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アディクション関連講座№11 ３/18（月）  

5名のダルク責任者によるスペシャル座談会 

「どうなれば回復といえるのか？」  
 

参加者：加藤武士氏（元京都ダルク）、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）、山本大氏（日本ダルクアウェイクニング ハウス）、

志立玲子（司会） 

司会：テーマは「どうなれば回復といえるのか？」です。 

5人いれば5通りの回復があると思います。それぞれが思う回

復についてお話いただきます。 

 

[元京都ダルク：加藤武士氏] 

え～回復。こういうプログラムに繋がって21年目、クリーンタイムは17年を超えている。一

言でいうと。近藤さんも言ってますけど、解決する能力やスキルが高くなっていくことかな。 

 回復しなければならないのか？というと、僕はしなくてもいいんじゃないかなとも思う。生き

ているということが何よりも大事なことで、クスリを使ってようがシラフでいようが、まず生き

るということができないと。回復できないから死んでしまっては、回復のチャンスが０になる。

薬を使っていても生きていれば回復する可能性は１％でもある。親のお金を使い果たしても家を

抵当に入れて借金しても、親からすれば死んでしまえと思われても、僕はそれでも生きている方

が大事だと思う。ひょっとしてその3年後にビシッと止まるかもしれない。実際に京都ダルクで

働いている人は10年近くグダグダと使ったり、病院に行ったり、働いたり、ダルクに行った

り･･･。でもある日止まりだした。今は3年ほどクリーンも続けて京都ダルクの職員になり、彼女

ができ、結婚を前提に付き合っている。15年近くかかっている。じゃその人の人生は失敗だった

のか？ たぶん8年目でみれば、ダメだということになる。何をやっていようが生きているこ

と。誰が回復するとか、よくなるとか、誰であろうととやかく言えるものではない。神様だけし

かしらないことかもしれない。ただ回復のチャンスを提供するだけ。あとは手に出来る人が手に

してよくなっていく。その病気で死ぬ人もいる。そんなもんじゃないかなと思うようになった。

初はそうは思わなかった。クスリ止めたら社会でうまく出来るだろうと。クスリが問題だと、

だからクスリさえ切れば何の問題もないと思っていた。実際、止まれば、アレっと自分の病気に

気がつき、人間関係にも問題あるし、いろんな問題に気づきだした。それでも生きるってことを

やり続ける。 

 今でもいろんなトラブルを起こして始末書を書いたり、ほぼ解雇に近い状態になったり、7分

以内に話すことは出来ないので、どうしても聞きたい方は個別に別のところで・・・。まぁ女性

問題で職場を失う、自ら辞めることになるわけです。ダメなことを

した僕は回復をあきらめて命を落とすのかと？ 首を吊ってその責

任をとればいいのか？ そんな中でもそれと向き合い生きていく。

他の人から死んでしまえと思われても、アディクトなりに生き続け

ていくことが大事なんじゃないかな？  

 頑張っているアディクト、回復した薬物依存者の英雄になるので

はなく、苦しんでいるアディクトの英雄になる。その たる仲間が

近藤ではないかと思っている。僕はそれが回復というかアディクト

が生きていくことだと思っています。 

元京都ダルク・加藤武士 

現在、アパリウエスト 
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[三重ダルク：市川岳仁氏] 

タケゾウと呼ばれています。もうじきクリーンが17年になります。名古屋の生まれ育ちなの

ですが、名古屋ダルク、茨城ダルク、沖縄ダルク、高知ダルク、日本ダルクになる前の近藤さ

んの事務所を経ました。必ずしも優等生ではなく、 初はクスリが止まらない時期もあって、

重複障害もあって、神経症持ちなのでクリーンになっても調子が悪かったです。クスリを使っ

ている方がまだいろんなことが出来るのかなと、止めてからの何年か苦しんだ経験がありま

す。 

 当時は今のように回復のためのテキストはなく、プログラムにしても色んなアプローチはあ

りませんでした。回復者の数も少なくて、クリーン10年の人の話を聞こうと思うと、どこか遠

くまで出かけていかないといけなかった。今ここにいる人は皆10年以上ありますけど。今のよ

うに回復者がたくさんいる時代でもなかったので、とにかく必死だったし、自分が本当に回復

できるかどうかもわからなかった。元々不安が強いので「答え」を持っている人が欲しかっ

た。だから、今日のテーマではないけれど、「どうなれば回復か」自信を持って答えてくれる

人に吸い込まれていく。実際何人かの仲間に付いていった。当時ミーティングでは、正直にな

ること、自分の自我を手放すこと、自我の収縮こそが回復と言われていた。自分の考えを捨て

ろと言われていました。実際12年間毎日NAに行ったんです。それで自分では回復しているん

だと思っていた。ところが、だんだん腹が立ってきた（笑）。周りの人見て、「何でミーティ

ング行かないんだ」とか、「何で好きなことやってるんだ」と。だんだん不寛容になっていっ

た。それが態度にも出ているし、とっつきにくい面倒くさい人だったと思う。自分の意識の中

ではプログラムをやっている気持ちになっていたけど、人の意見に耳を傾けられない。自分よ

り（回数の上で）ミーティングに行っていない人に耳を傾けられない。新しい人の素晴らしい

部分に目が向かないような時期があった。 

10年位で調子を崩した。 初の頃はそれでも自分の役割があった。でも、ダルクも全国に増

えたし、回復者も増えたし、自分の短所が明確になっていった。完全に10年の頃に行き詰って

（プライドが邪魔して、シラフでこんな不甲斐ない自分じゃいけないというので）仲間の前に

出ていくのが嫌で引きこもりがちになった。どんどん世界が狭くなっていった。その時に本当

の意味で助けてもらった。隣に座っている加藤武士とか近藤さんとか大阪の倉田さんとか、入

れ替わり立ち代わり助けてくれた。クスリを止める時以上に仲間に助けてもらった感じがして

いる。それが今の自分の基礎になっている。自分が人に助けてもらっている、受け入れても

らっている、許されているという感覚はクスリを止めて10年くらい経ってからです。それが今

の仲間との関係の基礎になっている。 

 薬物依存者としてのアイデンティティしかないことも辛かったんだと思う。いつもどこでも

薬物依存の回復者として紹介される。常に回復に役に立つことをしゃべれみたいに期待されて

いる。つま先から頭のてっぺんまで薬物依存者でいなきゃいけない感じ。町で人に会うと

「あっ、ダルクさん」って言われる。名前もあるのに、歩く薬物依存者みたいに、それが辛

かった。僕は薬物依存以外にもいろんな側面を持っているし、もっとそれを自由に表現してい

いと思う。薬物依存者としてだけいなくてもよくなってこれたことが 近ラクになった部分か

な。昨日も東京に来てカラオケして遊んでたし、買い物して遊んでいたし。薬物依存の回復が

どうとか自我の収縮ではなくて、「自分がどうしたいか」自分の心に問いかける。本当にした

くないことはしたくないし、自分の意思を使う中での選択をしていきたい。さっき加藤さんが

話してたことと一緒で、調子が悪いとかいいとか、どっちでもいいのかな？って。自分の時間

は勝手に流れていくし、今だけ切り取って回復しているかどうか？ 判断することはない。僕

は10年止めていても調子悪かったし、でも、仲間がそばにいて助けてくれて受け入れたから今

がある。そのことにすごく感謝しているし、これからも仲良くしてほしいって思います。 

 

[栃木ダルク：栗坪千明氏] 

15年前に武闘派と呼ばれている茨城ダルクに入寮して、純粋培養というか、そこでプログラ

ムをやって、ダルクとNAにずっと行くことになった。強制的にですけど。これまでとは違う

生き方をとスタッフに強く言われた。僕は人の話は聞けなかったです。全く聞けないんで、

ミーティングで話を聞くという勉強をさせられたというか修業させられた。自我を出さないと

いうのを徹底してやった。それまでは伸び伸びと好きなことをやって、親に迷惑をかけてき

た。親の概算と僕の概算が違うんだけど、親は4千万くらい使ったというけど、僕は２千万く

らいだと思っていた。生き方を変えたんで、親の言う方が正しいんだと思うようになった。

使ったっていうんだから使ったんでしょう（笑）。 

三重ダルク・市川岳仁 

左が近藤、右が市川 
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僕は回復っていうのはマネですね。近藤さんが髭を生やしていたんで髭

を生やせば回復だと思ってた。他の回復している人がサーフィンしていれ

ばサーフィンをする。とにかく回復してラクそうに見える人のマネをして

いました。 

5年経って、栃木ダルクを開設してからは、ラクではないですね。今も回復しきってないで

すが、周りの評価をすごく気にしていた。見た目の評価ですね。きちんとしているように見

せる。ずっと僕は演技していた。元々非行少年だったんですけど、非行少年というのはこう

あるべき、こういう格好して、言葉使いはこうで、唾吐いてという演技するんですね。回復

している人はこう言うとか、「今日一日」と言うとか・・・。端々に入れてうまく回復して

いるように見せるっていうのをやってきた。ある時期から、自分が非常に見捨てられ不安が

強いと気づいた。すぐ同化しようとする。同化しないようにするには？ 今度は逆方向に行

く。俺はこのスタイルでと。それも演技なわけで、なかなかうまくいかなかった。 近はそ

ういうのも含めて自分なんで、見捨てられ不安があるなら、見捨てられないようにしていく

というのも生きる術なんだと、それも気にしないようになってきた。アディクトであるとい

うことに慣れる。さっきの市川さんが言っていたように、薬物依存者っていうのは止められ

ない。自分は違うってアピールしていた時期もあったんですが、 近は気にならなくなって

きた。むしろそう言われないと 近は寂しくなってきた。 

ダルクをやりながらも、ダルクにいたくない時期もあったし、ＮＡにも行きたくない時期が

あった。それを経過して、でも完全に切れるということはなかった。見捨てらる不安があり

ますから。どこかには顔を出す。NAのサービスだけはやるとか、関係性だけは切れないよう

にしていた。何となくですけど、生き方がラクになってきた。こういうところで格言めいた

ことを言わなくても帰りの新幹線の中で後悔することもなくなってきた（笑）。まだ回復途

上なのでわかりませんが、いろんなことに囚われずに、引きずらずにラクになっていること

なのかなという気がします。 

 

[千葉ダルク：白川雄一郎氏] 

 この3月でクスリが止まって13年と3カ月なんですけど、回復のバロメーターは３つぐら

いあって、一つは携帯の電話帳に健常者の電話番号が増えていくこと。今から１３年と３か

月前に沖縄ダルクにいて、1年3カ月利用者をして2年3カ月職員をやらせてもらっていた。

職員になった時に、俺の電話帳に入っていた健常者はお袋と別れた女房と叔母さんと3人だけ

だった。それが5年前に初めて高校の同窓会に出席して、3年前に大学時代のアメリカンフッ

トボールのOB会に出席して、OB会費を払うようになって、去年クスリを使いながら社会人

をやっていた洋服屋のOB会に呼ばれて。そういう会に行くたびに健常者の電話番号が増えて

いった。 

もう一つは、冠婚葬祭に出席した回数。 初の5年は仲良かった叔父さんが死んでもお袋は

知らせてくれなった。クリーン5年になって初めて叔母さんが亡くなったと知らせてくれた。

冠婚葬祭の数ですね。仲間のお祝いの席にも呼ばれるんですが、クスリを使ってないから呼

ばれるんですね。 

もう一つは、毎年お年玉を渡す人の数。これが年々増えていく。両親、別れた女房と娘と

か、従妹とか叔父さんとかまた従妹とか・・・毎年毎年関係が増えていって子供たちの数が

増えていく。これが3つのバロメーター。 

職場で言えば、僕は高慢で自信過剰で負けず嫌いだから、ずっと1年365日朝から晩まで

「絶好調です！」と言っていた。クリーン12年過ぎたあたりから、職場の一緒に仕事してく

れる奴らに「今日はサボるわ！」と言えるようになった。だいたい２年くらい前。高慢だか

ら、サボるっていうのはどういうことだと思っているからずっと言えなかった。「今日は何

かある？」って聞いて「いや～大丈夫です」と言われると、「今日サボるわ！」と言えるよ

うになった。これが自分の中で回復かなと思った。 

ミーティングではハイヤーパワーとか言う人間は信用できなかったんだけど、それもいいの

かなって思ったりします。クリーンが長い仲間がクスリを止めているだけではダメだよ、成

長しなきゃって言われるけど。クスリ止ってなければ始まらないでしょって思ってました。

それは今も変わらないです。使ってたら又あの日に戻ってしまう訳だし、自分にとっては

NG。第一はクスリを使わないこと。これが俺にとっての回復の基盤なのかなと思います。 

千葉ダルク・白川雄一郎 

栃木ダルク・栗坪千明 
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[日本ダルク アウェイクニングハウス：山本大氏] 

このテーマをいただいたときに僕の中で思いついたワードは「感謝」です。綺麗ごとじゃなくて、

ありがたいな～と思う。今は。ホントに感謝とは皆無の男でしたから。クスリ使って、母親が食事出

しても当たり前だと思っていたし。刑務所に行って親がダルクに行けと言って身元引受にはならん

と。親父が面会に初めて来てくれた時も、面会室で大怒鳴りして、「この～ふざけんな！このクソジ

ジーッ」って。そんな経緯を経て、沖縄ダルクに繋がった。三浦さん、白川さんはその時スタッフで

一番 初の僕をよく知っている。僕だけの意思だったら絶対ダルクには行かなかった。ズルいから、

親が身元引受にならないから早く出られるんだったらって行ったわけで、どっちでもいいって言われ

たら絶対に僕はダルクには行かなかった。その時は恨みに感じたけど、11年使わないでいられるの

は、親を含めていろんな人が僕を仕向けてくれたから。回復を続ける中でも、今こうやって座ってい

るのも本当に不思議だなって思う。ダルクのスタッフなんて絶対やりたくないって思っていた。その

時その時出会った仲間や、肩押ししてもらって今がある。 

先日も12年会うことが出来なかった娘の卒業式に呼んでもらった。まさかそんな日が来るなんて

思ってなかった。刑務所行ってダルクに行く選択肢しかなくて、夢も希望もなかった。仕事も失って

子どもとも離れて、オレ何やってるんだろうと。それが11年を経て、そういう日がくるなんて想像も

つかなかった。それに至るまではいろんな人が関わってくれた。娘と会うまでのプロセスだって、ス

ポンサーシップする中でこういう埋め合わせをしたらどうかと。僕自身の考えだったらそんなアイデ

アは出てこなかった。いろんな人のアイデアで自分が成り立っているんだなと思う。 

刑務所で初めて覚醒剤教育でビデオを見せてもらったんだけど、藤岡のビデオだった。俺こんな汚

いとこに行くのかよと思った。まさか自分がいるなんて想像つかなかった。 

日常的なことにも感謝できるようになった。藤岡にいる中で、冬はボイラーが止まったとか、水道

管が壊れたとか、油まみれホコリまみれになって、当たり前のことも、普通に水が出ること、普通に

お湯が出ることも、一つ一つ経験してわかるようになってきた。 

自分だけじゃありえないんですよ。今も仕事する中でも、僕一人じゃ何にもでき

ないですよ。僕の役割はあるけれども、僕を支えてくれる身近にいるスタッフが付

いてきてくれるからやっていけるって・・・。11年かかったけどそれを感じ取れ

るようになった。それが僕にとっての、仲間に関わることや、ありがたいなって思

う気持ちが回復なのかな？って思う。 

 

[5名の話を受けて近藤恒夫から一言] 

みなさん、 低な生き方には 高の努力が必要ですね！こういう人たちは。慎んで・・・（笑） 

さっき、回復とはなんでしょう？という話をしていた。常識を取り戻すこと。取り戻すかどうかわ

からないけど、駄目だっていってるものをやってるのは、おかしくなって刑務所行ったり精神病院

入っている人は常識がないってことになる。じゃぁ回復というのは常識を取り戻せばいいのかと言え

ばそうでもない。経験から言うと、止められないということを、自分自身に問いかけた時に、俺には

無理だなと自問自答することはいいけど、そのことを言葉に出して伝える相手がいないといけない。 

たまたま僕はその相手に出会ったんです。外国人でした。神父のアル中でした。止めようとするけ

どしょっちゅう再発する。３カ月アメリカに帰って戻ってくる。神父やシスター専門の施設に行く。 

回復というのは自分の弱さを伝える人と出会うかどうかです。強さではないですよ。自分はダメだ

なって・・・。「二度としませんから。」「僕は大丈夫ですからほっといてください。」「強い意志

を培って頑張りますから」と言っては、次の日またおかしくなってを繰り返しています。 

出会いはハイヤーパワーの計画と言っています。神の計画でもいいです。偶然というとスポンサー

に怒られます。「近藤さん、偶然はありませんよ」と。出会いが必要なんです。僕は止められない神

父と一緒だったから止められたんです。それが止められる神父で清く正しくの人なら、教皇様のよう

な人だったら僕は出来なかった。回復のときにどういう人と出会うかが大事。この人たちが回復した

というのは良い出会いが会ったのでしょう。きっと・・・。 

僕たちは常識がない方がいいですね。取り戻さないようにしないと社会の常識に飲み込まれてしま

う。実は今日、法務省の会議に行ってきましたが、有識者の人たちを集めて発表会なんですね。それ

についてどういうお考えですかって。法律もあるけれども、人権とかは考えてないし、とにかく形だ

けになっている。決められたことしかない。少なくともあなた方、国家の職員たちが有識者を集め

て、どうして当事者が入っていないのか？ 我々が入っていると何が必要で何が不必要かがわかる

じゃないですか？ こういうことに困っているというのがわかるじゃないですか？ その谷間を見て

いない。立場が弱い人の意見を吸い上げていくというシステムがない。でもそういう国があった。

オーストラリアです。そこは必ず当事者を入れる。例えばホームレスのことならホームレスの当事者

を委員会に入れる。国家の上級職員がホームレスをしているわけないんですから。そういう考え方が

日本にはない。あーやっぱり・・・上の人たちが決めてしまって、それを会議に持ち込んで終わらせ

ていくというあのやり方には問題あるのではないかなと思いました。 

理事長・近藤恒夫 

左が近藤、右が加藤 

日本ダルク ｱｳｪｲｸﾆﾝｸﾞﾊｳｽ 

山本大 
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ここはその点素晴らしい。観客の皆さんも素晴らしい。よくコラボレートして立派な家族教室に

なったと思います。必要なこと、お聞きしたいこと、この施設長たちのことを見て息子さんや娘さん

のことと照らし合わせて、あ～こういう人には任せられないなとか・・・。人間というのは水と油で

もいいんですね。 

私はクリニックも作りました。アパリも作りました。東京は家賃が上がっていく、ダルクだけでは

やっていけない。サラ金に追われている人もくる。それを解決してくれる人はいないかと言って、尾

田君に頼んでやってもらった。龍谷大学の石塚先生から「あなたは稀代な詐欺師だ」とも言われまし

た。必要に迫られれば人は何でもできる。家族も何でもできる。根気強く回復を待ってください。 

こんな施設長たちでも、良くなるわけですから。武士君はヨン様みたいな顔してますが、来たとき

は震えていて、出会ったときから１週間位でいなくなった。タケゾウは手がつってこんなになってる

し、栗坪君は竹やぶ妄想で、自分が義経になってるんです。竹やぶに入ると出てこないんですよ！そ

んな人たちでも良くなるんです。（笑）というお話です。 

 

司会：皆さん、今日は貴重なお話をありがとうございました！ 

アパリ主催・現代人文社協賛 

「イタリアにおける薬物依存症者の自立支援策を学ぶ」 

 

 4/4(水)午後1時半から、東京・お茶の水の中央大学駿河台記念館において、龍谷大学法科大学院

の浜井浩一教授を講師に迎えて、日ごろなじみのない、イタリアの薬物事犯者対策についてのお話

を聞くことができました。 

 初にイタリア調査のきっかけともなった、日本では犯罪が減っているのに、なぜ高齢者が刑務

所に増えているのか、という問題からスタート。そして、イタリアでは高齢者が刑務所にほとんど

いないのはなぜかというところからイタリアの「挑戦」の意味と中身に入っていきました。 

 イタリアでは70年代にバザーリア法という法律ができて、精神病院が原則として廃止され、地

域社会の中で精神障がい者を回復させるようになったが、このような流れの中で、90年代には規

制薬物の自己使用が非刑罰化され、薬物乱用はパスポートの剥奪、運転免許等の停止といった行政

罰が課せられる一方で、依存症処遇を行うN.O.T.という行政機関のソーシャル・ワーカーが規制薬

物の使用者に対し、地域依存症サービスや治療共同体での処遇を条件に、行政処分の執行猶予がで

きるようになっています。それでもプログラムをやらない人には保安処分が付せられて、外出など

の行動制限が課せられるなど、警察の監視下に置かれることもあるとのことでしが、日本のよう

に、刑罰を科せられて刑務所で服役させられるようなことはありません。 

 イタリア憲法27条には、推定無罪の原則とともに、刑罰は人道的なものでなくてはならず、更

生を目的としなければならないと明記されています。日本のような、刑罰の目的を犯した罪に対す

る応報であるとか、犯罪者を罰することで、こんなことをしたら割に合わない目にあうから犯罪は

しないようにしようと考えて犯罪を控えることを期待する一般予防という考え方は憲法違反となり

ます。あくまでも、犯罪をした人を社会に復帰させるという目的のために、刑事司法制度がある国

なのです。詳細は右記の書籍をお読みください。 

浜井浩一 

『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) 

1800円＋税 

 

全国ダルク 次世代スタッフ研修会 

 

 4/10(水)、11(木)東京の浅草ビューホテルにおいて全国ダルク次世代研修会が行われました。昨

年１月には全国のダルク責任者たちのための研修会が開催されましたが、今回は次世代スタッフに

向けて、ダルク間で共通の認識を持ち、親睦・交流を深めるための会が行われました。 

 10日の午前中は、法務省矯正局成人矯正課課長大橋哲氏、法務省保護局観察課課長吉田研一郎氏

による、それぞれの取り組みについてお話がありました。 

 午後の基調講演は後藤弘子先生（千葉大学大学院専門法務研

究科教授）による「ハームリダクションの理念」でした。その

後、「WHOSの概要」。WHOSというオーストラリアにある

ハームリダクションに関連する施設やサービスを実際に視察し

てきたダルクスタッフによる報告がありました。 

 11日は、次世代スタッフによる分かち合いの時間となりま

した。初日の夜には懇親会が開かれ、ダルクやアパリの支援

者・関係者が多数参加していました。 

夜の懇親会でエルナンデス

神父からご挨拶 

武士君はヨン様似？ 
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「私と薬物」 
マーキー 

 

自分は今、群馬県藤岡市の日本ダルク アウェイクニングハウスに入寮しています。4ヶ月前

に刑務所を出所しての生活です。姉が家族会に入っており、繋がりました。 

自分がはじめて薬物を使ったのはシンナーです。16歳のときでした。今、自分は60歳にな

ろうとしています。あまり気持ちがいいとは思いませんでした。吐き気がして嫌な感じでし

た。でも、みんなやっているので、自分も惰性でやっていました。自分はその頃、バンドを

やっていて、17歳で高校を中退し、プロバンドのべーシストとして新潟市内のパブに出演して

いました。 

中学校の同級生のＹ君（ギター）と共にでした。そのバンドで知り合ったヴォーカルのＥ君

のアパートでシンナーをやりながら夜までロックのレコードを聞いていました。その後、朝に

なると牛乳屋さんが来るまでそれを人の家の牛乳を取りに行ったり、食堂の前にあるモヤシ10

キロをかっぱらってモヤシと牛乳の生活でした。たまにＥ君のお母さんが甘エビの料理を作っ

てくれた時は本当に美味しかったことを思い出します。 

その後、Ｅ君は万引きやシンナーで、少年院に送られ、自分は保護観察になりました。バン

ドもできなくなり、私は横浜のキャバレーで出演することとなりました

が、レベルの高いバンドで1ヶ月でバンドボーイ落ちです。その１ヶ月で

ステージを後にし、逃げるように新潟に帰ってきました。 

そして、付き合っていたＣ子の紹介で新潟で名のあるバンドに入ること

ができました。なんとベースマンとしてではなくボーカリストとしてで

す。華やかな世界で毎日ファンと酒を飲むようになりました。お客には

ソープ嬢や芸者さんもいました。その中にＫ子というソープ嬢がいて、自

分をひいきにしてくれお金やスーツを作ってくれたり、ソープが休みのと

きは自分のステージが終わると寿司屋や深夜までやってるスナックで朝ま

で飲む毎日でした。 

ある日、自分がひどい二日酔いでステージを休むと言ったら、ダメ、こ

れを打って出なさいとＫ子は覚醒剤を出しました。自分は覚醒剤とは全く

知らずに注射だったので、ヘロインだと思っていました。打った瞬間スーッとなり、とてもハ

イになり、２日くらいはノリノリのステージが出来たことを思い出します。 

それから、Ｋ子から数回もらいましたが、ある日突然いなくなり、またどこかに流れて行っ

たのかもしれません。そのとき自分は20歳でした。それから覚醒剤が入らないのでバーテン

ダーや、ヤクザから買うようになっていました。 

そんな日々の中、自分は逮捕され、刑務所へと行くことになり、その後も４回の受刑生活と

なり、新潟に居たのではダメと言う家族の意見で横浜の姉の元での生活でした。その時はク

リーンが続きました。でも、父がもう長くないとの事で新潟に帰りレストランを出店しまし

た。そのときは2年クリーンが続きましたが、またシャブに手を出し、店をやめてしましまし

た。妻子とも別れ、ひとりになった自分は毎日ではありませんがシャブを使うようになり、ま

た、刑務所です。 

1年10月の刑を終え、今、日本ダルク アウェイクニングハウスで回復のため頑張っていま

す。ダルクに入寮したときは早く出たいと思い、精神病院に帰りたいとミーティングで話した

り、嫌でしょうがなかったのです。 

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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今年度、2つの助成金が決定しました！ 
 

１、公益財団法人 日工組社会安全財団 2013年度広域安全事業助成を採択していただきまし

た。  http://www.syaanken.or.jp/?p=4206  

 「薬物事犯者に対する薬物研修事業」NPO法人アパリ 

 今年度、コーディネート業務のために地方に出張する交通・宿泊費が支給されることになり、

遠方のクライアントの負担が減るとともに、全国の刑務所に出所出迎えの費用がかからなくな

ります。これまで以上に多くの人と司法サポート契約を締結できるようになるでしょう。 

 

２、公益財団法人 日工組社会安全財団 2013年度研究助成も採択していただきました。 

  http://www.syaanken.or.jp/?p=4414  

 「地域社会における薬物事犯者の再犯防止支援」尾田真言 

 多くの先進諸国では法律で禁止されている薬物を使用したり、使用するために所持する行

為をした者に対しては、できるだけ刑務所に入れないようにして、社会内で監督していこうと

する潮流にあります。ところが日本では、初犯者に対しては、執行猶予判決が付されて、その

ほとんどが薬物乱用問題の解決に向けた働きかけが何もないまま、社会に戻される一方で、

再犯者に対しては懲役の実刑判決が下されて、刑務所に収容されます。ところが刑務所の中

や出所後の社会内では薬物をやめるのに必要な治療プログラムは不十分です。 

 初めて逮捕された時こそ薬物使用の問題に介入する絶好のチャンスなのですが、初犯の薬

物自己使用事犯者は社会に戻されるだけで、多くの人がいずれ再使用し、再逮捕されて、刑務

所に収容されてしまいます。 

 そこで、地域社会において初犯者の逮捕時に介入できるプログラムとして、驚異的な効果

をあげ近年国際的に注目されている米国ハワイ州の刑事司法手続で実施されているHOPE

（Hawaii's Opportunity Probation with Enforcement）と呼ばれる介入プログラムを調査し、

HOPEをベースとしたサービスを日本で実施するための方策を検討します。 

  

【8/4～11ハワイ視察を予定しています。この期間アパリはお休みとなります。】 

新年度会員募集のお知らせ 

今も正直言うと出たいと思っていますが、精神科の入院はどうかなと思っています。役割

のほうも食事当番という大変なポジションです。私の作るハンバーグなど皆さんがおいしい

と言ってくれます。今7人の仲間と役割をやっています。一人ではとてもできません。全員

の力で調理の方もできるのです。 

 少し辛いですが、がんばって、社会への足がかりとしたいと思っています。過去の自分に

は、NAミーティングに参加する意欲や12ステップの勉強が足りなかったので、それらを

もっと身に付け、回復に向けて、頑張っていきたいと思っています。 

第1回 東京条件反射 

制御法研修会 
 

日時：6月7日(金)9:30～

17:10 

会場：国学院大学学院会館 

東京都渋谷区東4-12-8 

定員：40名 

受講料：会員千円、非会員6

千円 

講師： 

平井 愼二（精神科医） 

長谷川 直実（精神科医） 

白川 雄一郎（千葉ダルク代

表） 

締切：5/31(金） 

第３回 薬物自己使用等 

事犯者弁護研修会 
 

日時：7月11日(木)13:00～

19:00 

会場：中央大学駿河台記念館

310号室  東京都千代田区神

田駿河台3-11-5 

定員：30名 

受講資格：薬物事犯者の裁判

や審判にかかわる次の方（弁

護士、裁判官、検察官、家庭

裁判所調査官、裁判所書記

官、検察事務官など） 

受講料：会員5千円、非会員1

万円 

講師： 

平井 慎二（精神科医） 

奥田 保（弁護士） 

近藤 恒夫（アパリ理事長・

日本ダルク代表） 

尾田 真言（アパリ事務局

長） 

定員になり次第締め切りま

す。 

平成25年4月より新規会員（正会員・賛助会員）を募集します。ご入会していただいた

方には、会報「フェローシップ・ニュース」を毎号お届けします。アパリは立ち上げて14

年目に入った組織です。今後も、薬物関連問題の新たなシステムとネットワーク構築のため

に全力を尽くしていく所存です。アパリに関するご意見ご要望がございましたらいつでもご

連絡ください。 

既に会員になられている方には、継続のお願いと会費納入のご案内を別途郵送させていた

だきます。 

【会 費】 正会員：12,000円  賛助会員：6,000円 

【期 間】 平成25年4月1日～平成26年3月31日まで 

【郵便振込】 番号：00170-0-616579 NPO法人アパリ 

 ※アウェイクニングハウスとは振り込み先が異なりますのでご注意ください。 

お申込み：  

デイケアクリニックほっと

ステーション条件反射制御

法研究会事務局 

TEL：011-233-5255 

http://www.crct-

mugen.com/ 

 

※入会費は5千円で、参加申

込時にご入会いただけま

す。平成25年度の条件反射

制御法研究会費となりま

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。 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 

5/1よりホームページがリニューア

ルしました。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5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 

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）  

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） 

7/29（月）
8月の振替  

 第7回 

薬物問題を持つ人の家族の 

回復プログラム 

8/19(月) 

№15 

「少年鑑別所からみる薬物問題」 

横地 環 氏 

（甲府少年鑑別所所長） 

9/2（月） 

 第8回 

あなたの環境や状態をいいものに 

変えよう 

9/16（月） 祝日のためお休み 

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 

＜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 


