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オーストラリアのハームリダクションをみてきた  

〜インタビュー with 山本大 
 

ソーシャルワーカー コトー 
 

アパリでは、ヘルス＆ハームリダクション東京というプロジェクトを立ち上げ、新たな活動を展開して

います。ヘルスはhealth（健康）、ハームリダクションはharm（害）をreduction（減らすこと）という意味で

す。このプロジェクトでは、ドラッグ使用に関するさまざまな問題を犯罪という側面ではなく、個人や社

会のヘルス（個人であれば健康、社会だと公衆衛生）に着目し、そこでのダメージを軽くすることを目

指した活動を展開しています。こうしたアプローチは欧米諸国で1980年代より取り入れられているも

のなのですが、日本ではあまり馴染みがないかもしれません。なかでも、オーストラリアは早くから取り

入れさまざまな政策やプログラムを展開しています。 

今年１月にダルクやアパリクリニック上野のスタッフがオーストラリアでハームリダクションに関連す

る施設やサービスを視察されました。そこで、今回、そのメンバーの一人であった日本ダルク アウェイ

クニングハウス山本大（やまもと まさる）施設長に、オーストラリアでどのようなハームリダクションに

触れられてきたのか、インタビューさせていただきました。 

 

入所リハビリ施設でのハームリダクション 

コトー（以降、コ）：「おかえりなさいませ。オーストラリアで

はどのような施設やサービスを視察されたのですか？」 

山本（以降、山）：「TC（Therapeutic Community＝治療共

同体という入所リハビリ施設）と、インジェクション・ルー

ム、病院それとドラッグ・コートです。」 

コ：「TCと言いますと、ダルクにも近いスタイルの施設も

あると思うのですが、そうした施設のなかでどのように

ハームリダクションが取り入れられているのでしょう

か？」 

山：「ハームリダクション専門のスタッフが一人います。施

設のなかで何カ所かハームリダクションのキットが置いて

あって、それを管理しているのです。そのキットには、コン

ドームや使い捨ての注射器や他にも衛生的にドラッグを

使用するためのグッズが入っています。つまり、施設は薬

物依存の回復のためにプログラムを提供しているのです

が、入所者が隠れてセックスしたりドラッグを使用するこ

とはどうしても現実的にあって、そうしたときに、感染症

にかかったりすることを予防するためにキットが置かれて

います。そのスタッフは、設置している数を管理している

ので、使用者を特定しようとするものではないのです。」 

コ：「コンドームや注射器は現実的な予防グッズであって、

施設側がそれを使用した人をコントロールしようとする

わけではないのですね。」 

視察した入所リハビリ施設。広い敷地内にある 

住居棟のひとつ 

施設内で展示されているハームリダクションのグッズ 

(注射器、コンドーム、ＮＡのちらしなど） 
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本人･家族･支援者のための 

 

「ギャンブル依存と

の向き合い方」 
 

 

一人ひとりにあわせた支援

で平穏な暮らしを取り戻す 
 

 

ギャンブルだけでなく、

薬物やアルコールの支援

にも共通した内容です。 

 

中村努、高澤和彦、 

稲村厚 共著 

 

発売：明石書店 

定価2,100円（税込） 
 

 

全国の書店でお買い 

求めください！ 
 アマゾンでも購入 

できます！ 

山：「そういうことにはなりません。その施設は敷地がとても広く建物も何棟かあるのですが、住宅

街に位置していました。だから、施設の周辺ではドラッグを使う人も暮らしているでしょうし、施設内

にドラッグを持ち込むことも起こりうるだろうし、また男子棟と女子棟があって、交際は規則で制限

されているとはいえ、そこで暮らすなかでドラッグを使う、セックスする、ということが起こりうると

いうのは現実的なことだと思います。そういう環境であれば、そうしたキットも必要性があるのか

な、と感じました。」 
 

安全に注射ができる公共スペース 

コ：「つづいて、インジェクション・ルームというところに

も行かれていますが、こちらはどのようなものです

か？」（※インジェクション＝注射） 

山：「私たちが訪ねたところは、バーや風俗店などのあ

る歓楽街の駅前にある施設で、そこで安全に安心して

ドラッグを注射できる、という場所です。公共の施設な

のですが、看護師が一人常駐しているところでした。」 

コ：「２４時間空いているのですか？」 

山：「平日は午前９時半から午後９時半まで。土日は午後

５時半まで、３６５日オープンしているみたいです。私た

ちは利用者が来る前の朝早い時間に見学させてもらっ

たのですが、９時半のオープンを待っているんだろう

か、と思えるような人たちが近くに何人かいました。施

設のなかは一人ずつ座って、注射ができるところが

あったり、錠剤を砕いて使うための装置があったり、複

数のタイプの注射器など、さまざまなグッズが置いて

ありました。」 

コ：「地域の警察との連携などはあるのでしょうか？」 

山：「ここでの使用は法的に守られているので、警察が

近くにきて取り締まるということはないとのことでし

た。」 

コ：「ドラッグを安心して衛生的に使える、というインジェ

クション・ルームはハームリダクションの代表的なプログ

ラムのひとつですが、実際にご覧になってどうでした

か？」 

山：「微妙な感じ。感染を広げないという意味では必要なのかとも思うし、理屈のうえではわかるん

だけど。ただ場所を提供するだけではなくて、啓蒙啓発のポスターや情報が置いてあるのだけれ

ど、プラスアルファとなる教育のようなものが必要なんだとも感じました。それと、この施設は行政

が運営しているのですが、その資金は薬物のディーラーから没収した財産で賄われていて、市民の

税金が投入されているわけではないのです。なるほどそういうことか、と思いました。」 

コ：「大変ぶしつけな質問で恐縮ですが、山本さん自身がドラッグを使っていた頃に、こうしたイン

ジェクション・ルームがあったらどのようにとらえたと思いますか？」 

山：「んー、僕は注射が好きじゃなかったから。」 

コ：「答えてくださりありがとうございます。」 

 

病院での医療用麻薬の処方 

コ：「病院も視察していますが、どのようなところだったのですか？」 

山：「精神科の病院でした。そこではヘロイン依存の人たちに対してメタドン治療をしています。通院

の患者さんは、機械で眼球認証を受けるとその人のカルテが出てきて、決められた用量のメタドンが

ボタンひとつで処方される、というシステムになってます。その他にも、覚せい剤依存の人たちのた

めのグループワークもありました。」（※メタドンまたはメサドンは医療用麻薬で主にヘロイン依存症

の治療に使用される処方薬。） 

 

 

インジェクション・ルームの外観。奥が入口。 

インジェクション・ルームのなかはバリアフリー。 

左側のデスクで注射できる。 
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ユニークなドラッグ・コート 

コ：「ドラッグ・コートはいかがでしたか？」 

山：「とてもユニークでした。裁判が始まる前の朝

９時くらいに、その日扱う４０人にたいして判事、

検事、弁護士、看護師、警察、記録係りなどで構成

される１０人くらいのチームでケース会議をおこ

ない、一人一人の処遇を決定します。法廷が開か

れて、一人ずつ判事が処遇を言い渡すのだけれ

ど、薬物検査の結果がマイナス（不使用）と出た

ときに、使用者本人にたいして判事が、よく頑張

りましたね！よくやったね！と声をかけ、チーム

の人たちをはじめその場にいる人みんなが拍手

で讃えるという場面もありました。」 

コ：「ユニークなドラッグ・コートのなかでも、とくに

印象的だったことは何でしょうか？」 

山：「判事が言ったことですが、当事者たちはこのドラッグコートに来ることを楽しみにしている、来

ることによってドラッグ・コートのチームを含めたくさんの人が支援してくれている、ということを

実感できるからだ、と。オーストラリアのドラッグ・コートは裁かれる場所ではなく、日本の刑事司法

裁判とはまったく雰囲気が違いました。」 

コ：「ドラッグ・コートで処遇を言い渡される人たちは日本と違う感じがありましたか？」 

山：「いっしょです。悪そうな人もいたし、まじめそうな人もいました。」 

 

オーストラリア、そして日本でのハームリダクション 

コ：「今回の視察を通して、オーストラリアではハームリダクションはどのように受け止められている

と感じましたでしょうか？」 

山：「社会全体に浸透しているな、という感じです。ドラッグ使用に関連する問題に対して、使用者個

人の人権は尊重され、公衆衛生の問題であると社会全体でも取り組んでいる。社会の一部だけで

は機能するものではなく、司法や行政も含めて考え方が浸透しているようでした。薬物を使う自

由もあるし止める自由もあり、個人の人権を尊重するなかで止めさせようとするのではなく、どう

やって害を減らしていくのかという考え方は非常に合理的だと思いました。」 

コ：「日本ではこれからどのようにハームリダクションが展開されるだろうかとお考えでしょう

か？」 

山：「日本ではコンドームを配布するなど、ハームリダクションに基づく活動はとても限られていま

す。一方で、薬物使用者の間では注射器の共有でC型肝炎の感染が蔓延していて、これは何とかし

なければいけない。C型肝炎やHIV/エイズのようにドラッグ使用に関連する感染症の治療にかかる

費用はとても大きく、個人・社会ともにそれを負担することになる。ダルクのような民間の活動だ

けで感染を減らしていこうとすることは非常に難しいため、行政とともにどのように取り組んでい

くか真剣に考えていく時期だと思います。そのためにもエビデンス（科学的根拠）を出していく、目

に見えるかたちで、どれくらいのダメージを減らすことが可能なのか、医師や研究者などの専門

家がエビデンスをだして合理性を求めていくことが重要ではないでしょうか。」 

 

インタビューを終えて・・・ 

 ドラッグ問題への取り組みとして、需要（ドラッグを求めること）の削減と供給（ドラッグを与える

こと）の削減はよく使われる表現ですが、ハームリダクションも、個人や社会が受けるダメージの

削減という取り組みなのです。ハームリダクションという言葉を初めて耳に（正確には“目に”）され

た方もいらっしゃるかもしれません。今回のインタビューを通じて少しでもその概要をお伝えする

ことができたのでしたらとても嬉しいです。 

 アパリでは、ダルクなどでドラッグ使用者向けの感染症（Ｃ型肝炎やＨＩＶ/エイズ）予防教育プロ

グラムを実施しています。そして、今後も多様なハームリダクションを展開していけるようオースト

ラリアをはじめ海外の“先行くもの”から学んでいきたいと思っています。オーストラリアの実用的・

合理的なプログラムを視察され、貴重なお話を聞かせてくださった山本施設長に心から感謝いた

します。 

ドラッグ・コートがおこなわれる裁判所の入口 

街なかにある注射器の自動販

売機 

いくつかのタイプの注射器のな

かから好みのものを選べる。１本

約２００円。 
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フィリピン プロジェクト再開に向けて 
 

 JICA（国際協力機構）とのフィリピンプロジェクトが昨年3月で終了しましたが、そのプロ

ジェクトを何とか継続させたいと思い、細々と現地への支援を続けてまいりました。 

 昨年、JICAの草の根協力支援型は終了したため、次のステップであるパートナー型に応募

したところ2回不採択（3回が限度）という結果になりました。しかしこの度JICAからのアド

バイスもあり、外務省の「日本NGO連携無償資金協力」というスキームを使い申請を試みる

ことにしました。 

 それに先立ち日本ダルクの三浦が1月にフィリピンに出向き、1/29にはJICAフィリピン事

務所を訪問、1/30には日本大使館を訪問し、アパリがこれまで行ってきた活動とこれからの

抱負を語ってきました。 

 カウンターパートの代表であるリッ

チー氏とも打合せすることもでき、ま

たフィリピンの日本大使館では2名の

書記官が熱心に耳を傾けてくれまし

た。JICAフィリピン事務所の担当の方

の力強いサポートを受け、フィリピン

訪問が実りあるものになりました。 

 近々、日本においては外務省の担当

部署にも挨拶に出向き、申請にあたっ

ての心得を伺ってくる予定です。 

立川拘置所 府中刑務所を参観して 
  

【立川拘置所 ･･･ 尾田真言】 
 収容定員は1000人。21日朝の被収容者数は469人。内訳は未決150人(女子12人)、既決319人

(女子38人)。既決319人中、立川拘置所で経理作業適格者（炊場、洗濯、舎房衛生係のこと）の受

刑者が約90人。経理担当者はすべてB指標の者とのことでした。受刑者の居室を見せてもらったので

すが、1部屋を3人で使っているところがあったりしてゆとりがありました。 

 経理担当受刑者を除き、分類で受刑刑務所が決まれば移送されるのですが、通常2、3か月かかり

ます。その間の刑務作業（内職のようなもの）を確保するのもこのご時世では大変だそうです。社会

の景気が悪くなると、5、6年遅れて犯罪が増えて受刑者が増えるとのことでした。最後に、刑務官

の仕事の魅力を学生たちに一言で説明していただけないかと質問したところ、「いろいろな境遇の人

間模様を見られるのは、普通の人にはできない仕事だ。難しいがやりがいのある仕事。出所にあたっ

て職員に対して感謝の気持ちを持って出ていく人がいると非常に満足感が得られる」との説明があり

ました。 

 

【府中刑務所 ･･･ 森村たまき（国士館大学講師）】 
 国士舘大学の３ゼミ合同で府中刑務所を参観しました。個人的には府中刑務所は12年ぶり4度目、

12年前の参観時に改築中だった工事がすべて終了して全面新築後、はじめての参観となりました。 

 府中刑務所は収容定員2842名と全国最大で、犯罪傾向の進んだB指標受刑者および外国人受刑者

を収容し、暴力団関係者が多い（930人）ことでも知られるまさに「ザ・刑務所」。薬物問題を抱え

る受刑者もきわめて多く、1501人が覚醒剤乱用者であるとのこと。28日朝の被収容者数は2626

名。 

 職員による丁寧な映像付き解説を伺った後、二列になって刑務所内へ。新築となったF指標（日本

人と異なる処遇を必要とする外国人）受刑者の収容棟を抜け、運動場を左手に６人雑居房、浴室見学

後、実際に刑務作業中の工場へ。私語を慎むよう、受刑者をじろじろ見ないようにとの注意を得、学

生たちの表情に緊張が走りました。工場ごとに独特の報告点呼の声が響く中、作業中の受刑者たちの

すぐ脇を通り抜け、遠慮がちに受刑者の様子を伺うと、白髪の高齢受刑者、外国人受刑者が目立ちま

した。白い布を折り畳む作業工場には、特に高齢受刑者が多かったようです。 

 工場を抜け、自動車整備工場脇で緊張解除。ここで車検も受けられるそうで、市価の３、4割安で

済むとはいうものの、代車が出ない、事前の車内点検徹底が求められるなど、部外者にはいささか不

便とのこと。 

 運動用の体育館内部を見、調理場外で本日のメニューを確認後、管理棟に戻って質疑応答の時間を

設けていただきました。受刑者の高齢化（最高齢は87歳、窃盗で21回目の受刑との由）、刑務作

業、経理作業適格者の確保の困難さなどに関する興味深いお話と、仙台刑務所勤務中に経験された東

日本大震災の際のご経験などを伺うことができ、これまで府中刑務所を参観した中で、一番フレンド

リーな対応をいただいた印象でした。ありがとうございました。  

立川拘置所 

2/21に国士舘大学法学部

のゼミの学生5名を連れて

立川拘置所へ参観に行き

ました。 

 

2/28には同ゼミの学生

14名を連れて府中刑務所

へ参観に行きました。 

タタロンの子供たちと タタロンでのミーティング 

府中刑務所 
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アパリ主催 講演会 

「イタリアの薬物依存症者の自立支援策を学ぶ」 
 

 イタリアでは、薬物依存症者を刑務所に閉じ込めるのではなく、地域社会の中で更生・社

会復帰をさせるという画期的な実践がなされています。これは、1970年代にイタリアで、

フランコ・バザーリア医師の提唱により始まった改革、すなわち精神障害のある人を病院か

ら解放し、地域社会の中で回復させるという制度改革や実践をモデルとしています。 

 今回の講演会では、『罪を犯した人を排除しないイタリアの挑戦——隔離から地域での自

立支援へ』現代人文社（2013）を著した浜井浩一氏（龍谷大学）をお招きして、イタリア

において、薬物依存症者が地域社会のなかで、どのように治療や社会復帰の支援を受けてい

るのか、その現状をご紹介いただきながら、日本のあるべき方向性についてお話しいただき

ます。 

 

○講師：浜井 浩一氏（龍谷大学法科大学院教授） 

○日時：2013年４月４日（木）13:30～15:30 

○場所：中央大学駿河台記念館 3F 360号室 
 東京都千代田区神田駿河台3-11-5 

 JR中央・総武線：御茶ノ水駅下車徒歩3分 

 東京メトロ丸ノ内線：御茶ノ水駅下車徒歩6分 

 東京メトロ千代田線：新御茶ノ水駅下車（B1出口）徒歩3分 

 都営地下鉄新宿線：小川町駅下車（B5出口）徒歩5分 

○参加費：無料 

○主催：NPO法人アパリ 

 協賛：株式会社現代人文社  

    

お申し込み方法 
 

お名前、人数、所属、

連絡先を記入し、アパ

リ宛にFAXかメールに

てお申し込みくださ

い。 

 

NPO法人アパリ  

FAX：０3-5830-

1791 

メール：info@apari.jp 

 

申し込み締切3/31 

定員：40名 

定員に達しましたら締

め切らせていただきま

す。 

 

【お問合せ先】 

NPO法人アパリ 

℡03-5830-1790 

 

 

米国 ドラッグ・コートのカイロプラクティックの 

第一人者 アパリを訪問 
  

 2月13日、マイアミのドラッグ・コート創設に深くかかわっていたDr.ホルダー氏が日本人

の弟子を連れてアパリに来所しました。同氏は現在マイアミ等で350床の依存症治療セン

ター Exodus Treatment Centerの所長等をしています。 

 1989年にマイアミで第1号のドラッグ・コートが始まる前に、カイロプラクティックの療

法を用いることで、3年後の再逮捕率を75%から3%まで下げることに成功しました。この療

法が全米約2,600のドラッグ・コートで採用されていて、この療法を1年間受けることを選択

肢に含めているとのことです。 

 この日、アパリスタッフに紹介してくれた「オリキュロセラピー」と「サブラクセーション

にもとづくカイロプラクティック（トルクリリーステクニック）」を日本にも導入することで

依存症で苦しむ人や家族の助けになり、今後の予防法の一つになれば嬉しいとのことでした。 

  

[トルクリリーステクニックとは、従来の骨や関節に 

対するアプローチではなく、特殊な矯正器具インテ 

グレーターにより神経に直接働きかけます。 

オリキュロセラピーは、耳介の神経終末ポイントを 

マイクロ電流で刺激し、神経機能及び脳報酬連鎖反応 

の調和を促し健康増進を図ります。ダイエット・痛み 

のコントロール・依存症・不安症にも用いられてい 

ます。] 

 

※興味のある方は「トルクリリース・センター・ 

ジャパン」のホームページをご覧ください。 

http://www.torquereleasejp.biz/ 

Dr.Jay M. Holder 

DC,MD,PhD 

ホルダー氏 

左から櫻井京氏（ｶｲﾛｼﾞｬｰﾅﾙ編集者）、遠藤

光政氏（米国認定ﾄﾞｸﾀｰ･ｵﾌﾞ･ｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸ） 

尾田事務局長、ホルダー氏、山本大 
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 「新しい生き方を見つける 」 

さとし 

 

この度、アパリニュースへ私のお話を掲載させて頂く機会を下さいまして、ご配慮に感謝い

たします。 

 

 私は、昨年12月末に矯正施設より仮出所という形で出所し、日本ダルク アウェイクニング

ハウスで生活を始めたばかりです。 

 私は、平成23年８月に覚醒剤取締法違反により逮捕され、その後家族や、弁護士、NPO法

人アパリ、そして施設長の協力を頂きまして同年９月末より２ヵ月半保釈期間に収監されるま

で生活した場所でもあります。 

 社会を遠ざけて人から距離を置いて逃げていた私が、急にたくさんの仲間の中で生活できる

かどうか不安に駆られていたのを良く覚えています。正直に言うと緊張と自信の無さで精神状

態は不安定でした。でもこの気持ちは私の取りこし苦労に終わり、施設の仲間は温かく笑顔で

声をかけてくれたり話をしてくれたりしたことを良く覚えています。日に三度のミーティング

では、誰よりも不幸で辛かったのは自分だと思っていましたが、私とは別の辛かった境遇や不

幸な出来事を経験した仲間の話を聞くうちに、自分だけが苦しいのではないことを痛感しまし

た。また、仲間のみんなで協力することで生活の全てを賄う事に対して、回復と目的を達成し

ていく一体感と一人では出来ない事でもみんなでやればいいんだと、気持ちも楽に一度目の施

設生活を終えました。 

 

 矯正施設を仮出所し、二度目の日本ダルクアウェイクニングハウスの生活も１ヵ月半が経ち

ました。私が施設で生活する目的は、今まで考えても答えの出なかった心に積もってしまった

問題を解決し、これからの人生で生きやすい自分を見つける為です。 

  

「私は、自分が何者なのかよくわかりません。自分の自然体もわかりません。もしかしたら多

重人格なのかもしれません。」 

 この言葉は、つい先日ミーティング中にふと漏らした一言です。 

 幼少の頃より同性愛者であることに気づいたことで私が考え０たことは、家族を始め友人に

もそのことを話さず隠し通そうというものでした。その気持ちの根底にあるものは、もし誰か

に同性愛者であることが解ってしまったらいじめにあってしまうのではないか、村八分にされ

て一人孤独になってしまうのではないかという今にしてみれば人の考えを勝手な自分の憶測で

作り上げてしまった妄想だったのかもしれません。そして何より私を恐れにかきたてたのは、

そのことが知れ渡ったときの家族の悲しみです。家族が私が原因で世間から疎外感や冷たい目

で見られたり、言葉の暴力を受けてしまっていたら私は間違いなくその人間を完膚なきまでに

攻撃していたことと思います。 

 

 私が子どもの頃に決めた掟は、同性愛者であることを他人に悟られない為、嘘をついてでも

仮面を被り続けること、かつ他人に悟られた時の為に疎外されないようどんなときでも他人に

必要とされる誰にでも都合の良い人間でいること、そして家族のために常に優秀でいること、

一緒に暮らさないことで世間から家族を守ることです。『防御一辺倒』、これが私の奥底にあ

る人格なのだと思います。 

  

 高校を卒業後進学し、上京してからもこの生き方をずっと守り続けてきましたが、ちょっと

づつ体と心が疲れていたんだと思います。より一層私の考え方と行動は自分と周りに居る人に

完璧主義になり、常に人からどういう評価されているのか気になって仕方なく、人の目ばかり

気にしていた私は毎日が緊張の連続でした。友達といても、家族といても、学校にいた時も、

社会人でいる時も。どんなに頑張ってもどんなに努力しても完璧に人のために生きることは出

来ませんでした。きっと心のどこかで私が私らしく生きていないことをちゃんと気付いていた

からだと思います。一人で部屋にいる時に何ともいえない空虚感におそわれ続けてきました。

そのときいつも思うんです。 

「人の為に頑張って生きてきたのに結局一人ぼっちだ。」と。 

アウェイクニングハウス 入寮者からのメッセージ 

アパリ発行 

「Ｂｏｒｎ・Ａｇａｉｎ  

（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。 

 

書籍のご案内！ 
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Page 7 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 

「東京で何とか暮らしていくんだ。」と固く誓いを守って、頑なになっていた私の疲れた

体と心に徐々にアルコール、安定剤、睡眠剤、鎮痛剤、違法薬物は簡単にさほどの抵抗も無

く入り込んできました。これらの依存物質は、東京での生活を守るために過去から背負って

きた問題に上手に蓋をしてくれ、徐々に万能薬の効果をもたらしてくれました。 

でも薬物は、より一層私の問題を増大させたに過ぎませんでした。そうした依存した生活

も長くは続かず、効き目が無ければ量が増えていく日々を経て２度の逮捕をもって薬に頼り

きった私にもう一度人生をやり直すチャンスをここ日本ダルクアウェイクニングハウスで得

ることができました。 

 

 日本ダルク アウェイクニングハウスでの集団生活の中で、仲間は私がどんな人間であろう

とも全てを受け入れてくれています。日々のミーティングや作業、普段の会話で人との距離

をずっと遠くにとっていた私が心に壁を作らないことで人と生きることの楽しさを味わって

います。 

 ここでの生活で早くも私の中で変化を見せてくれたことがあります。私は以前社会人のバ

スケットボールチームの指揮を長期間執っていました。「チームのみんなの為だ。」と、バ

スケットボールの知識や技術をまず私が完璧に覚えてチームメイトに教えていこうというや

り方を採っていましたが、それも間違いです。人との輪の中でいつの間にか横のつながり

だった関係が次第に縦に変わっていく感覚に、居心地の悪さを良く覚えています。結局、み

んなの為と言いながら、みんなをコントロールして自分の思い通りにしようとしていたのは

私のエゴ以外の何者でもありません。そのことをきっかけに、指揮を執るという立場を恐れ

からずっと避けてきました。 

 今、施設で劇団コミティという集まりがあります。そこで私はコミティの長をしていま

す。台本作り、配役、衣装、予算等、仲間のみんなでわいわい楽しくできています。本当は

コミティの長をやることに恐怖を感じていました。また同じ事を繰り返すのではないかと。

みんなに嫌な思いをさせたくないと。 

 

感謝したいのは、臆病な私の背中を仲間が支えてくれていると言う事です。私は過去に囚

われた大きな恐怖に対して、ほんのちょっとの小さな勇気で長を引き受けています。 

 残りの足りない分は、偉大な力と、仲間がいますから。私は仲間を信頼し信じています。 

『仲間が私を受け入れてくれる、そして自分を受け入れること』、たったこれだけで少し

ずつ人の目も人の評価も気にならなくなってきて、心に長年張り付いて取れなかった緊張感

や人に都合の良い優秀の仮面はボロボロと崩れてきています。子供の時から長い時間と心を

束縛してきた依存という病に向き合い始めた自分がいます。 

 

 『笑顔で生きよう』、これが新しく私にできた掟であり、心の希望です。 

＜アディクション関連講座 講師、テーマについて＞ 

 

平成25年 

3/18(月） 「スペシャル座談会 ～ ダルクの支援方針の違いについて」 

ダルク責任者5名 

 ダルク責任者5名をお招きして、それぞれの支援方針の違いや、 

家族に対してのお願い、その他日頃考えていることなどをざっくばらんにお話いただきま

す。テーマを３つ選び、そのテーマで5名が自由に発言します。同じダルクの責任者であっ

ても考え方は人それぞれ違います。参加者は加藤武士氏（アパリ・ウエスト）、市川岳仁氏

（三重ダルク）、栗坪千明氏（栃木ダルク）、白川雄一郎氏（千葉ダルク）、山本大（日本

ダルク アウェイクニグハウス）の総勢５名を予定しています。 

 

4/15（月）「アパリとダルクの新しい展開」 近藤 恒夫（理事長） 

 年に一度、近藤理事長にアパリやダルクの新しい展開についてお話いただきます。ご家族

からのご質問や意見交換も行います。どうぞ奮ってご参加ください。 

 

新・家族教室のご案内 

「カルデモンメのどろぼ

うたち」 

2/17(日)に京都駅前のアバ

ンティ９階龍谷大学響都

ホールで「カルデモンメの

どろぼうたち」というノル

ウェーの社会復帰思想をわ

かりやすく説明する演劇が

上演されました。刑事法の

研究者やダルクメンバー等

が役者になりました。日本

の刑罰は、人を苦しめるた

めにあるという応報的な考

え方ですが、ノルウェーで

は、犯罪を犯した人には社

会が手厚い保護をして社会

の中にもう一度戻ってきて

もらうことを前提に刑事政

策が展開されているそうで

す。  
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○アパリ東京本部 
 

〒110-0014 

東京都台東区北上野2-2-2 

電話 ：03-5830-1790 

FAX ：03-5830-1791 
Email：info@apari.jp 

＜アパリの司法サポート＞ 

《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、

日本の覚せい剤事犯の再犯率は約60％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10％以下です。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。 

 ギャンブルの問題が原因で逮捕された方の

司法サポートも行っています。（窃盗、横領、

詐欺等）ご相談ください。 

[費用：コーディネート契約料として一律21万円（税

込）。交通費・宿泊費の実費が別途必要です] 

【お問合せは東京本部まで】 

アパリの支援 

○アパリ藤岡研究センター 

（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番地 

電話 ：0274-28-0311 

FAX ：0274-28-0313 

○入寮費 ：月額￥160,000 

 （初月のみ￥175,000） 

＊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。年齢制限はありま

せん。 

○入寮期間： 個人により差があ

るので、話し合いながら決めてい

きます。 

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 

ホームページがリニューアルしま

す。ぜひご覧ください 

 http://www.apari.jp/npo/ 

社会復帰 

薬物事犯で逮捕薬物事犯で逮捕  

保釈(身元引受) 

裁判裁判（情状証人・報告書提出）（情状証人・報告書提出）  

執行猶予執行猶予  刑務所刑務所（身元引受（身元引受  

通信ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ通信ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・・  

面会等）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 

平成25年3月1日発行 

定価 １部 100円 

起訴起訴((面会・差入・通信ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ面会・差入・通信ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ))  

出所出迎え

第1月曜 連続講座・テーマ 第3月曜 ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ関連講座・テーマ・講師 

3/4(月） 
  第3回 

薬物依存症者の心にある2つの考え 
3/18（月） 

№11 スペシャル座談会 

「ダルクの支援方針の違いについて」 

ダルク責任者5名 

4/1（月） 

 第4回 

本人・家族の心の成長-自律心・ 

自尊心を伸ばす関わり 

4/15（月） 

№12 

「アパリとダルクの新しい展開」 

近藤 恒夫（理事長） 

6/3（月） 

 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 

6/17(月) 
№14 

回復者の体験談（2名） 

7/1（月） 
第6回 

子どもの成長を助ける関わりについて 
7/15（月） 祝日のためお休み 

5/6（月） 祝日のためお休み 5/20（月） 

№13 

「脱法ドラッグを使う若者たち」 

嶋根 卓也氏 

（国立精神・神経医療研究ｾﾝﾀｰ）  

＜アパリ・家族教室＞ 

【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･クリニック上野 ２階（台東区東上野6-21-8）   

【参加費】3,000円 （2名の場合は4,000円）  【申し込み】不要 


