかなと感じています。そ
れは塀の中だから言える事なのかもしれません。この中は誘惑等が一切ありませんから。社会
で日々、誘惑等と戦っている仲間と比べたら、私は苦労はないのかもしれません。
だけど今の私には少しずつわだかまりが取れてきた家族が支えてくれています。今まで私の
してきた事はひどい事だったのに・・・今は本当に感謝しております。とても心強い味方で
す。だから私はこれから一人で悩まずに生きていこうと思います。そして１日でも早く出所し
て、同じ依存症という病気に立ち向かう仲間と共に強く生きていこうと思います。

アウェイクニングハウス 入寮者からのメッセージ
「スリップをして気づいた事」
カズヤ
私は、中学生の時1,2回シンナーを吸った事がありましたが、それからはシンナーもタバコ
も酒もやりませんでした。友人も私にはクスリを勧めませんでした。
高校はエスカレーター式に大学までいける進学校に入りましたが、すぐに中退しました。授
業にはあまり出席しませんでした。中退後は町中をうろついたり、友人の所に行きシンナーを
吸ったりしていました。しかし、このままではいけないと思い、もう一度高校に入り直し卒業
しました。卒業後は専門学校に行きました。
その後フリーターのような事をしながら、10年くらい付き合った彼女と結婚しました。しか
し結婚生活はうまくいかず離婚しました。離婚したのと、父親が他界したのが重なり私は崩れ
ていきました。毎日のようにシンナーを吸いました。シンナーで3回警察に捕まりました。
ダルクに来るきっかけは精神病院に入院したときに、先生と母親に勧められたからです。ダ
ルクに入るのは嫌でしたが、裁判の事もあり入寮をする事にきめました。
入寮生活の最初の頃は施設の決まりを破る事を何度かしましたが、半年が過ぎた頃から少し
ずつダルクにも慣れてきて、ミーティングで話すことも出来るようになり、仲間とのフェロー
シップもとれてきましたが、施設の掃除をしている時に、昔使っていたシンナーのような匂い
のするガソリンを見つけてしまい、私は隠し持っていました。少しぐらいならと思い施設の休
みの日に吸ってしまいました。自分の意思では吸わないと思っていましたが、吸わないという
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意思はどこかにいってしまい、使ってしまったのです。
スリップをして気づいた事ですが、私の持つ薬物依存症は厄介で深いものだということ
です。一度始めてしまえば意識が混濁してクスリを止めようとも思わなくなります。施設
で吸った時はどうにでもなれのような感情に襲われた感じでした。吸う原因となったガソ
リンは仲間が処分してくれ、吸った場所には近づかないようにした方がいいとアドバイス
を受けました。私が吸ったことで仲間に大変な迷惑を掛けてしまいました。今後は依存症
の事をよく知って、しっかりダルクで治療したいと思います。
最近では精神科の処方薬も少しづつ減ってきています。また病院へのメッセージにも連
れて行ってもらったり、新しい太鼓の衣装を着て旗もちをしたりと、今までにない経験を
させてもらっています。毎日はとても平凡ですが、その中にも色々な事があるので、どう
せなら楽しく生活が出来たらと思いながら生活しています。

藤 岡 ニュース！
新年明けましておめでとうございます。日本ダルク アウェイクニング
ハウスの山本です。昨年度は本当にお世話になりました。皆様のお陰で
無事に新年を迎えることが出来ました。
昨年度を振り返って見ると、施設にとって大きな出来事がたくさんありました。エレベー
ター、浄化槽の点検、修理、下水の汲み取り、スタッフ・ルーム、ミーティング・ルー
ム、食堂の改装、琉球太鼓のプログラムの開始と新しい衣装、太鼓の購入など、支援して
くださる皆様のご協力とスタッフ、仲間たちの力で様々なことを実現することが出来まし
た。また何にもまして、施設がクリーンになるとともに仲間たちのクリーンタイムも続く
ようになり、今現在では1年以上のクリーンタイムがある仲間が10人にもなりました。こ
れも仲間たちが自主的に行動し、お互いに回復に向かう雰囲気を作ってきたからだと思い
ます。しかし、その反面仲間たちの死という悲しい出来事もあり、薬物依存症という病気
自体、回復することも可能であるけど、死もある事をあらためて実感する年でした。
昨年度出来なかったことや反省点を省みると共に施設として出来る限り良い状態を維持す
るべく、今年もベストを尽くして仲間の手助けをして行きたいと思っております。これか
らも私たち日本ダルク アウェイクニングハウスの活動にご協力、ご支援を宜しくお願い申
し上げます 。
日本ダルク アウェイクニングハウス
ディレクター 山本 大

平成19年12月20日、韓国か
ら精神科医の趙先生が来日
し、MAC&DARCクリスマ
ス・パーティーに参加しま
した。趙先生は韓国におけ
る薬物依存･中毒治療の第一
人者です。今月、自らが院
長を務める国立釜谷病院内
でＴＣ（治療共同体）を始
めるそうです。その病院で
は薬物依存･中毒治療は完全
無料で受けることができま
す。

お知らせ：
アパリ東京本部スタッフの
古澤（サム）が10月末日で
退職いたしました。

＜献金をいただいた方＞ 小山久須美様、加藤ちえみ様、深野圭介様、水沢直子様、
山本忠彦様 安富良和様
順不同
＜献品をいただいた方＞ 安富良和様、猿渡順一様、梅堀文彦様、山崎久仁子様 順不同

施設での一週間のプログラムです！

アパリの活動をご支援
いただきたく献金をお
願いします！
【郵便振込】
番号：00160-7136870
アパリ東京総本部
※日本ダルクアウェイクニ
ングハウスとは振込み先が
異なりますのでご注意くだ
さい。
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アパリの支援

《薬物事犯で逮捕された刑事被告人に対
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

○アパリ東京本部
〒110-0015
東京都台東区東上野6-21-8
電話 ：03-5830-1790
FAX ：03-5830-1791
Email：info@apari.jp

薬物事犯で逮捕

する支援》

面会・差入れ

薬物犯罪で逮捕されたら刑務所に行く

起 訴

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もらって、また

保

釈

薬物のある日常に戻るしかない日本にお
薬物研修プログラ

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。

被告人に群馬県藤岡市にある
アパリ藤岡研究センターで

再犯防止に向けた薬物研修

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

○アパリ藤岡研究センター

成、入寮契約、身元引受契約、出所出迎

（運営：日本ダルク アウェイクニン
グハウス）
〒375-0047
群馬県藤岡市上日野2594番

え、法律相談などあらゆるニーズにお応

電話 ：0274-28-0311
FAX ：0274-28-0313
【入寮条件】
1、薬物依存から回復・自立しようと
している本人
2、男性(年齢制限なし）
【入寮期間】
基本的に13ヶ月
【入寮費】
月額16万円 （初回17万5千円、生活
保護の方も可能）

裁判（情状証人・報告書提出）

えします。なお、日本における薬物事犯
の再犯率は50％ですが、アパリの司法サ
ポートを利用された方の再犯率は５％以

執行猶予

刑務所（身元引受
通信教育・
面会等）

下です。最近では特に、受刑中に身元引
受契約をし、仮釈放又は満期釈放の時に

出所出迎え

出迎えに行き、リハビリ施設に繋げるお
手伝いをしています。
[費用：コーディネート料として一律20万円。但
し、東京以外の地域は交通・宿泊費の実費が必
要です]

執行猶予判決後 あるいは
刑務所出所後
アパリ藤岡研究センターで研修する

【お問合せは東京本部まで】

社会復帰

＜家族教室＞
「エクステンディッド・ファミリー・クラブ」
【対象】薬物依存症などの
諸問題を抱える家族、知
人、友人、援助職従事者
【日時】第1・第3月曜日

日 時

ゲストスピーカー

テーマ

１月21日（月）

岡崎 重人
（川崎ﾀﾞﾙｸ･ｽﾀｯﾌ）

大麻で壊れた

2月4日（月）

加藤

新しい生き方

2月18日（月）

三浦 陽二
自分にとっての回復とは
（沖縄ﾀﾞﾙｸ･ﾁｰﾌﾃﾞｨﾚｸﾀｰ）

18：30～20：30
【場所】アパリ･クリニック
上野２階 （場所を借りていま
す）

隆(東京ﾀﾞﾙｸ･ｽﾀｯﾌ)

【 参 加 費 】 3 , 0 0 0 円
（ご夫婦などでの参加は2名で 3月3日（月）
4,000円になります）

ホームページもご覧ください
http://www.apari.jp/npo/

中野

秀仁(埼玉ﾀﾞﾙｸ･ｽﾀﾌ) 薬物依存症の怖さ

【内容】初めにゲストスピーカーによる体験談を30分お話していただき、その後カウンセラー
の町田がファシリテーターとなり家族との分かち合いを行います。法律問題については事務局
長の尾田が担当します。【お問合せは東京本部まで】

＜個別相談・カウンセリング＞
【対象】薬物依存症などの諸問題を抱える家族・本人など。

発行者：近藤恒夫
編集責任者：志立玲子
平成20年1月1日発行
定価 １部 100円

【費用】45分

9,000円 【場所】アパリ東京本部 501号室

【カウンセラー】町田 政明 [元神奈川県立せりがや病院勤務、ホープヒル代表、寿アルク理
事] 【予約】アパリ東京本部03-5830-1790 【注意事項】当日のキャンセルや変更の場合
は全額いただきます。遅れていらした場合は時間が短くなりますのでご了承ください。

