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「ダルク30周年に向けて」
近藤 恒夫（理事長）
ダルクをはじめて30年。あっという間でした。人の
世話をやいていると時間というのは速くまわるんですよ
ね。僕は（薬物依存症の）当事者ですので、クスリを使
うと時間が速く感じられるんですよ。夜使うと、朝がく
るまで30分くらいに感じます。時間感覚がずれてしま
うんですね。多くの依存症者の方々はだいたいクスリを
使うと夜行性になっていきます。家族と顔を合わせない
ようにする。一晩中起きていて、朝方、みな出勤すると
そこからホッとして眠る。家族と顔を合わせない生活で
す。いつ帰ってきたかわからないけど、家族が出勤する
理事長･近藤恒夫74歳誕生会にて(8月20日)
頃に帰宅してずっと寝る。「顔色が悪い」とか、「また
やっているんじゃないか？」とか言われないようにしま
す。「こんな家族がいるから、楽しくクスリを使えないんだ！」とも思ったりします。私がそんな状態
だった頃、母親は72歳でした。私が少しずつ凶暴になり、イライラしていると、お袋は包丁も台所から
持ち出し、枕のところに置いておきました。またしょっちゅうお金を取られるので、腹巻に郵便貯金を
入れて隠していました。
今から15年前、96歳でお袋は亡くなりました。亡くなる直前、ちょうどアパリの施設を群馬県の藤
岡に作り、藤岡と東京を行ったり来たりしている頃、お袋から電話がかかってきました。３月25日でし
た。「恒夫や、恒夫」お袋は必ず２回名前を呼ぶんですね。「悪いことしてないか？」と言うんです。
私は20年クスリをやめていたので「（悪いこと）していない」と答えました。でも「お母さん、こない
だ（ダルクについて）俺、新聞に出たよ」というと「また悪いことしているのか？！」と心配されまし
た。いつになっても心配をかけているので仕方がないんですが…。その１週間後にコロッと亡くなった
んです。正直、大したショックではありませんでした。もっと大きなショックだったのは、ロイ・アッ
センハイマー神父が亡くなった時です。そのあたりはロイさんについての本に書いてあると思うんです
が。『仲間になってくれてありがとう』という本です。彼はダルクの恩人であり、アルコールが止めら
れなくて長い間苦しんでいる一人でした。神父ですが、日本のアルコール依存症の人たちのために働き
なさい、といわれていたので教会を持ちませんでした。メリノール宣教会という教会で、北海道の苫小
牧地区にありました。三重県もメリノール宣教会のテリトリーです。
北海道の精神科病院に入院していたときにロイ神父と出会ったんです。当時、私は「固い決意をすれ
ばクスリは止められる」と思っていたのですが止められずにいました。そんな中、入院した病院にロイ
さんがやってきたんです。これも出会いですよね。ロイさんは14 歳で神学校に入りました。本来なら日
本ではなく中国に渡りたかったそうです。ところが富士山が見える国にきた。ロイさんは虚弱体質で、
厳しいお母さんの呪縛から逃れたく
て14歳で神学校に入り、神父になったそうです。「何しに、なぜ中国に行きたかったんですか？」と聞
くと、「早く神様のところに行きたかったんです」と答えていました。当時の中国は外国人を刑務所に
投獄した時代。だからこそ中国に行きたかったというんです。僕なんかと価値観が全然違う。そして、
すごく頭のいい人でした。
彼が病院にメッセージに来て、「近藤さん一緒にやりませんか？」と言いました。「何をやるんです
か？」と尋ねると、AA（アルコホーリック・アノニマス）の活動だといいます。まだ北海道にAAはな
かったんです。断酒会はありました。断酒会で落ちこぼれた人はまた精神科病院に入院したり、死んで
しまったりしていたんです。そんなとき、たまたまロイさんがメッセージに来てくれて「退院したら遊
びにきてください！」と流暢な日本語で言われました。入院していた病院では毎週火曜日にグループセ
ラピーを行うため、患者さんがたくさん集まっていました。集団療法に参加していた人たちは、ロイさ
んをAAのリーダーという感覚で思っていました。「ロイさんはリーダーなんだから、お酒飲むことはな
いだろう？」と勝手に決めつけていたんです。でも再飲酒してしまいブラックアウトし顔を傷だらけに
している。医者は医者で、ロイさんが再発したらAAのグループは崩壊するんじゃないか？と思っていま
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その先生は札幌医大の医者で、依存症のためにたくさんお金を使って人を育てていました。最後ま
で教授にはならなかったんだと思うけど、すごい頭の切れるお医者さんでした。
その先生が忙しいから、その弟子が私の主治医となりました。この医者が「依存症は治せない」と
言うんですね！「いつ退院したらいいか？」と相談すると「治せない」と。「治せないのになんで俺
が入院していなくてはならないんだ？」と私は食い下がる。「入院していなくても別にいいんです
よ！あなたがクスリを使おうと止めようと、私の人生と私の給料には何の関係もない」と返されまし
た。治せないと言われると愕然とするんですね。その頃、私が閉鎖病棟にいて、正直、クスリは止め
てはいませんでした。クスリはすごく小さいものなので、どこでも隠せちゃう。散歩してはまた手に
入れて病院に持ち込む。精神科病院に入院した３カ月、クスリは止めず、止めたフリをしていまし
た。だから、たぶん「治せない」という、その声を待っていたんだと思います。いつまでも僕がそう
言わないから入院を続けている。「治せないあなたのところにいてもどうしようもないじゃない
か？」と言うと、「あなたと同じことで苦しんでいる人がいるので、出てみたら？」ということで、
出たのがロイさんがやっているグループ活動でした。AAは完全な自助活動です。究極のボランティ
ア活動ですよね。政府からも有名な財団からもお金をもらわない。自分たちの病は自分たちで回復
し、自立しなければならない。伝統があってそれに則る。本当に小さいグループです。ロイさんに
「何年くらいやってるの？」と聞くと、「２年くらい」といっていました。誰も来ないこともあっ
た。お茶わかして、インスタントコーヒーを準備して、毎日誰か来たら困るので待ち続ける。もちろ
んグループに関するパンフレットは病院などに配っていました。ロイさん、寂しかったんでしょう。
ネコでもタヌキでも僕でも、誰でも良かった（笑）。
退院してから、僕は「お金を貸してください」と、ロイさんのところに行きました。もう、お袋も
あきれ果てていて、室蘭で大学教授をやっている僕の兄がいるんですがそこに逃げ込んでいました。
退院してから、仕事を探してみるんですが、履歴書を書いているうちに頭が痛くなってダメでした。
疲れきって嘘ばっかり書く。空白が多い。人生の空白が多すぎるんです。「昭和〇年〇月〇日…あ
あ、めんどくさい！」。兄貴が「ブラブラするからクスリを使う。仕事をしなさい！」と言うので、
仕事をなんとか見つける。母親がまだそばにいる頃ですから、そうすると、「明日から仕事決まった
から、背広代のお金、貸してくれないか？」とお願いするんです。一度も返したことはないんです
よ。普通なら「明日返すなら、明日借りろ！」って言うじゃないですか？ でも「給与入ったら返し
てくれよ！」と言って貸してくれました。３万円でした。でも背広を買わずに、覚せい剤を買いに
走ってしまう。「もう明日から仕事するんだから、覚せい剤を使うのは今しかない！」と考える。こ
れはすごいプレッシャーなんですね。そうして使ってしまうと、後はどうでもよくなる。母親はあき
れ返る。最終的に僕は精神科病院に入院する。医者の先生から「近藤さん、ずいぶん効いてますね」
と聞かれると「やってません！」と否定する。医者は分かっているのに確認します。僕は「やってな
い、やってない！」の一点張り。否認の病です。退院してからブラブラしてたら札幌の警察署に捕ま
りました。僕が警察を呼んだわけではなく、一緒に働いていた船乗りの部下のＹさんという人と、札
幌のホテルの一室に、東京からいいネタが来るというので集まっていたんです。その部屋で試し打ち
をしました。そこで買って、山分けして。ところがそのときの試し打ちがＹさんには効き過ぎた。Ｙ
さんは「これから自首する！」というんです。「部屋に穴がある。そこから盗撮されている！」とも
言いました。また「ビデオで撮られている」とも･･･。「Ｙ、それは違うよ。幻覚妄想というんだ
よ。俺は精神科病院で勉強している。お前は大丈夫だよ」と一緒にいたんです。その後「僕はこの部
屋にいるのは耐えられないので、出かけてくる」とＹさんは言って出て行きました。そこに警察が７
人くらい踏み込んできて逮捕されました。Ｙさんは自首していました。僕はフラフラで歩けない状態
だったので、留置所に入ってホットした。「これで止められる！」と思いました。拘置所に入ってい
るときも警察署にいるときもロイさんが来てくれました。メンバーがいないから暇だったんでしょ
う。面会の短い間でも、ロイさんに来てもらえるとその日の時間が短く感じました。ロイさんが英語
で「ハイヤーパワー」とか言うと、刑務官が「英語は使わないでください！」と怒るんです。「アメ
リカ人が英語を使うのはあたり前じゃないですか？」と思いました。その後、裁判がありました。札
幌地裁の16号法廷です。奥田保裁判官。当時は札幌地裁の判事でした。「この人には正直に言ってい
いな…」という感覚があったんです。11月26日の結審の日に、「もう二度としません！」と言おう
かと思ったら、その言葉は出てこなかった。「もう止められないから刑務所に入れてください！」と
懇願したんです。「裁判長。もうシャバでは止められない！」という無力感です。でも、そこで正直
になれたのは、病院での集団療法が役に立ったと思います。医療は皆さん、優しいじゃないですか？
でも、司法は厳しい。精神科病院はとくに優しいので、本当のことが言えるじゃないですか？「この
人はちくらない、怒らない」と。順番としては司法に先に行くより、医療に先につながったほうがい
いのでは？と考えています。僕はたまたま医療の段階で止まった。28年間一緒に歩いてくれたロイさ
んがいたからこそ止められました。親でも兄弟でも、28年間一緒に歩いてくれるような人はいないと
思います。僕とロイさんには、共通の目的となるAAがあったからです。
ダルクを始めた時、8人くらいの定員の部屋に10人の利用者が集まりました。半年くらいで外に出
しても、また戻って来ると思いました。このスペースでは全く足りない。ダルクに戻さないためには
どうすべきか？と真剣に考えました。ダルクを卒業した人たちをどこでフォローアップされるべき
か？ これを防ぐには自助グループが必要です。それがNAというグループです。ダルクを作るのは
それほど難しくない。古い一軒家と、恨みとコーヒーカップがあればいい。「ここが嫌なら違うダル
クをつくりなさいよ！」というのが僕のやり方。利用者は回復途上なので、いろいろ文句を言う。
「じゃあお前、自分で作ったら？」といって広がったのがダルクなんですよ。
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一番薬物依存者が多く入っているのは刑務所だと思います。ダルクを始めた頃、刑務所の中、ヤ
ク中だらけでした。メッセージを伝えに、刑務所にはどうしても行きたかった。外国の自助グルー
プに聞くと「僕のところ行ってるよ」とか、ハワイにＯＣＣＣという刑務所があるんですが、ＡＡ
のメッセージが届いていたり、ＮＡのミーティングが刑務所で行われているんです。出る前に自助
グループとコネクションを作ります。スピリチュアルコネクション、霊的なコネクションですね。
そこでスポンサーという人を決めなさいと言われる。とくにハワイのオワフ島は小さいから逃げよ
うがないのかもしれません。ハワイには、ギャザリング、ウイークエンドギャザリング、キャンプ
などがあります。そのギャザリングには、刑務所から来ている人もいるんです。刑務官がついて、
スポンサーがしっかりしていれば出所間近な人はギャザリングに参加して、一緒にミーティングに
出ます。「えっ～、ハワイっていい場所だなあ」と思いました。
ちょうど監獄法が改正になったときに、アパリ顧問の横田尤孝先生が法務省の矯正局長だったん
です。そのとき刑務所にメッセージに入りたくて仕方がなかった。“悪いことをせず”刑務所に入
りたかったんです。今は少なくなっていますが、当時は過剰収容でした。そんな時にちょうど法律
が改正されました。矯正局長にお願いに行って、ダルクのスタッフだったら刑務所に入れるように
してくださいと言ったら、横田先生がＯKしてくれたんです。今、日本国内の58か所の刑務所に
ダルクの人たちがメッセージを届けているんですよ。でもメッセージを聞く場所に出られる受刑者
は、ほんのわずかな人たち。そして時間が短い。日本は放し飼いではなく、一人一人に刑務官が付
いています。そんな中、いろいろなところで作業をしている受刑者をピックアップしてメッセージ
に参加させます。だから出られる受刑者は少ない。とくに満期出所者の人ははじかれます。当然、
身柄引受けがしっかりしているとか、帰るところのある人が優先されます。でも僕たちが刑務所に
行けることは、横田先生の決断でした。ダルクスタッフの多くに受刑経験があります。私は受刑経
験がある人が刑務所にメッセージに行ったほうがいいと思います。僕なんか行ったってダメなんで
すよ。例えばスタッフのマーシーのほうがいい。そのほうがみんなよく聞くんです。これってお金
がかからないですよね？ そういう刑務所内で話すことで、届ける側も悪いことできないじゃない
ですか？ また、もう一度クスリをやったら、ここで聞く側になってしまう…と思うじゃないです
か？ 話す側、聞く側、両方にとっていいんです。受刑者は出所への不安を抱えている。人は困っ
ていない時にいろいろなメッセージを届けてもダメなんです。「僕は結構ですから！」という人た
ちに、僕たちは何もできない。僕たちが一番メッセージを伝えにくいのは、１回目の逮捕の人。
「もうこんなところに来ないですからいいですよ！」という人たちが一番困るんです。ところが、
「もう７回目だけど、またやっちゃう…社会で生活する自信ないですよ…」という人たちや、「僕
はもうこの社会で止め続けることを約束できません！刑務所に入れてください！」という時期の人
が一番正直になっています。プライマリーコールですね。このタイミングを逃したらダメ。日本は
だいぶこのタイミングを逃しているという気がします。
マーシーが府中刑務所に入っているときに面会に行きましたが、彼は私の話すことに対して半信
半疑でした。身柄引受は一応僕になっていましたけど、彼は６か月は仮釈放期間をもらえると思っ
ていたようです。実際は１カ月だけでした。だから保護観察が付くのは１カ月。僕は保護観察期間
が長ければいいってもんではないと思います。長ければ、刑務所と同じ状況に陥ってしまう。「あ
と何日いれば自由になる…」その考え方は、保護観察期間も受刑期間も一緒です。でもマーシーは
１か月しかもらえなかった。僕は１カ月で良かったと思うのは、もう１年数か月、ダルクでの日々
が続いているからです。でももし、保護観察期間が６か月だったら、「６か月たてば自由になれ
る！」と思っていたと思うんです。大体そうですよ。シャバにいて６か月拘束される。その期間が
長いほど、自由になりたいと強く願う。（刑務所経験者は）指折り数えることが得意ですから。あ
と何日、あと何日と…。回復なんてどうでもいい･･･。そういう習慣が身についてしまう。
ダルクは法務省との関係も悪くありません。私たちも一生懸命やるし、それに刑務官の人たちも
勉強している。私は中野の刑務官の研修センターで、10年くらい講師をしています。刑務官とい
う民間の人たちに、ダルクのメッセンジャーとして教育します。良く続いていると思います。僕の
役割は、グループワークをどう行えばいいか？という一コマです。このような講師を務めさせても
らえるだけ、刑務所はずいぶん変わったと思います。先日、ダルクの人たちと一緒に、福島の女子
刑務所の刑務官がオーストラリアの施設見学に行きました。いろいろなことを勉強して帰ってきた
ようです。その後、その福島の女子刑務所に行ったら、「私、ここでNAミーティングをやりたい
んです！」とその刑務官の方が言っていました。「ああ、素晴らしいな！」と感じました。NAの
人たち、NA崩れの人たちは女子刑務所の中にいるんです。その刑務官の方は「夢がかなった！」
と喜んでいました。もっと変われればいいと思いますが、長い時間がかかると思います。
一方で、ダルクもしっかりしていかなければならない。恨みとコーヒーカップさえあれば誰でも
ダルクを作れるという時代から、税金を使う時代になってきました。ところが会計が難しいんです
よね。書類が多い。自治体からお金をもらうことは大変です。金銭的なトラブルがあったり、いろ
いろな人の手助けが必要になってきました。
同時に、犯罪じゃない薬物が出てきましたよね？ 先日トヨタの女性役員が逮捕されたじゃない
ですか？あの薬がオキシコドン。モルヒネよりも強い鎮痛薬です。世界中に蔓延しています。痛み
をとるためにペインクリニックで処方されるクスリです。あれで命を落とす人も多いんですね。昨
年までで３人くらい僕の知り合いも命を落としている。NAメンバーですけど、腰痛を持っている
人たちがあれにはまっちゃうんです。
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「マーシーの
リハビリ日記」
2015年3月25日発売
著書：田代まさし
漫画：北村ヂン
定価：1200円（税別）
出版社：泰文堂

ダルクでリハビリ中の
マーシーが漫画本を出
しました！！

全国の書店でお買い
求めください！

「フェローシップ・ニュース」№72

Page 4

平成27年9月1日

奇数月1日発行

フェローシップ・ニュース

ダルクの考え方として、１つ目は低年齢の時にクスリを覚えてしまうことが怖いということです。
ダルクに来ている多くの人の薬物開始年齢は、中学校2年くらい。この頃に始まった人は人の力を借
りないと止められません。だから刑務所に何回も行くんです。２つ目は脳に近いところで使う薬物は
危険、ということ。シンナーもそうですよね。脱法ハーブもそうだと思います。
このような新たな薬物問題が現れる現在にいたるまで、ダルクが生まれてからあっという間に30年
が経過しました。僕のお袋も死んだけど、その後ロイさんも亡くなりました。彼らはお金を集めてく
れる人たちでした。ロイさんは糖尿病だったんです。彼は糖尿病であり、アルコール依存症でした。
そして依存症そのものだったんです。アルコール止めるためにアトラックスという睡眠薬を飲んで、
アトラックスが切れると酒を飲んで･･･。そのような依存症でした。コーラを飲みだすと、一日何リッ
トルも飲んでいる。牛乳飲みだすと一日何リットルも飲み続けるんです。依存症者を抱える家族に向
けた「Don’t feed your monkey」 という言葉があります。病気のサルにエサをあげないでくださ
い。Feedは依存物を与えること、monkeyは依存症者です。
ロイさんは「罪の意識がなければ何をしてもいいですよ！」と言っていました。そう言われて困っ
たことがよくありました。また「失敗した、また失敗した！」と僕が言うと、「近藤さん、失敗はな
い。人生に失敗なんてないんです」と言われました。「必然なんです。必要なんです」とも言われま
した。皆さんの子供たちも失敗したら、失敗したとは思わないでください。それらは必要であって、
必然なんです。刑務所に入ったことも必要だと思います。できれば入らないほうがいいですが、入っ
てから悩んでも仕方がない。それが必然なんです。そう考えればいい。ダルクに繋がるために刑務所
に入ったんだと。なかなかダルクに行きたがらないですよね。それはそうですよ。ダルクって面白く
ないですよ！男ばっかりだし。お酒も飲めないでしょ？ 聖職者のような日々を過ごしているんです
よ！ギャンブルもダメ。日本中で一番まじめなのはダルクの人たちなんじゃないのか？と思うんです
よ。「俺だったらさっさと出るのにな！」と思うんです。自分で作っておいて…（笑）。
「ダルクを出たい！」という人に出ることは勧めない。逆に「ダルクにいたい！」という人はさっ
さと出します。ダルクに依存することになってしまうからです。ダルクにいたいという人はさっさと
出したほうがいいと思います。ダルクは当事者活動で、自分も止められなかったから、人に止めなさ
いとは言えない。そのストレスがダルクのスタッフにはあります。でも、ダメだったからって、警察
に通報したりすることはないんです。「（クスリを）やるんだったら外に出てやって」と言います。
でも、出て行ったとしても４年後に必ず戻ってきますよね。回遊魚のように。サケのようですよね。
それは大切なことだと思います。私たちの多くは今の問題でごじゃごじゃしているけど、「5年後、
10年後、この人どうなるか？」と見定めていかないと思います。依存症は、今日ダルクに来て今日治
るわけではありません。「よく来たね！」と、戻ってきやすいような場所を作ってあげないとダメで
すよね。また、地域社会にそのような場所や資源がないのも問題だと思います。ダルクでなくてもい
いんです。僕が目指すのは、刑務所出所者の人が孤独で孤立して再犯しないために集える場所です。
そのためにはプログラムが必要でしょうか？そんなもの必要ないんです。孤立化しない、させないた
めにどのようなことをすればいいのか？ ダルクにも繋がらない、社会にも繋がらない、そんな人た
ちをフォローアップしていく仕組みはないのか？ これを思い、一つの考えとなっています。
いろいろな多種多様なグループが地域社会にあればあるほど、そこに必要な人が現れて役に立ちま
す。僕はロイさんと知り合い、初めて12ステップのグループを紹介されて、いろいろなところに連れ
て行ってもらいダルクを作りました。メッセージを伝えさせてもらいました。その中で横田先生が矯
正局長の頃出会ったことで、刑務所にダルクのメッセージを届けられるようになりました。
あっという間に30年経ちましたけど、30年間もダルクがもつとは思いませんでした。やっぱり日
本はすごい社会だと思います。外国の友達に言われました。「よくダルクがドラッグコートもないと
ころで30年ももったな！」と･･･。犯罪よりも病気をばらまかない政策の『ハームリダクション』
は、公衆衛生的な発想で取り入れている国もあります。薬物は取り締まらない非犯罪化の国もある。
刑務所がいっぱいになってしまうからです。アメリカの刑務所もよくないと思います。仕事もなく、
貧困ゆえに、生きていけないから刑務所に入ることを選んでしまう。それを日本に当てはめる必要は
ありません。日本は受刑者総数は約７万人くらいで済んでいます。でも薬物のことについてはもっと
考えたほうがいいかもしれない。修復的司法とも言われているのに、裁判所で僕が情状証人に立つ
と、「証人、ここは人を裁く場であり治療する場ではないです」と言われます。悪化させないために
どうすべきか？ これから私たちが声を上げていけばよいのではないのでしょうか。
刑務所に入ると人を悪化させるだけなんです。どうしてそうなるかといえば、メニューがないから
です。本人に責任を負わせるなら、本人に決めさせるべきです。「これとこれがあるのでどっちと
る？」。受刑者が「こっちをとります…」となれば、「そちらをとったのだから、あとはあなたの責
任です」ということになる。でも日本は国家がすべて決めてしまうので、受刑者が選べず責任感が感
じられない。だから“選ばせる”ような裁判をやってほしいと思います。
ロイさんはこんなことを言っていました。「近藤さん、あなたは悪くはない。依存症は病気だから
何も悪くないんです。でも、病気と分かって治療しないのはあなたのせいです」と。クスリを止めら
れないのは病気のせい、治療と回復は自己責任･･･と分けていました。
「ああ、病気なんだ。治療すれば治るかも…それではどこで？」刑務所ではないことは確かだと思い
ます。
そのようなことで、30年間やってきました。ダルクの30周年記念フォーラムが10月16日に開催
されますので、一緒にお祝いしていただければ嬉しいと思います。ありがとうございました。
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DARC30周年記念フォーラム Spiritual Connection
詳細が決まりました！
日時：2015年10月16日（金）13時～20時（開場12時）
会場：日比谷公会堂（東京都千代田区日比谷公園1-3）
入場料：無料
＜第一部＞ 13：00～
・オープニングVTR （責任者勢ぞろいにて開会の挨拶）
・来賓ご挨拶：細川佳代子氏（NPOスペシャルオリンピックス日本名誉会長）、谷大二名誉司教
（カトリックさいたま教区）、横田尤孝氏（元最高裁判事・アパリ顧問）、荒木龍彦氏（東京保護
観察所長）、永野潔氏（斉藤クリニック院長）
・講演：石塚伸一氏（龍谷大学法学部教授）
・詩の朗読：倉田めば（ 大阪ダルクセンター長Freedom代表）、上岡陽江氏（ダルク女性ハウス代
表）
・来賓ご挨拶：奥田保氏（弁護士・NPO法人アパリ監事）、加納高仁氏（東京都共同募金会・事務
局長）
・代表挨拶：近藤恒夫（ダルク創設者）
・愛泉太鼓（茨城ダルク、びわこダルク、富山ダルク）
第一部 16：30終了
＜第二部＞ 18:00～
・来賓ご挨拶：保坂展人氏（東京都世田谷区長）、後藤弘子氏（千葉大学・法学部教授）
・「ダルクだよ！全員集合」 司会 マーシー
出演：岩井喜代仁氏（茨城ダルク代表）、五十畑修氏（スルガダルク代表）、伊波真理雄氏（雷門
メンタルクリニック院長）、野口誠氏（東京都大田区福祉事務所）、外山憲治氏（名古屋ダルク創
設者、ダルク第一号スタッフ）、吉岡隆氏（こころの相談室「リカバリー」代表）
・琉球太鼓（各ダルク合同）

お問い合わせ：日本ダルク本部（03-5925-8686）

東アジア法社会学会で報告しました！
尾田 真言（事務局長）
アパリのスタッフが、8月6日に東京の早稲田大学で開催された第４回東アジア法社会
学会の「日本の薬物政策」というセッションで報告しました。この報告は、DARSのメン
バーとしての活動です。
私は 「薬物事犯者に対する日本の厳罰主義の弊害(Demerits of Japanese Zerotolerance Policy toward Drug Abuse Criminals)」と題する報告をしました。懲役を
科すことを第一の目的としている日本の刑事司法制度においては、裁判所は治療を義務づ
けることには不熱心であり、執行猶予者に対して保護観察を付けることに消極的で、また
施設内処遇も社会内処遇も欧米諸国と比べて遅れているという報告をしました。
アパリからは他に石塚伸一副理事長（龍谷大学法学部教授）「日本版ドラッグ・コート
を越えて—刑罰からハーム・リダクションへ—」、髙橋洋平嘱託研究員「弁護士の目から
見た、刑罰優先主義という日本の薬物政策にみられる変化の兆候」、市川岳仁（三重ダル
ク）が「薬物依存からの回復と刑の一部執行猶予法の諸問題」という報告をしました。そ
れらに対して加藤武士（木津川ダルク）が、従来からダルクが行ってきたようなイン
フォーマルな対応に対する理解
が求められるというコメントを
加えました。
９月４日にポルトガルのポル
トで開かれるヨーロッパ犯罪学
会において同じメンバーで報告
します。
尾田

真言（事務局長）

高橋

洋平（嘱託研究員）

会場の早稲田大学
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アウェイクニングハウス 入寮者からのメッセージ

NPO法人アパリは、群馬
県藤岡市にある日本ダル
ク アウェイクニングハウ
スを運営しています。
同施設の入寮者からの
メッセージをお届けしま
す！

「拘置所のタンポポ」
が増刷されました！

拘置所のタンポポ
日本ダルク代表

近藤恒夫 著

■目次
プロローグ のりピー、ダルク
へおいでよ
第１章 絶頂からの転落〜そし
て再起 わが波乱の半生
第２章 誰が、なぜ、ヤク中に
なるのか
第３章 あまりに知られていな
い覚せい剤の世界
第４章 なぜ薬物依存者は立ち
直りにくいのか
第５章 立ち直るためにはどう
すればよいのか
第６章 新生した仲間たち

■発行：双葉社

価格：1,400円（税別）
※お買い求めの方は下記へ
FAXでお申込みください。
FAX：03-5312-7588
日本ダルク インテグレー
ションセンター・杉本まで
※住所、氏名、電話番号、ご
希望数をご記入ください。

「危険ドラッグと私」
ダイ
こんにちは。薬物依存症のダイです。年齢は32歳です。現在、日本ダルク アウェイクニン
グハウスで仲間と共に薬物依存のリハビリをしています。
まず僕の生い立ちからお話したいと思います。宮城県仙台市に生まれ、父と母は韓国人で焼
肉レストランの経営をしていました。どちらかといえば裕福な家庭に育ったと思います。両親
は二人ともタバコもギャンブルもしないマジメな性格でした。今思うと、このような両親に育
てられた私がなぜ薬物に手をだしたのかわかりません。両親は、商売が忙しいからといって私
にかまってくれなかったのではなく、大切に育ててくれたと思います。
そして父の背中をみて育った僕は、小さい頃から好きだった料理の道を目指しました。中学
卒業後、調理師免許が取れる高校の調理科に進学し、卒業と同時に免許を取得しました。先生
の薦めで、地元ではなく東京の某有名飲食店に就職しました。高校時代にアルバイトを経験し
ていない僕にとって、初めての仕事でした。仕事はとても忙しく、また思っていたよりも厳し
くて、すぐに挫折しかけましたが、先生の紹介という事と、両親に相談し励まされたおかげで
なんとか１年間仕事を続けることが出来ました。
しかし身体に乾癬ができてしまい仕事を辞めることになりました。東京を離れ、一度仙台の
実家にもどり静養をしました。しばらく静養した後に東京にもどる事にしました。特にやりた
いことがあったわけではないが、都会の暮らしに憧れての再上京でした。すぐにカラオケ屋で
のアルバイトを始めました。約３年間アルバイトを続けました。その後バーテンダーをやり、
その時に出会った職場の先輩から「不動産が儲かる」という話をされ、不動産の仕事に転職を
しました。そこで僕の人生に薬物が登場します。
初めての薬物は大麻でした。不動産会社で知り合った職場の先輩と飲みに行き、酔いつぶれ
た先輩を看病していた時に、カバンの中にあったタッパに入った大麻を見つけてしまいまし
た。その時、それが大麻だとはわからなかったです。後日、それが大麻だという事を知らさ
れ、同時に「一緒にやらないか？」と誘われました。最初はタバコも吸わなかったので薬物な
どに対しての抵抗があり断りました。何度も勧められ断り続けていましたが、断り続ける事が
気まずくなり、付き合いで大麻をやることになりました。やってみた感想は、「たいした事な
いな」でした。自分で買ったりとかはせず、先輩と遊ぶ機会にやる程度の遊びでした。しか
し、先輩から紹介された女性と交際を始め、その女性が大麻を吸う女性だと聞かされていたの
で、先輩に「大麻を売ってください」と頼みました。先輩の答えは「捕まらない、いいやつが
あるよ」でした。違法の薬物でなく合法の薬物は僕にとって理想のものでした。
脱法ハーブ（現在は危険ドラッグ）を自分で買いに行き、女性と一緒に使うようになりまし
た。不動産の仕事が順調で、独立できました。自由な時間が増え、金銭的にも余裕が生まれま
した。彼女と同棲をするようになり、２人で暇なときに使うようになりました。当初よりも頻
度は増えましたが、仕事に支障をきたす事はなくコントロールして使っていました。脱法ハー
ブを買っていたお店の店員から他のいいやつもあるよと勧められ、脱法のパウダーをやるよう
になりました。丁度ハーブにも飽きていたので、すぐにパウダーに切り替えました。パウダー
は強烈ですぐにはまりました。軌道に乗っていた仕事も、自由出勤をいい事に行かなくなり、
彼女と家に篭もり使い続けました。やがてお金もなくなり、彼女にも愛想を尽かされ、家賃、
携帯代などの支払いも滞るようになっていきました。田舎の親に頼りたかったものの、父が亡
くなり父の経営していた焼肉レストランを店じまいしてしまった状況だったので頼れなかった
です。
パウダーを止める事が出来ず、結果住んでいた家も出ていかなければいけなくなり、万引き
生活で生きるようになりました。毎日万引きをして、盗品を金に換え、パウダーを買う。こん
な生活が約半年間続きました。半年間の間、捕まらなかったのは今思えば不思議です。しか
し、現行犯逮捕をされ罰金刑の判決を受けました。その時「薬はもうやらない」と思いまし
た。東京に越してきた母の家に住むようになりましたが、また薬物を使用し、万引き生活が始
まりました。そして２度目の現行犯逮捕。罰金刑ではなく執行猶予の判決を受けました。判決
後、母親の協力もあり生活保護を受給し生活が出来るようになりました。やり直そうと奮起
し、ラーメン屋で就業しました。最初は薬物も止まっていましたがまた使うようになりまし
た。
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脱法ドラッグに対する法の規制が入り、以前使っていたものとは違う新種の薬物を使用し
ていました。使用しているうちに、幻聴が聞こえるようになりました。その場にいない友人
の声が聞こえてきました。今ふり返れば馬鹿げた話ですが、その当時は薬物でおかしくなっ
ていたせいもあり、いつの間にか自分の身体に盗聴器のような物が仕掛けられて、そこから
聞こえていると思っていました。それぐらいはっきりと幻聴が聞こえていました。盗聴器を
探し、取り出そうとしましたが諦めました。いつも幻聴が聞こえている状態でした。最初は
友人の声で「あいつ、ここで薬を使っているよ」、「もう薬はやめろよ」などの幻聴でした
が、幻聴が命令してくるようになりました。幻聴の声に従い、色んな場所を徘徊するように
なりました。「ゴミ箱を蹴れ」、「スーパーで10時間立っていろ」など、全て従っていま
した。幻聴を信じている自分でした。
「他人の家に入れ」と命令されたので、入っていきました。歩きっぱなしで喉が渇いてい
たので冷蔵庫の中にあった牛乳を飲みました。勝手に飲んだのではなく、「冷蔵庫を空けて
いいか？」、「牛乳を飲んでいいか？」も幻聴に聞いて、幻聴が「飲んでいいよ！」と言っ
てくれたので飲みました。その場では何も起きなかったのですが、後日警察が自宅に来て逮
捕されました。住居侵入と窃盗での逮捕でした。警察官の取調べに対し、盗聴器の話をした
のですが、全く信じてもらえませんでした。検察官は話を聞いてくれて、精神鑑定を受ける
ことになりました。精神鑑定の結果、不起訴となりました。担当弁護士がいい人で、ダルク
を紹介してくれました。悩んだあげく、母に後押しされダルクに行くことにしました。
ダルクの生活はとてもつらかったです。今まで自由奔放に生きてきた自分にとって、団体
生活が苦痛でした。１ヶ月で施設を逃げ、薬を使いに行きました。薬をまた使い続けるか、
もう一度施設に戻るか、後者を選択し、先日１年のクリーンを迎えることが出来ました。
団体生活の窮屈さは感じながらも、常にそばに仲間がいてくれて自分を支えてくれまし
た。施設の役割の中で、食事当番として好きな料理をさせてもらい、仲間に「おいしい」と
言ってもらう事がとてもうれしかったです。今では、団体生活を楽しいと思う時もありま
す。薬を使っていたときの自分の盗聴器の話が、幻聴、妄想という薬の作用だったという事
も、病院に通院をさせてもらって分かるようになりました。
一度逃げた自分を受け入れてくれた施設、施設の職員、そして仲間のおかげで今の自
分がいます。感謝しています。この気持ちを忘れずに残りの施設生活を悔いのないよう
に過ごしたいと思っています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。

地球スペシャル エイサーページェント2015 in
道の駅ららん藤岡
８月２日(日）ららん藤岡にて琉球國
祭り太鼓群馬支部主催のエイサーペー
ジェントが開催され、日本ダルク ア
ウェイクニングハウスと琉球國祭り太
鼓とのコラボでエイサーを演舞しまし
た。
猛暑の中、３回にわたるステージを
バテルことなく見事にこなし、大きな
拍手に包まれていました。
群馬支部の小さい子供たちとの演舞で
は思わず笑みがこぼれました。

ダルクでは手作りの獅子舞やチョ
ンダラーと呼ばれる道化師のような
滑稽な動きでエイサーを盛り上げ、
隊列を整える役割を果たしている人
もいます。獅子舞は中に２人入って
いて、２人の息がピッタリ合わない
と動きが非常に難しいです。獅子舞
に噛みつかれると幸せが訪れるとい
うことで自ら頭を差し出す観客もい
ました。
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アパリ家族教室からの
お知らせ
※東京の家族教室（毎月
第1月曜）に初めて参加を
ご希望される方は事前にご
相談ください。
※原則として１家族2名まで
とさせていただきます。
※ご家族が逮捕された方、
受刑中の方を優先させて
いただきます。
※10月の家族教室の昼の
部は会場が変更になります
のでお問合せください。

DARS in ソウル
薬物依存者処遇
プログラム研修
第15回薬物依存者回復
支援セミナー

「薬物政策への新たな
る挑戦～ドラッグ・コート
のアジア的展開」
10月4日(日)13:00～18:00
（於）ソウル・インターナ
ショナル・ユースホステル
10月5日(月)9:30～16:00
（於）乙支大学・城南キャ
ンパス･ミレニアムホール
問い合わせ先：
SEOUL DARC：Seoul, Yangcheon-gu, Mok-dong, 231225
TEL&FAX:(韓国)070-73632878(日本)070-7392-6036
E-mail: korea.darc@gmail.com
主催：龍谷大学矯正・保護
総合センター（薬物依存症
班）

「フェローシップ・ニュース」№72

平成27年9月1日

奇数月1日発行

アパリの支援

＜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》
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
〒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.jp
○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。

薬物事犯で逮捕

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。

起訴(面会・差入・通信ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)

保釈(身元引受)

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、
日本の覚醒剤事犯の再犯率は約65％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。 裁判中のプログラ
ムの提供、受刑中の身元引受、出所出迎え
に行ってリハビリ施設に繋げるお手伝いをし
ます。

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

裁判（情状証人・報告書提出）

刑務所（身元引受

執行猶予

通信ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・

面会等）

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。（窃盗、横領、詐欺等）ご相談くださ
い。

出所出迎え

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

[費用：コーディネート契約料として一律20万円
（税別）。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】

社会復帰

＜アパリ家族教室スケジュール＞
第1月曜

連続講座

第3月曜

アディクション関連講座

9/14（月）
※変更

第７回
薬物問題を持つ人の家族の
回復プログラム

9/21（祝）

祝日のためお休み

10/5（月）

第8回
あなたの環境や状態をいいものに
変えよう
第1回
薬物依存症によるダメージと脳

11/2（月）

ホームページをぜひご覧ください。
http://www.apari.jp/npo/
Facebookも始めました！
発行者：近藤恒夫
編集責任者：志立玲子
平成27年9月1日発行
定価 １部 100円

12/7（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

1/4（月）

第3回
依存症者の心にある２つの考え

№36
「ポルトガルの挑戦～薬物政策の未来
10/19（月）
のカタチ～」丸山 泰弘 氏
（立正大学法学部准教授）

11/16（月）

№37
「児童虐待とDV]
柑本 美和 氏
（東海大学法科大学院准教授）

12/21（月）

№38
「未定」

1/18（月）

№39
「未定]

【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・インテグレーション・センター １階会議室

【参加費】3,000円 （2名以上の場合は4,000円）

【申し込み】不要

