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ＡＰＡＲＩとは、

アジア太平洋地域

アディクション研
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Institute)の略称で

す。 
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福祉・教育・医

療・司法機関と連

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。 
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アパリの恩人の皆さま 

 新年あけましておめでとうございます 

旧年中は大変お世話になり、心から感謝申し上げます 

去年の師走から世界中が慌ただしくなりまして 

トランプとヒラリーの戦いでは選挙の方法が何回聞いても 

不可思議で私の頭では理解不能でした 

年の瀬には、ロシアのプーチン氏と安倍さんの日ロ会談 

日本人の期待は北方領土返還、北日本とロシアが 

新幹線でつながり、北海道からパリまで行く事が出来るそうな～ 

ロシア産の天然ガスのパイプが電力の代わりになり、低コスト化が実現！ 

KGB出身のプーチンに秋田犬を贈ったりしてゴマをすっている日本人 

さて、アパリは今年もアジアの人たちとの交流が始まります 

中国の広東省の薬物問題の国際協力 

フィリピンのドゥテルテ大統領の尻ぬぐい 

韓国麻薬退治運動本部との業務提携 

3月にタイのバンコクでのダース開催 

6月にも韓国でダース会議が行われるという多忙な日々が続きます 

大変なことになってきました！ 

近くて遠いアジアにアパリは国際協力してゆく所存です 

アパリが歩くとアジアが変わります 

        

 理事長 近 藤 恒 夫 
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      日本ダルク アウェイクニングハウス１０年の歴史 
          藤岡ダルクフォーラム 2016/10/8（土） 

  

山本 大 
  

 山本です。今日はありがとうございます。8年ぶりです。人前で話すのは得意ではないので

やりたくなかったのですが、10年を迎えて少しでも感謝の言葉を伝えたいと思いフォーラムを

開催させていただきました。 

 10年と言っても長いようであっという間に過ぎました。特にダルクの横のつながりには本当

に助けられました。千葉ダルクの白川さん、近藤さん、五十畑さん、東京ダルク、埼玉ダル

ク、川崎ダルク、八王子ダルク、三重ダルク、同じ法人のアパリ東京本部の事務局長の尾田さ

んや志立さんたちには助けていただきました。アパリの理事の方、奥田先生を始め優しく見

守ってもらいました。 

 2006年9月に入る前、日本ダルク トゥデイハウスで夏休みをもらっていたときに、上野の

日本ダルクに呼び出されて、明日から藤岡に行ってくれと言われた。どうしようかな？と。そ

のとき聖徳大学の社会福祉学部に入って学んでいる途中だった。全て自分でやらせてほしいと

いう条件を出させてもらって受け入れてもらった。 

 その頃は、佐々木君が就労の途中で彼も一緒に呼び出されて、彼と二人で9月1日に藤岡に行

きました。今の施設になってちょうど10年ですが、1999年からアパリ藤岡研究センターとし

てやっていて、ハヤトさん（磯部）、ジュンさん（岸本）、僕が三代目の施設長です。そんな

中で老朽化が進んだり、たくさんの問題を抱えていた。さきほども控室に群馬ダルクの平山君

もいて、その3人でスタートした。異色の組み合わせだよね？と話していた。出身したダルク

によって、違ったダルクで育った人と一緒に仕事をしていくのは最初は困難で、佐々木君とは

毎日のようにケンカしていました。今となっては良い思い出で、良い親友です。いろんなこと

をやっていかないといけなかった。まずは環境整備をするところから始めた。いろんなところ

にガタが来ている状態だった。いつも作業服を着て、ごみを捨てるにもお金がかかるので、分

解して粉々にして捨てたり、最初のうちはそんなことばかりやっていた。たくさんの仲間が来

た。残念ながら刑務所や精神病院に行った仲間、亡くなっていった仲間もいます。 

 10年でどれくらいの仲間が来たのかと、調べてみた。255名が来た。クリーンが確認され

ている人は32名。途中退寮したけど自立している人は自助グループの力も大きい。現在就労

中、他の施設に移っている人は12名。現在入寮している人が20名。円満退寮で仕事をしてい

る人だけではない。障害を持っている人もいる。作業所に通っている人もいる。32％がクリー

ン。これが多いか少ないかはわからない。 

 最初は３人のスタッフと入寮者が20名いた。ボイラーは壊れるは、水道は壊れるは、一つ一

つ直していった。昨年エレベーターを献金のお願いをして直していった。40年も使っていた。 

足が悪い仲間もいる。560万かかるとのことだった。420万5千円の献金が集まった。これで

エレベーターが使えるようになりました。 

 もともとホテルだった。ゴルフ場の宿泊施設だった。床も抜けていた。自分たちで修繕して

いった。外壁もペンキで塗った。高所作業車の免許も取って塗りました。 

 みんなで施設をきれいにしていく。その方が大切にできる。ルールを少しずつ外していくと

いうことをやっている。昔は

プログラムはミーティングく

らいしかなかった。ミーティ

ングにものらない人も出てき

たので、他のことも考えない

といけない。また山の中なの

で、なかなか地域の人たちと

関わる機会も少なかった。エ

イサーのプログラムを10年

前から始めて人前で出来るよ

うになってからは老人ホーム

などに叩かせてくださいと営

業もかけて、叩かせてもらう

機会も増えました。仲間たち

も自主的にすごく毎日のよう

に練習を頑張っている。  

  

今ではとっても綺麗です 

皆で施設を修繕しました 

綺麗になった藤岡 

施設長の山本大 

（やまもと・まさる） 

スタッフルームは 

こんな感じでした 

10年における利用者の動向 
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 音楽プログラムもある。６年位前に酒井法子さんの事件があってから、音楽制作者連盟で

講演をやらせてもらった。その中で代表だった菊池さんに声をかけていただいて、こういう

ことをやりたいと言ったら、たくさんの楽器をいただきました。そして音楽プログラムが始

まった。スタッフをやっていた遠山さんや社会に出て行った猿渡さんが熱心に関わってくれ

た。そしてだんだん形になってきた。アートプログラムもダルク女性ハウスの方が関わって

くれて、ワークショップもやってもらっています。隣にギャラリーを設置して展示してあり

ますので休憩時間に見ていただけたらと思います。2011年から始まった仏画プログラムで

は、下田先生、佐藤先生がずっと関わってくれています。最初仏画って聞いたときに、こん

なことできるかな？ と思った。そのままを描くというより、なぞって塗り絵みたいな感じ

だった。その色の塗り方に個性が出ている。富岡の美術館に展示していただく機会があっ

て、それも励みになりました。認知行動療法、スマープですね。これを始めるにあたって千

葉ダルクの白川さん、栃木ダルクの栗坪さん、1回目の時は国立精神・神経センターの近藤

あゆみさんにも手伝ってもらって始めることができました。アサーティブトレーニングは、

コミニュケーションが苦手な仲間がいて、卒業生が毎月来てくれています。エンカウンター

グループは最近導入したプログラムです。直面的に自分のことを探ることができます。去年

の６月くらいから、川崎、八王子、東京ダルク、国立精神・神経センターの引土さんの意見

を聞きながら始めることができました。 

 ヨガプログラムは先生の都合で一旦中断してしまった。藤岡の市内でボランティアを探し

てようやく先月からヨガをやってくれる先生が見つかった。こういったようにたくさんの人

たちが関わって、プログラムを増やしていくことができました。 

 アパリの活動の中でフィリピンの活動で梅田さん、加藤さん、ソウルダルクの活動の中で

三河ダルクの松浦さんなどいろんな人に助けてもらいました。本当に感謝しています。 

 とにかく感謝のリストを作っておいたのですが、どこかにいってしまった。紙に書いてい

たのですが、なくしてしまった。言い忘れている人もいると思う。業者の人にもお世話に

なっていた。支払いが滞っていた。お金がない中で分割で払っていいよと言ってくれたり、

山の中にあるのでライフラインに関わる業者の人がいないと本当に困ってしまいます。ガソ

リンスタンドの中村商会、下水を処理してくれている多野防疫、SPCの土居さん。本当に

助かった。言葉にできないほど助かった。 

 最後に今度施設の屋号を変えることになった。日本ダルクアウェイクニングハウスを地域

に愛されるダルクになっていくためにも、これを機に藤岡ダルクに屋号を変更いたします。 

 これからの10年は新たな気持ちで藤岡ダルクとしてやっていきますので、どうか応援ご

協力、支援をよろしくお願いいたします。 

 

【山梨ダルク代表の佐々木広さん】 
 皆さんこんにちは。山梨ダルクの佐々木です。よろしくお願いします。藤岡ダルク10周

年おめでとうございます。そして山本マサル君、着任10年ご苦労様でした。 

 僕はダルクに助けられた一人の薬物依存者です。山本に育てられたダルクスタッフです。

藤岡にスタッフ研修という名でここにきました。クリーンタイムが１年６月あった。前日ま

で日本ダルクに入寮していました。アルバイトをしていた。日当は8千円のアルバイト。コ

ンビニのアルバイトをして自立を目指していた。 

 8月31日。東京の篠原さんに明日から藤岡に行ってくださいと言われました。スタッフ

研修ですと言われました。不思議だった。明日仕事を止めると言ってくると言うと、藤岡に

行ってから止めるように言われた。荷物をまとめろと言われ、追い出されるように次の日に

は車に乗り出かけました。 

 僕から離れたところでみんな深刻な顔をしていました。それが何なのかわかりませんでし

た。着いたら、施設がとてもにぎやかになっていたんです。「あ～こういうことか・・・」

と。あ～これは爆弾処理の一人に選ばれたんだなと思った。会ったこともない山本と二人で

布団を敷いて寝る生活になったんです。施設にネズミが走っている。電気を消すとネズミが

走った。その姿を見て、マサル君がギャーと叫んだ。そんなことで二人の生活が始まりまし

た。 

 彼に6か月間も育ててもらった。右も左もわからなかった。言いたい放題の僕ですから、

毎日のようにマサル君とケンカしていた。大変だったんでしょう。ホテルのような箱ですか

ら。一週間でも泊まって一人でやってみてください。大変だったと思います。借金はできる

は、清掃は隅々まで行き届かないは。そんな状態だった。お金がなくて大変だった。そろば

ん勘定もできないもんだから、ご飯をもっと用意しろとか、暖房をもっと使わせろとか、権

利の主張をしました。お金がないからそれが通らなかった。それでケンカした。人の気持ち

がわからなかった。言いたい放題を言って、あなたを傷つけてどうもすみませんでした。そ

のときにならないと人はわからないものです。 

昔の食堂はこんな感じでした 

山梨ダルク代表  

佐々木広さん 

 皆で修繕しました 

今ではこんなに綺麗に 

なりました 
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 ただ、覚えているのは、この人はまず寝ない。２時３時まで起きている。館内が真っ暗にな

る。僕も優しい気持ちがないわけでもないので、コーヒーの一杯でも持って行こうかと、行く

と、当時は頭を抱えていた。パソコンを目の前にして頭を抱えていたのが印象深かった。声も

かけられなかった日もありました。その遣り繰りがとても大変な時期だった。そんな姿を見な

がらそこでスタッフ研修をして6ヵ月ほどで帰ってきました。面白かったですね。 

 スタッフで今は立派になったけど、ユウ（畑）が入寮したばっかりで、携帯電話を隠し持っ

ていて、携帯を探しに部屋にガサ入れしたら、その布団の下にラブレターがいっぱい入ってい

た。一通も読んではいませんけどね･･･。僕は12年間ダルクにいてラブレターなんてもらった

ことはない。 

 のちにスタッフになったサル（猿渡）というのがいた。なぜかしらないがそいつが屋上に

行っていた。さらに上に行く。マサル君が付いて行ったら、屋上で大麻を栽培していた。それ

を見つけた。本当にめちゃくちゃで面白かった。蜘蛛の巣は張るは、犬は６匹もいるし･･･。犬

にも飯食わして、俺たちにも飯食わせて、お金が足りなくて本当に大変だったと思う。お互い

に白髪になり、歯は入れ歯になり、目は老眼になり、ほとんどの方が美しく見えてしょうがな

い。去年には孫も生まれ、あれから10年も経ちました。 

 今日までの苦労は本人もあまり話さないし、平山さんも話さないし、頑張って面白い話をし

ようかなと。普段はもっと違うのですが。今日はユーモアを交えて話をさせていただきまし

た。 

 先ほど平山さんが言いましたが、マサル君の前任が岸本さんといって、2011年2月11日に

癌で亡くなった。僕が山梨に行って、ダルクを始めた時にお手伝いをしていただいた。彼が亡

くなる１年位前から山梨ダルクで働き始め、地域活動支援センターの助成金を獲得したのが

2011年1月。初めてお給料をもらえるのが2月25日の予定で、2月11日に亡くなってしまい

ました。 

 彼が言うには、７年間やったけど群馬の藤岡は大きすぎて疲れたんだと言っていた。日本ダ

ルクの出身者ですから、思いを形にしようとすると難しかった。疲れたんだと言っていまし

た。もう一つは、大変申し訳なかった。最後にマサル君やヒロシに全てを託して申し訳なかっ

たと言っていた。３つ目は、埋め合わせだといって、うちで１年間、ほぼ無給で地域活動支援

センターの助成金申請をやってくれた。かっこいいのは、一回の給料も取らずに癌で亡くなっ

たこと。未分化癌だった。入院して２週間くらいだった。変わった病気だったみたいで、アッ

という間でした。彼はシンナーの人だから、最後にシンナー吸ったら癌も溶けるんじゃないか

な？ と耳元で言いましたが、彼は笑っていました。彼は７年間藤岡で活動をやって、最後は

疲れ果て、力尽き、最後はマサル君に託して、志半ばで亡くなりましたが、最後までプログラ

ムを通して、私たちに恩返し、埋め合わせしてくれて天に帰っていったという名誉の回復をお

話しておきたかった。 

 たくさんのスタッフが辞めていった。マサル君もスタッフがすべったり辞めたりするたびに

電話がきて、寂しい、悲しいと言います。一つのダルクが今日にいたるまでには、一つの施設

が成立していくときには、「万骨枯れる」でございます。うちでいうと岸本であり、疲れて

いったスタッフであり、万の骨の上に、きっと成り立っております。万骨枯れる、そこを忘れ

たくないなと。無償の善意のボランティアと寄付と24時間体制、仲間のサポートをしてくれる

ボランティアスタッフの、骨の枯れる思いの中で我々の回復もあるのかなと、端に座っていて

思いました。 

 群馬県は日本の総理大臣を生んだランキング３位の県であります。是非、県と掛け合ってお

金をたくさん持ってきて、少しでも藤岡の運営を楽にしていただけるよう、群馬県から他の県

では出来ないようなこ

と が で き た ら い い な

と。お祝いと山本大の

今日までの苦労に対す

る感謝と俺を育ててく

れ て「あ り が と う」

と、これを申し上げて

私の話を終わらせてい

ただきます。 

 

音楽プログラム エイサー 

現在のミーティングルーム 

昔のミーティングルーム 
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第12回 NO DRUG 警視庁に参加して 
事務局長 尾田真言 

 

年に2回警視庁本庁で開催されるノードラッグ警視庁が、12月23日(祝)10時から警視庁17階大

会議室で開かれました。本庁での開催は6年目で12回目になります。参加者は警視庁に薬物自己使

用等事犯で逮捕された元被疑者、その家族・パートナー、警視庁の銃薬担当の捜査員、支援者の総

計約200名です。最初に、組織犯罪対策五課の上條課長から、「更生を誓った皆様への激励が大事

だ。本日参加された方々のサポートを捜査員の皆さんに全力でやってもらいたい」という話があ

り、次に、沖縄ダルク出身の元プロボクサー、川崎タツキ氏の半生を紹介するDVD鑑賞と本人の

体験談がありました。「ヤクザをやっていた時、拳銃事件で逮捕されて本当に助かった。あのまま

だったら人を撃って死なせていたと思う。本当に助けられたんだと思う。今では全国の少年院や児

童養護施設を訪問して命を大切にするんだよと話して回っている」という回復にかかわる話があり

ました。最後は、当事者と家族に別れたグループに、捜査員と支援者が混ざった形式のミーテイン

グでした。私はアパリの保釈中のクライアントが参加していたグループにいました。この会合に出

席し、警視庁の捜査員たちと定期的に会い続けることで連携が深まっていきます。 

終わりの挨拶は、ノードラッグ創設者である池袋警察署の蜂谷課長代理から、「捜査員の皆さん

にはここに参加して来る人たちのことを信用してもらいたい。きついことを言っても参加し続けて

くるのは、自分が信頼されているからだという、こちらの思いが伝わっているからだ」という話で

締めくくりました。 

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 

新潟刑務所参観 
嘱託研究員 森村たまき 

  

 11月1日、国士舘大学、北九州大学のゼミ学生有志とアパリ合同で、新潟刑務所参観に伺いまし

た。新潟刑務所には田村勝弘さんという非常に先進的な教育専門官がいらっしゃって、日本で初め

て、薬物事犯・性犯罪者に対する特別改善指導の中で条件反射制御法（CRCT）を用いたプログロ

ムを実践しているのです。今回は是非そのプログラムについて詳しくお話を伺いたいとお願いして

の訪問でした。 

 北九州、東京から集まった学生たちと新潟駅で現地集合後、到着した私たち一行を、田村さんは

持ち前のにこやかな笑顔で迎えてくださいました。新潟刑務所は段階的な改築工事中で、新旧の建

物が迷路のように並立しています。刑務作業では地場産業の大凧の絵付け、漆塗工芸品といった、

高い技術と芸術性を要する製品が製作されていました。ここで得た高い専門的技術が社会復帰後も

役立てられればいいのだが、なかなか難しいとのこと。特別改善指導のプログラムが実施されてい

る教室も見せていただきました。性犯ではない罪名の受刑者から、「実は・・・」と性犯プログラ

ムの受講希望があって、それが非常に嬉しかったというようなお話もあり、せっかく閉鎖施設に収

容されているのだから、この時間をなんとか社会で生きてゆくために役立てて欲しいという、悲願

のような熱意が伝わりました。なお、田村さんは11月の日本行動嗜癖学会と日本犯罪社会学会に

おいて、「受刑者の多くは刑務所でしか教育に参加する機会を持たないのだから、改善指導は彼ら

を教育できる重要な機会なのだ」という趣旨の報告をされていらっしゃいます。 

 終了後は田村さんを囲んで懇親会もあり、新潟のお酒と魚を堪能しました。田村さん、新潟刑務

所の皆さん、ありがとうございました。 

新潟刑務所 

警視庁の前で 

左から志立、森村 

尾田、髙橋 

韓国 麻薬退治運動本部との交流 
事務局長 尾田真言 

 

 財団法人韓国麻薬退治運動本部(Korean Association  Against Drug Abuse)とアパリとの

かかわりは、互いに表敬訪問するようになった2002年にさかのぼります。フェローシップ・

ニュースNo.79でご紹介した2016年9月の日本ダルク本部とのMOU（業務協約書）を踏まえ

て、近藤恒夫をはじめとするダルク・アパリのスタッフが12月2日(金)に再度ソウルの同本部を訪

問し、ダルク・アパリの活動を説明しました。 

李理事長は当事者主導のリハビリ施設の運営に強い関心を示し、12月22日には2名のスタッフ

とともに来日し、東京ダルク、藤岡ダルク、アパリ・インテグレーション・センターを視察しまし

た。当初はプログラムはどうで、人員数は、施設の大きさは、規則はということに関心があったそ

うですが、実際に来てみて、当事者による当事者のためのダルクの流儀に触れて、ダルクの精神を

学ぶことがいかに大切かということに気づいたとのことです。 

 これを受けて、韓国では2回目の開催となる日韓合同のDARS（Drug Addicts Recovery 

Support)による薬物依存回復支援者養成セミナーが今年の6月下旬に開催される予定です。  

韓国麻薬退治運動本部にて 

日本ダルク・アパリ訪問 
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 回復の道、ヨチヨチ歩き 
ソン 

  

‘16年８月末の刑務所の出所と同時に、ここ藤岡ダルクに入寮し４ヶ月が経とうとしていま

す。 

 薬物なしの生活を過ごし大丈夫と思っていましたが、入寮の夜、幻覚や妄想が現れました。

寮にいるのに刑務所の生活音が聞こえ、視界は歪み、入寮する仲間が見えない所で何かコソコ

ソやっている、悪口を言われている感覚に囚われました。使った時の様な感覚になる“フラッ

シュバック”という精神症状です。これまでも経験はありましたが、この時はとても酷く、一

人だったらこの状況から逃れるため薬物を使っていたでしょう。仲間がアイマスクや耳栓を貸

してくれましたが、浅い眠りで藤岡での最初の朝を迎えました。 

 そんな入寮生活のスタートで、最初はプログラムをこなすのに精一杯でした。言いっ放し聞

きっ放しのミーティング、施設内営繕等の役割、スポーツの一環で行うエイサー(琉球太鼓)、

外に出掛けての自助グループ（ＮＡ）参加等があり、睡眠が充分な刑務所生活に慣れた僕には

とてもハードでした。 

 そして施設にも慣れ、共に生活する仲間の名前も覚えた頃、嫌な部分が見え始めました。

“普通はこうやるのに、なぜ違うやり方をするの？”“僕はこう思うのに、なぜそう考える

の？”そんな考えで一杯になりました。臆病な僕は“どうして”と仲間に聞けず、モヤモヤし

た感じを残したまま、日々をやり過ごす事しか出来ませんでした。小さなモヤモヤは溜まっ

て、身動きが取れなくなりました。プログラム中も自由な時間の談笑にさえ、無口で下を向く

事しか出来なく、入寮当初にあった妄想や勘繰りが再現しました。 

  そして施設にも慣れ、共に生活する仲間の名前も覚えた頃、嫌な部分が見え始めました。

“普通はこうやるのに、なぜ違うやり方をするの？”“僕はこう思うのに、なぜそう考える

の？”そんな考えで一杯になりました。臆病な僕は“どうして”と仲間に聞けず、モヤモヤし

た感じを残したまま、日々をやり過ごす事しか出来ませんでした。小さなモヤモヤは溜まっ

て、身動きが取れなくなりました。プログラム中も自由な時間の談笑にさえ、無口で下を向く

事しか出来なく、入寮当初にあった妄想や勘繰りが再現しました。 

 僕は幼い頃、父の不在が多い環境で育ち、いつしか、不貞をして金や酒に汚い、という印象

を持つ様になりました。母は“あのうちはお父さんがいないから…”などと周囲から言われま

いと、厳しくしつけてくれたのでしょう。僕は、しつけを守り、言う事を素直に聞き、いい子

にして迷惑を掛けない事で、唯一頼りとした大人の母から見捨てられぬ様必死だったのだと思

います。“僕はこうしたい”と言う事なく育ち、身に付けたしつけが僕の“普通”になってい

きました。 

 大人になり会社勤めを始めて酒を覚えました。楽しく飲む事も出来ていましたが、つるんで

いた友達も家庭を持ち、一人で飲む事が増え週に４～５回飲む事もざらで、酔った勢いで人を

殴ったり自転車を盗む等、酷い事をしたなと振り返ります。 

 25歳頃‘00年前後に薬物と出会いました。セックスドラッグとして性行為の快感を高める

ための使用が初めで、ゲイというセクシャリティーであり、アナルセックスの苦痛を避ける目

的もありました。そのたび薬物の量は増え、大胆で過激なセックスになりました。父をよく思

わず、母の苦労で育った僕は“男は女を不幸にする”“性は嫌悪するもの”という思いを内に

秘める事しか出来ず、心を通わせ相手を愛おしむセックスがある事も知りませんでした。嫌悪

を払拭し快楽を追及する薬物とセックスは、行き場のない僕を違う場所へ連れて行ってくれま

した。 

 ‘05年夏、１回目の逮捕を経験しました。薬物を毎日絶え間なく使い、誇りに思っていた仕

事も欠勤の末に解雇、薬物・ホテル代・ブランド品のための借金も膨らみました。初犯で執行

猶予付きの有罪判決を受け社会に戻っても一変した環境に馴染めず、温情で頂いた退職金は酒

や薬物に消えました。そんな生活は長続きせず、猶予中に２回目の逮捕となり静岡で１回目の

刑務所生活を送る事になりました。静岡では、刑務所の処遇プログラム“薬物依存離脱指導”

の際に、スルガダルクの仲間から体験談を聞いたりミーティングに参加しましたが、２年半の

服役生活で薬物は抜けたし自覚的な後遺症もなく、ダルクなんて関係ないという構えで出所し

ました。 

「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！ 

 藤岡ダルク  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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「拘置所のタンポポ」 

が増刷されました！ 

■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

ションセンターまで 
 

※住所、氏名、電話番号、 

ご希望数をご記入ください。 

拘置所のタンポポ 
日本ダルク代表  

近藤恒夫 著 

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 

アパリ家族教室  

家族のためのクリスマス・シェアリング・パーティー 

リーガル・ソーシャルワーカー 志立 玲子 

  

 12月26日(月)には、アパリの家族教室としては初めてのクリスマスパーティーを開催し

ました。日頃家族教室に参加している方、近藤理事長、奥田監事、横田顧問も参加していた

だきました。ゲストにはリーガル・カウンセラーズの笹瀬健児さんをお招きし「聖書の学び

から～クリスマスとは？」と題し、なぜクリスマスをお祝いするのかという敬虔なカトリッ

ク信者ならではのお話を伺えました。その前には、光の祭儀、聖書朗読、きよしこの夜を皆

さんで歌いました。後半は、笹瀬さんによるギターの弾き語り、マーシーさんによるマジッ

クショー、そして最後に私のフラも一曲披露させていただきました。食事などは各自が持ち

寄り、参加した家族の皆さん同士分かち合い、楽しい時間を共有することができました。ま

た次回も企画したいと思いますので、今回参加されなかった皆さんも是非ご参加ください。 

  

 それよりも気掛かりだったのはHIVの事でした。服役直前、体調を崩しHIV感染が分かり

ました。無防備なセックスを繰り返した事が原因です。自らの意思で病院に掛かる事も出来

ずにいて、病識に乏しかったため、出所後真っ先にHIV陽性者支援のNPO“ぷれいす東

京”を訪ねました。事情を話すと“今の一番は薬物について取り組む事だ”と言って、都内

の日本ダルクを紹介してくれました。出所して日も浅く途方に暮れていた僕は、他に選ぶ術

もなくダルクに行きました。そこで“依存症である”“回復は可能だ”という事を教わりま

した。そして“あなたと同じ経験をした仲間もいるのよ”と言ってくれました。ヤク中、

HIV、ムショ帰り…。悲劇の主人公、悲壮感の只中にいた僕は、救いの手を差し伸べても

らったような安心感を覚えました。 

 ‘09年７月、デイケア通所を始め、ＮＡも参加する様になりました。僕にとって特に、セ

クシャルマイノリティーのためのミーティングが開かれている事で、心の底に沈めていた思

いを吐露する事ができ、“自分の居場所”を見つけられた気がしました。 

  しかし、些細な対人関係の不信から逃れるためスリップ（再使用）して、伸ばしてきた

クリーン（使わない期間）を止める事になりました。‘11年６月の事です。最初の一回は

それだけで多すぎ、千回やっても足りないことを知っていたはずなのに…。やっと就いた仕

事も休職が続き退職。仕事も住まいも変えましたが、スリップが続きダルクやＮＡから遠ざ

かる一方で、‘15年２月に３回目の逮捕に至り、２回目の刑務所生活を府中で送って来た

のです。 

 今回の入寮を決めたのは３回目の逮捕直後の事です。共に回復を歩んできた仲間やダルク

スタッフが面会に来て“もう一度頑張ろう”“入寮はきっと近道になる”と言ってくれまし

た。試さなかった新たな道を選ぶ事が出来たのも仲間達のお陰です。感謝する他ありませ

ん。 

 コミュニケーションを知らず、鬱積させるしかなかった行き場のない感情や、サバイバル

スキルとして身に付いた僕の中の”普通”から逃れるために、酒や薬物・セックスは、その

破壊的な力によって僕を違う場所へ連れて行ってくれた代わりに、生きる事がどうにもなら

なくなりました。健康を害し大切なものの多くを手放しましたが、命を失う事だけは免れま

した。 

 例えるならば、今はヨチヨチ歩きの赤ちゃんです。初めての世界を見て触れて覚えている

最中。オムツを汚したり、突然泣き出して困らせるけれど、愛を信じてる。生まれ変わって

新しい生き方を歩み始めています。 

 この機関紙を刑務所でお読みの方には、限られた環境に苦労の多い事と思いますが、どう

ぞご自愛下さい。また、依存症で苦しむ全ての方々が、どんな形であれ回復の道に就きます

事を祈念しています。 
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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.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、

日本の覚醒剤事犯の再犯者率は約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。 

 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。 

[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】 

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。 

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 

ホームページをぜひご覧ください。 

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

  Facebookもやっています！ 

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 

平成29年1月1日発行 

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 

1/16(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 

1/23（月）

※変更 

「ワークショップ 家族のための 

12ステップ講座1」 

笹瀬 健児氏(ﾘｰｶﾞﾙ・ｶｳﾝｾﾗｰｽﾞ） 

2/6(月) 

第8回 

「あなたの環境や状態をいいものに

変えよう」 

2/20(月) 

「ワークショップ 家族のための 

12ステップ講座2」 

笹瀬 健児氏(ﾘｰｶﾞﾙ・ｶｳﾝｾﾗｰｽﾞ） 

4/3(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 

4/17(月) 

「ワークショップ 家族のための 

12ステップ講座4」 

笹瀬 健児氏(ﾘｰｶﾞﾙ・ｶｳﾝｾﾗｰｽﾞ） 

5/1(月) 
第3回 

依存症者の心にある２つの考え 
5/15(月) 

「ワークショップ 家族のための 

12ステップ講座5」 

笹瀬 健児氏(ﾘｰｶﾞﾙ・ｶｳﾝｾﾗｰｽﾞ） 

3/6(月) 

第1回 

「薬物依存症によるダメージと回復」 

 

3/20(月祝) 

「ワークショップ 家族のための 

12ステップ講座3」 

笹瀬 健児氏(ﾘｰｶﾞﾙ・ｶｳﾝｾﾗｰｽﾞ） 

＜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 

〇木津川ダルク 

〒619-0214 

京都府木津川市木津内田山117

番地 

電話 ：0774-51-6597 

FAX   ：0774-51-6597 

〇入寮費 月額16万円 

 （初月のみ19万円）（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。 

〇入寮期間：個人により差があ

ります。 


