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ロイ神父納骨式・追悼式が行われました！ 

                   嘱託研究員 森村 たまき 

  

 ８月１１日（金）、カトリック関口教会・東京カテドラル聖マリア大聖堂におい

て、アパリ初代理事長、ダルク創設の父であるメリノール宣教会ロイ・アッセ

ンハイマー神父の追悼ミサと納骨式が挙行されました。 

 ロイ神父は１９３８年にアメリカ、ペンシルヴァニア州で生まれ、１９５２年にメ

リノール宣教会NYU大神学院を卒業され、同年叙階、来日。以後２００６年に６

８歳で帰天されるまでメリノール宣教会の神父として人々のために尽くさ

れました。ご自身もアルコール依存症で、依存症の仲間として近藤恒夫の

ダルク創設を支え、仲間として近藤と一緒に歩いてくださった、ダルクにとって

は大恩人であり、父親のような、特別な方です。 

 丹下健三設計のコンクリートの大きなお御堂で「いつくしみふかき」斉唱で始

まった追悼ミサは、カトリックの典礼にのっとって厳かに、しかし暖かく行われま

した。壇上には３０基の献花が捧げられ、近藤も壇上で典礼を執り行う司式者に

加わって、祈りが捧げられました。司式者は司祭以上の神父様がされるのが通

常なので、これは異例なこと。答唱詩編に「平安の祈り」が唱えられたのも、ロイ

神父の愛するダルクの仲間たちへの特別な配慮だったのでしょう。 

 説教者として近藤もロイ神父の思い出を話しました。２７年間にわたって近藤

と共に歩いてくれたロイ神父が、親よりも、兄弟よりも長く寄り添い合った仲間

であったこと。アル中の神父なんているものかと疑っていたけれど、ある日顔中

血だらけにして現れて、本当なんだと驚愕したこと。バチカンに教皇様に謁見に行った際、ロイ神父が

教皇玉座に座って写真を撮れと言って、カメラを構えたらボディーガードの人たちに連れて行かれてし

まったこと、等々、ロイ神父の優しさと正直さ、権威への反骨精神が伝わるお話でした。 

 追悼ミサ終了後は、ケルンホールにて、ロイ神父を偲ぶ会が開催され、たくさんの思い出がシェアさ

れました。 

ロイ神父の納骨式に寄せて  ・・・ 近藤恒夫 
 

 6月に入り、北海道の円山教会のケン神父から電話がありました。内容はロイさんのお骨をどうしよう

か、10年も経ったのでミサをやったらどうか？とのことでした。6月半ば、ケン神父は木曜の授業が終

わり千歳から東京に16時半過ぎにやってきました。三十数年ぶりの再会で、相変わらず神父らしくない

神父でした。ケン神父はロイさんのお骨をどこのお墓に入れようかと考えていました。メリノールに入

れようか？ お墓を買うにはお金がいるな、100万位は覚悟をしていました。 

 納骨式はカトリック関口教会の大聖堂でやりたいと思っていました。神の配慮で8月11日の祝日が空

いていました。そしてそこにグッドニュースが入りました。東京カテドラルを建てるときにメリノール

が協力していたらしく、メリノールの人を納骨する権利を持っていました。そのことは誰も知りません

でした。事務局の方から、実はメリノールの方を納骨できますよと言われました。これはハイヤーパ

ワーの計画でした。初めからそうなっていたのでしょう。  

 当日の式次第はメリノールが、私たちが人を集めるということに決まり準備を進めました。そして全

国から多くの人たちに集まっていただくことができました。 

 ロイさんがいつも言っていました。明日の心配、食べることの心配、着る物の心配、目の前のお金の

心配。今日だけ考えて生きていればいい。そのことが思い出されました。 
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日本の2つのチーム 

学会尾田報告 

「アパリクリニックで働くことになりました」 
 

医療法人社団アパリ アパリクリニック医師 梅野 充 

 

フェローシップニュースをご覧のみなさん、おはこんばんちはです。医師の梅野 充（ウメ

ノ・ミツル）と申します。この度、非常勤医師として火・水・金曜日にアパリクリニックで働

くことになりました。自己紹介させていただきます。 

＊ ＊ 

 私は1965年に兵庫県尼崎市で生まれました。ものごころついた頃には母方の実家で祖母や

父母と暮らしておりました。祖父は若くしてなくなったとかで、写真でしか知らず、祖母が毎

日、仏壇の前でお経を唱えていたのをよく覚えております。実は祖父はDV加害者で、祖母や

母、母のきょうだいに対して飲酒しては高圧的な態度をとっていたようです。僧侶をしていた

ようですがお寺を任されるような立場になることができず、祖母が特技にしていた和裁の仕事

をして一家を支えていたようです。 

 父は結婚して母の実家に入った「マスオさん」的な立場であったわけですが、性格的に飄々

としたところがあって、余り母や母の実家についてコメントしたことはなかったようです。私

が小学生のころに神戸市内に転居して父母との三人暮らしになりました。母は思い返せばAC的

な人でもあったわけで、私には愛情深く接してくれていましたが、体調が今ひとつよくない時

もあり、情緒的に不安定な時もあったように思われます。 

 大学では心理学を専攻しました。やはり心理学をやりたいと思ったのは自分の当時の自分の

生活や性格にどこか屈託をもっていたためだろうと思います。ただ心理学という学問は性格や

感覚を外面からいかに科学的にとらえるか、ということに汲々としている狭量なものであるよ

うな気がしました。その後の心理学の発展や大学教育のありかたには大きな変化があるような

ので、現在、心理学を学んでいたり教えていたりする方々とは異なっていることと思います。 

 大卒後、１年の浪人生活ののちに関西にある医科大学に入学しました。この大学は私のよう

な「再受験組」にもハンデが少ないと言われていて、やはり各地からいろいろなユニークな学

生が集まってきていました。学生同士の交流が楽しかったことをよく覚えています。私が大学

を卒業する年に阪神淡路大震災と、地下鉄サリン事件との２つの大きな出来事が起こりまし

た。上京の準備のために夜行バスで早朝の新宿駅に到着しようとしたその直前に、バスの中の

ＴＶニュースでとてつもない事件が起こったことを知りました。 

 私は地震が起こった神戸からサリン事件が起った東京へと生活の場を変えたことになりま

す。東京都世田谷区の都立松沢病院で医師としての研修を始めました。当時は現在と異なって

研修にはバリエーションがあり、基礎的な内科や外科の修練を積めばあとは自らがめざす科で

の研修を行う方法（セミローテーション）をとることができ、私はこの方法で精神科を主とし

て2年間の研修を受けました。 

 3年目には東京都職員になって台東区入谷にある「東京都立精神保健福祉センター」で勤務

しました。精神保健福祉センターは、現在、各都道府県と政令指定都市に設置されております

が、ここは最初期に設立された精神保健福祉センターであり、浅草や山谷の近くという土地

柄、古くからアルコール・薬物依存症の相談や家族教室が盛んに行われており、私はここで依

存症を専門的に勉強するようになりました。 

 当時は相談員として東京ダルクの森田邦雅さんが非常勤として勤務していらっしゃったり、

家族教室では伊波真理雄先生（雷門メンタルクリニック）や弁護士の森野嘉郎先生（池袋パー

ソナル法律事務所）が講演していたりして、依存症の基礎的な知識や考え方を、こうした方が

たから学ぶことができたことは私にとって幸せであったと考えています。 

  

第35回国際法精神医学会 ㏌ プラハ 
事務局長 尾田 真言 

 

 2017年７月9日(日)～14日(金)にチェコの首都プラハにあるカレル大学法学部で開かれた第

35回国際法精神医学会(35th International Congress on Law and Mental Health)に参加

し、14日(金)午後2～４時のセッションで、いつものように現地集合したDARSメンバーの仲

間と報告してきました。 

 プラハは中世時代の建物がそのまま残っていて、街中が赤い屋根で埋め尽くされています。

国際学会はレセプション、チェコフィルハーモニーのコンサート、クルーズなどの行事がたく

さんあって、その街の観光ができるようになっていますが、学会参加や報告打ち合せの空き時

間を使って、旧市庁舎、モルダウ川に架かるカレル橋、世界で一番大きなプラハ城や、ストラ

ホフ修道院の豪華な図書館、ミュシャ美術館などを観光することができました。 

 15日(土)は、レンタカーで世界一美しいと言われる世界遺産の街、チェスキー・クロムノフ

まで往復360Kmドライブしてきました。プラハではタクシーにも乗りましたが、プラハの流

しのタクシーはみなボッタクリで、料金メーターが不自然に上がり続けたり運転手がメーター

の下部についているボタンを押すと料金が数百円分ずつ上がったりしてめちゃくちゃでした。

健康のためにも時間にゆとりをもって徒歩だけにすればよかったと今なら思います。 

 今回のDARSメンバーは、”Desistance of Addicts in Japan: Past and Future (TJ)”

＝「日本における依存症者の回復～過去と将来（治療的司法）」というセッションで、森村た

まき（国士舘大学）の司会で、石塚伸一（龍谷大学）、丸山泰弘氏（立正大学）、尾田、市川

岳仁（三重ダルク）、髙橋洋平（東京弁護士会）、加藤武士（木津川ダルク）の６名が報告し

ました（以上、報告順）。その前日には、指宿信教授（成城大学）の主催するもう一つの５人

の日本人グループが治療的司法についての報告をしています。 

 DARSメンバーがヨーロッパの学会で報告するのは、ヨーロッパ犯罪学会での2015年のポ

ルト（ポルトガル）と2016年のミュンスター(ドイツ)に次いで3度目になります。 

 DARS(ダース)というのは、Drug Addiction Recovery Support（薬物依存回復支援）の

頭文字をから命名したグループです。龍谷大学矯正・保護総合センターで薬物依存症からの回

復について、石塚伸一教授のグループで共同研究をしているダルクやアパリのメンバーらが

2011年5月31日に始めた研究会です。当初12人のメンバーだったことからダースと名付けら

れました。DARSの活動は８年目になり、研修会を日本国内はもちろんのこと、韓国、タイで

これまで計17回開いています。 

 

 各報告者の演題について概要をお知らせします。以下は報告順です。 
○石塚伸一「薬物諸政策の新たな挑戦：ドラッグ・コート概念の東アジアにおける発展」 (New 

Challenge on Drug Policies: The Concept of Drug Court in East Asian Development) 

○丸山泰弘「現代日本の薬物政策：刑罰を用いない日本の薬物政策実現の第一歩」(Contemporary 

Japanese Drug Policy: The Frist Step in Implementing Japanese Drug Policy without 

Punishment) 

○尾田真言「刑の一部執行猶予制度をめぐる諸問題」(Various Problems of Partial Suspension of 

Imprisonment (PSI) Law) 

○市川岳仁「薬物依存からの回復と日本における刑の一部執行猶予の諸問題」 (Recovery from Drug 

Dependence and Problems in the New Probation Law in Japan) 

○髙橋洋平「薬物乱用者に対する刑の一部執行猶予：弁護士の視点」 (Partial Suspension of Im-

prisonment for Drug Abusers; A Practicing Lawyer's View) 

○加藤武士「薬物依存と回復支援：ダルクの活動」 (Drug Dependence and Recovery Support: 

DARC's Action) 

なお、当然ながら全ての報告は英語で行われました。木津川ダルクの加藤施設長も特訓をし

て学会に臨み、報告終了後には大きな拍手喝さいを受けました。 

 

私の報告概要は以下の通りです。 

１ イントロダクション  

私は17年間、民間で薬物自己使用等事犯者の回復コーディネーターをしてきた。薬物依存症

者には病識がなく、回復プログラムに自らの意志で参加する人は少ないので、アパリは2000

年から、保釈中の被告人に対する薬物研修プログラム、出所後の受け入れをダルクや精神科病

院と連携してやってきた。10年前までは薬物乱用者は犯罪者として扱われ、患者とはみなされ

なかった。2005年に監獄法が受刑者処遇法に全面改正された時点から、刑務所で薬物依存者

に対するプログラムが始まった。そのプログラムは認知行動療法に基づく1回50分で12回実

施するものだ。たった12回では紹介にとどまり治療プログラムとは言えないだろう。 

学会の昼食会場 

プラハ城 
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更生保護法40条により仮釈放期間中の者には保護観察が付されるが、6か月以上の仮釈放

期間がある者に対してのみ、覚せい剤事犯者処遇プログラムが義務付けられている。しか

し、その内容は保護観察所での簡易薬物検査付きの5回のプログラムと刑の満期までの1か

月に1回のアフターフォロー。仮釈放期間6か月未満のものに対しては、希望者についての

み、月に1回の簡易薬物検査をあらかじめ決められた日に実施するのにとどまっている。 

さらには、帰住地も引受人もいない満期出所者ほど再犯のリスクが高く、出所後のサポー

トが必要な人だと考えられるのに、満期出所者には保護観察が付かないのでプログラムは何

もない。そういう状況でアパリでは刑事司法手続きの各段階にいる薬物依存症者の人たちに

プログラムを提供する事業を行っている。 

 

２ 刑の一部執行猶制度の背景 

2006年頃は法務省は刑務所の過剰拘禁状態を解消する必要があった。しかし過剰拘禁は

その後の検挙人員の減少と４つのPFI刑務所の建設によって徐々に解消された。その後、政

府が出所後2年以内の刑務所への再入率を20%削減しようという政策を発表したために、刑

の一部執行猶予制度が2013年に成立し、2016年6月1日に施行された。 

 

３ 刑の一部執行猶予の利点 

覚醒剤自己使用等で3年以内の刑を言い渡された人に対して、刑の一部執行猶予を言い渡

すことができ、その刑の一部を１年以上5年以下の期間執行猶予にし、猶予の期間中保護観

察を付することができるようになった。実際には猶予期間は２年あるいは3年に設定される

ことが多い。この新しい制度は、判決日に将来の保護観察期間を設定できる点で、従来であ

れば満期出所で保護観察が付かなかったような人にも保護観察を一定期間付すことができて

良いと考える。 

 

４ 刑の一部執行猶予の欠点 

その一方で、初めての逮捕は本格的な回復プログラムに向かわせる良いきっかけになるは

ずなのに、初犯者にあいかわらず全部執行猶予が言い渡されて何のプログラムも義務付けら

れないのがもったいない。何度でも保護観察付執行猶予判決を言い渡せるように改正すべき

である。また、刑の一部執行猶予付判決は累犯の薬物自己使用等事犯者以外には科せないよ

うになっているのをあらゆる犯罪類型に適用できるようにすべきだ。さらには最初に刑務所

に入れてからの保護観察ではなく、最初から保護観察を刑罰として科せるように刑法を改正

する必要があると考える。将来的には刑罰の執行は社会内が原則で、それができない人に対

してのみ、施設内処遇を実施すれば足りると考えている。 

 

５ 日本の保護観察制度の欠点 

薬物事犯者が再犯を繰り返す原因の一つは、「わかっちゃいるけどやめられない」という

疾病性にあるのに、保護観察実施中の再犯者には新たな犯罪として懲役が科せられる。これ

ではいったいいつ本格的なプログラムが受けられるのか。失敗しない人だけが保護観察を受

けられるような制度はおかしい。 

 

６ 立法提案 

単純執行猶予が言い渡された被告人の多くが許されたと勘違いしている。近時は全部執行

猶予者の10%程度にしか保護観察が付されていない。強制的なプログラムの義務付けなし

にプログラムを受けようとする動機付けはなかなかできないものと考えている。人は誰もが

より自由の制約の少ない方を選びたがるものだからである。自己の問題に直面しなければな

らないプログラムに参加するのはきついから、できれば避けたいと思うものだ。 

私が現時点で理想とする刑事司法制度はハワイのHOPEである。HOPEはドラッグ・コー

トのように参加者全員に濃厚な薬物依存症回復プログラムを提供するようなことはしない。

プログラムが必要な人を不定期に頻繁に実施される尿検査でピックアップし、再使用する人

に対してのみ、プログラムを義務づけている。事前の判決前調査もいらない。保護観察の遵

守事項違反者に対して即座に罰を与えるとともに、より濃厚なプログラムに移行させてい

る。薬物自己使用等事犯者のすべてに薬物依存回復プログラムが必要であるわけではないの

だから、合理的な運用だと考える。 

 

なお、DARSメンバーそれぞれの考え方はみな異なっている。本報告はあくまでも私自身

の見解であることに留意されたい。 

                       

プラハ城 

プラハ旧市街天文時計 



 「フェローシップ・ニュース」№84 平成29年9月1日 奇数月1日発行 

 

Page 4 フェローシップ・ニュース  

国際ハームリダクション学会への参加に寄せて 

 

日本薬物政策アドボカシーネットワーク 古藤 吾郎 

 

観衆からの拍手に迎えられ、大臣が壇上にあがっていく。次の瞬間、数十人もの集団が会場

内に駆け込み、通路に立ちはだかった。手にしていた横断幕やプラカードが高々と掲げられ

た。そこには「死は待たない」、「我々は戦う、失った仲間のために」などと書かれている。 

これは国際ハームリダクション学会の開会セレモニーにおける一幕である。カナダのモント

リオール市で2017年の6月に開催された。登壇したのはカナダの厚生大臣で、抗議しているの

はドラッグ使用者のユニオン（当事者団体）だった。カナダでは近年、ドラッグの過剰摂取で

死亡する人の数が過去最大となっている。粗悪で廉価な合成麻薬が出回り、それがヘロインな

どのドラッグに混入されてしまい、摂取した人に深刻な健康被害を及ぼしている。 

カナダ政府はドラッグに対して、ハームリダクション（Harm Reduction：被害低減）を政

策に取り入れている。ハームリダクションとはドラッグに関連する問題に対して、司法的・道

徳的ではなく、公衆衛生（地域と個人の健康と安全）や人道の観点で取り組むことである*。 

厚生大臣は壇上から使用者のグループに向かって、政府は仲間であり敵ではない、これまで

と同様に一緒に問題解決に取り組もう、と訴えている。それに対してドラッグ使用者側の主張

はこうだ。年間数千人もの命が失われているのだから政府はもっと真剣に対策を打つべきだ、

他の病気でこれだけ犠牲者がいればもっと介入があるはず、ドラッグだからこの事態が軽視さ

れている、私たちの命が軽視されている、と。 

3日後の閉会セレモニーでは、別の国で起きている対極的な状況への恐怖と憤りに、会場中が

包まれた。フィリピンで起きている虐殺である。いまフィリピンでは、違法薬物に関連した疑

いのある人たちが次々と殺害されている 。違法薬物の使用や売買があるという疑いを持たれた

だけでターゲットとなってしまう。殺しているのは警察及び警察と協力関係になる正体不明の

組織である。すでに7,000人以上が殺されたという報告もある。大統領が厳罰主義を振りかざ

し、徹底的な排除に乗り出したからだ。国際社会から大きな非難を浴びているが、この虐殺を

推し進める大統領の国民的人気は非常に高い。その大統領はこの犠牲者数の増加を、厳罰政策

の成功として賞賛している。会場では同国の活動家が国際的な介入を必死に呼びかけた。 

カナダとフィリピンとでは、ドラッグの問題への対応が大きく異なっている。フィリピンは

社会からの徹底的な（そして到底許容できない非人道的な）排除である。一方のカナダでは政

府は公衆衛生と捉えて取り組みを推し進めている。そして対立することがありながらも、官民

が協働するための土壌が築かれている。そこにあるのは、依存症も含めドラッグがあることは

社会の一部分だという現実を認識した向き合い方であり、尊い命が失われないための取り組み

である。 

この2カ国に限らず、世界中でドラッグ問題にどう向き合うかという議論が展開されている。

厳罰主義で状況は改善せず、むしろさまざまな問題が悪化したという声が高まり、健康や人権

に重点を置く政策へ転換する国や地域が増加している。日本はフィリピンとは差異があるもの

の、厳罰主義によりドラッグ使用者を社会から排除しようとする向き合い方が主軸である。し

かしながら、日本においてもこれまでの厳しい向き

合い方で問題が良くなってきた訳ではないという現

実があり、いかに地域社会のなかで保健問題として

取り組んでいくか、という捉え方が少しずつ増えて

きている。先述のフィリピンでの現状に対しても、

日本政府は、より保健・医療的な介入が発展するよ

うフィリピン政府に協力している。 

世界中で議論を呼ぶハームリダクションである

が、日本ではまだまだ馴染みがうすい。自らの見識

を深め、同時に少しでも多くの情報を発信してい

き、実りある対話が促進されることに貢献したい。 

 

* ハームリダクションに関して、よろしければぜひ左欄外の

書籍をご参照くださいませ。 

開会式において、壇上の厚生大臣と、抗議

をアピールするユニオン・メンバーたち 

 ハームリダクションについ

てまとめた本を、古藤が松

本俊彦先生、上岡陽江さ

んと共同で編集しました。 

『ハームリダクションとは 

何か 薬物問題に対する, 

あるひとつの社会的選択』 

中外医学社 

2,592円（税込） 

日本薬物政策アドボカ

シーネットワーク（通

称：NYAN）は、健康

と人権に重点を置いた

薬物政策の発展を目指

すプロジェクトです。

当事者、家族、保健・

医療・福祉、司法等の

専門家を中心に少しず

つ活動を広げていま

す。アパリに事務局を

置いています。 
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アジア太平洋地域アディクション研究所 

家族教室参加者からのメッセージ 

「軽井沢ワークショップに参加して」8/21～22 

                                     Ｔさん 

  

 猛暑の８月、森に囲まれた涼しい軽井沢で充実した２日間を過ごしました。毎月の家族教

室では話したいことがたくさんあり、２時間はあっという間に過ぎてしまいます。それが宿

泊となると帰りを気にせずゆっくり語り合うことができるのが何よりです。 

 笹瀬先生からステップ１～７までの内容を話して頂き、本題はステップ８・９です。７ま

では自分への目、８からは他者へ目を向けます。考える課題を与えられ、それについて考え

たことを書きます。「書く前に祈ってください。」と言われ、自分たちの部屋へ戻り、一人

だけのコーナーに身を置き静かに祈ります。この祈りが心の安定をもたらしてくれたように

思います。他者に向かって心の扉を開こうと意識して自分を振り返りました。 

 再度集まって、最初の一人が笹瀬先生と向き合い、先生の問いかけに答える、その様子を

他の人たちが聞く、という形で２回に分けて行いました。 

 自分が傷つけられたことで苦しんだが、相手に目を向けると相手も傷ついて苦しんでいる

ことに気が付いたと話されるのを聞いて、私もそうだったと自分を振り返り共感しながら聞

きました。その時、絵カード（ｾﾙﾌｾﾗﾋﾟｰｶｰﾄﾞ）が使われましたが、その絵カードの美しさと

共にその絵の持つ意味の深さに感動しました。私が選んだカードは、息子と私の現在の関係

を表すようでとても印象に残りました。 

 今まで12ステップは遠くにあるように感じていましたが、今回は自分を振り返って自分の

したことを書きだしてみたことで、とても身近に感じられました。ただし、ステップ１から

ゆっくり時間をかけて進めていかなければと思っています。 

 最後に笹瀬先生の歌とギターの演奏、志立さんのフラダンスという素

晴らしいプレゼントがありました。包み込むような柔らかな歌声と流れ

るようなフラダンスに心が癒されました。解散後、思いがけなく星野エ

リアの内村鑑三記念館「石の教会」を訪れることができました。石と木

と緑で作られた礼拝堂の静寂の中に身を置き、ほんの短い時間でしたが

「自然の中で祈る」ことができたことは忘れられない思い出です。 

近藤恒夫の76歳の誕生パーティーが開かれました！！    

志立 玲子 

  

 ８月20日(日)はアパリ理事長・日本ダルク代表の近藤恒夫の76歳の誕生日でした。 

 その日はアパリやダルクの職員が朝からカレーを大量に仕込んだり、各自で料理やお菓子など

持ち寄り、和やかで楽しいパーティーとなりました。 

 近藤の挨拶では、ダルクは組織化して行政や専門家が入ってくると、ダルクにとって一番大切

な、「仲間を大切にする」とか、「フェローシップ」や、「ハイヤーパワー」などのスピリチュアリティ

の部分がどんどん削られてしまう。わたしたちは次の世代に、ダルクの一番大切なところをきち

んと手渡していかなければと、静かに熱く語りました。コンプライアンスがどうとか、そういうこと

はどちらでもよい。仲間のためになるのか？ 間違いに寄り添えればいいと・・・。 

 最後は私のフラや、森村の声楽、マーシーたちの「ランナウェイ」でにぎやかな会になりました。 
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夢と絶望 
haru  

  

 はじめまして。アディクトのharuです。今年で29歳になりました。去年の11月30日に喜連川社

会復帰促進センターから仮釈放で出所し、そのまま藤岡ダルクに繋がり、入寮生活を送っています。

今回は私が薬物を使ってどうなったのか、今はどういう気持ちで生活しているのか等、話させて頂き

たいと思います。 

 私が薬物を使い始めたのは、18～19歳の頃だったと思います。当時の私には夢があり、プロのド

ラマーになる事でした。小さい頃からドラムが好きで、音楽の盛んな高校に入学し、ドラムの道を歩

んでいたのですが、ドラムだけやり、ほとんど勉強をしていなかった私と、高校の校長先生との間で

衝突があり、3年生の夏に、高校を中退することになりました。私は学校の力を借りずに、自分の力で

夢を実現させるんだ！と、思っていました。学校をやめてから、仕事を始め、仕事をしながらプロド

ラマーの夢を追う形になりました。昼間は土方の仕事をして、夜はドラムの練習をしたりする日々が

続きました。出会いがあり、アメリカに行ってドラムを叩く経験をさせてもらう事もありました。日

本に帰ってきてから夜遊びが増えていき、昔から仲の良かった友人とマリファナの話になり、好奇心

から、一緒に使う事になりました。色々な知り合いがいて、薬物を手に入れる事は簡単でした。マリ

ファナを使うと、多幸感があり、時間がゆっくり流れる感じでした。 

 それからは、たまにマリファナを吸うようになり、その頃は、マリファナを使いながらでも仕事や

交友関係等は保てていた様に感じていたと思います。そして、その当時付き合っていた彼女との間に

子供が出来、彼女は産みたいと言っていて、子供を産んでドラムの道を諦めるか、子供を堕ろしてド

ラムの道を進むか、悩む事になりました。その時誰かに相談する事はできず、自分で出した答えが、

ここで子供を堕ろしてプロドラマーになっても、いつか後悔する。でした。子供を産む事を決めてか

らは、正社員になり、ドラムを叩く時間は無くなりました。 

 小学校1年生の頃に両親が離婚しており、お袋に育てられた私は父親の存在や立ち居振る舞いがわか

らず、自分に出来る事は、とにかく仕事を頑張ってお金を稼いで、妻や子供に楽をさせてあげる事だ

と思い、仕事に没頭しました。私のやっていた仕事は、空調設備関係の仕事で、ほとんどが夜勤でし

た。夜、妻や子供が寝る時間に仕事に行き、朝方帰ってきて、妻や子供が起きる時間には寝る生活が

日常でした。そして、もっと会社の信頼を得て給料をたくさんもらう為に、通常の仕事以外にも、社

長に頼まれると、クレーム処理やダブルワークをするようになっていき、家に帰る時間がほとんど無

くなり、会社で仮眠を取って現場に行く事が増えました。その頃から、家族と自分の間に溝を感じ始

めていたと思います。 

 朝も昼も夜も仕事をしていた気がします。そんな中私は覚醒剤と出会ってしまいました。覚醒剤を

使うと仕事の疲れは吹っ飛び、いくらでも仕事が出来る様になりました。はじめは疲れが溜まって気

合いが欲しい時にだけ使っていたのですが、次第に覚醒剤を使って遊ぶ様になっていきました。仕事

の疲れや薬物を使っている罪悪感があったのですが、それでも、なんとか家族との時間を作ろうと買

い物に連れて行ったり、一緒に公園に遊びに行ったり、必死でした。そして、そんな生活も長くは続

かず、夜中の仕事終わりに、商業施設の駐車場で職務質問を受け、暴れて逃げたのですが、当時移動

に使っていた会社の車が置いてあった為、駐車場に戻り、尿検査をして結果待ちとなりました。半月

位何も音沙汰なく、普通に生活していたのですが、ある日の仕事終わりに外でご飯を食べていたら、

会社の社長から連絡があり、会社に警察の人が来てharuを探しているみたいだけど、何かあったの

か？大丈夫か？と聞かれました。私は電話を切り、そこから10日逃げました。逃げている間は大変で

色々な事を考えていましたがどんどん家族への想いが込み上げてきて、家族と話し、出頭することに

しました。そして1度目の逮捕となりました。 

 留置場の中で離婚が決まり、私は家族の為に一生懸命働いてきたのに、何故？という思いもありま

したが、自分が悪いと思い、無理矢理受け入れる事しか出来ませんでした。懲役1年6ヶ月執行猶予3

年の刑で釈放された私は、薬物をやめて真面目に暮らし、養育費を払って子供に会う時間を作った

り、ドラムの道をまた追い始めよう等と考えていました。薬物をやめるには夜の仕事もあまり良くな

いと思い、それまでやっていた空調設備関係の仕事をやめ、昼間の仕事で建物管理の仕事があったの

で、仕事も変えました。 

 1年位は薬物を使わずに子供に会ったり、ドラムを叩いたり、趣味のバスケチームを作ったり順調で

した。しかし、私の心の中では、妻や子供と離れて暮らしている事への疑問が渦を巻いていました。

そして執行猶予で出所して約1年で私は薬物を使い始めてしまいました。きっかけは薬物を使っていた

友人の誘いでした。最初は断っていたのですが、何度も誘われるうちに、1度だけなら…。と思い使っ

てしまいました。もちろん1度だけでは終わらず、週末になると使うようになっていました。どんどん

使う量が増えていき、そんな生活をしている時にパートナーと出会いました。仕事をやめ、パート

ナーの家で二人で暮らす生活が始まりました。そこからは、ほぼ毎日薬物を使うようになっていたと

思います。ケンカをしたり、生活が苦しくなってきたりして、「薬物をやめよう」と話になったので

すが、パートナーは「死んでしまうからやめられない」と言っていて、私だけやめようとしたの 

「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 事務局まで 
 

※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 

 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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アジア太平洋地域アディクション研究所 

D☆Check & Support セミナーのご案内 

アパリでは企業向けに薬物検査キットの販売をすることになりました！検査キットの販売のみならず 

もし陽性反応が出た時のサポート体制についてもご説明します。興味ご関心のある方は是非ご参加ください。 

 日 時： 平成２９年１０月１３日（金）１３：３０～ １６：３０ （開場１３時） 

 会 場： 品川インターシティ 会議室５（東京都港区港南２－１５－４ B1階） 

       JR 品川駅 港南口より徒歩５分、京急 品川駅 港南口より徒歩８分 

 講 師： 石塚伸一 龍谷大学法学部教授・ATA-net代表・弁護士 

       「世界の薬物政策と薬物検査・・・企業が薬物検査を導入するメリット」 

  尾田真言 NPO法人アパリ事務局長 

       「薬物検査キットの使用方法実演と陽性反応が出た時の対応」 

  髙橋洋平 弁護士・ＮＰＯ法人アパリ嘱託研究員 

       「検査キット購入契約について」      

       近藤恒夫 日本ダルク本部代表・NPO法人アパリ理事長 

       「薬物依存症は病気である」         

 参 加 費 用 ： １万円（資料・検査キット代含む）   定 員： ３０名 

 お申込み：  ９月３０日（金）までにNPO法人アパリにお申し込みください。 

ですが4日で再使用してしまいました。もう薬物をやめる事なんてできませんでした。車を運転

中いきなり心臓が苦しくなり運転が出来なくなったり、泣きながら自分の体に注射器を刺してい

た事もありました。完全に狂った生活をしている中、とうとう二度目の逮捕となりました。逮捕

された時、覚醒剤の切れ目で、最初は反抗していたのですが、時間が経つと、「これでやっと薬

物を止める事が出来る」と思い、警察の方に逮捕してくれた事を感謝していました。逮捕され

て、薬物の抜けきれていない私は絶望を感じていました。もう終わりだと思っている時に、お袋

と姉が面会に来てくれました。 

 そこで私は、感謝の気持ちがあったのですが、キレて怒鳴ってしまいました。「薬物を使った

事の無いお前らに何がわかるんだ！」と言ってしまいました。面会が終わった後、とてつもない

後悔の念が襲ってきました。お袋や姉に対し、自分の本当の気持ちや謝罪の言葉を手紙に書いて

送り、もう一度面会に来てもらい、ちゃんとした話が出来るようになりました。逮捕される少し

前に、自分の力では薬物をやめる事は出来ないと思い、インターネットでNAやダルクの事を調

べていたので、その事を弁護士の先生に話し、色々と調べて頂いて、アパリの司法サポートや

様々なダルクの資料を頂きました。お袋に相談し、司法サポートを受け、出所後は藤岡ダルクに

繋がる事を決めました。 

 留置所の中で過去の振り返りや日記を書く様にして、自分と向き合う時間を作っていました。

そこで私は「お袋と食卓を囲む事」を夢にしました。「拘置所のタンポポ」等の書籍を差し入れ

してもらい、自分以外の薬物依存者の事も知りました。 

 執行猶予中の逮捕だったので、前回の1年6ヶ月の刑と合わせて、懲役3年の刑期となり、刑務

所に行く事になりました。私は自分の人生をやり直す事を心に決め、まずは法的な罪を償う為、

刑務所の生活では真面目にしっかりと努めようと思い、刑務所に行く覚悟を決めました。 

 刑務所の中では嫌な事や辛い事がたくさんありましたが、お袋の支えや自分の人生に希望を

持って生きていました。結果一度も懲罰を受けずに、2年程の懲役生活で仮出所となる事が出来

ました。出所日に藤岡ダルクの方が刑務所まで迎えに来てくれて、その日の夜には自助グループ

のNAに繋がる事ができました。 

 繋がったその日は刑務所から出たばかりで、落ち着かず、人ごみに酔ったりしていたのです

が、藤岡ダルクのスタッフの方や、入寮生の方々が暖かく迎え入れてくれて、本当に助かりまし

た。NAの会場も良い雰囲気で正直な話がしやすかったです。あれからもうすぐ９カ月が経とう

としていますが、生きていて楽しいです。毎日あるミーティングで自分の問題と向き合い、プロ

グラムとして藤岡ダルクには役割があって、私は設備を担当させてもらっているのですが、前職

の経験を生かして日々みんなで協力して取り組んでいます。     

 そして、プログラムとしてエイサーをやっているのですが、外部公演に行かせてもらう事が

あって、そこで得た感動は大きく、生きている実感を味わう事が出来ました。藤岡ダルクに来て

から、自分の問題に向き合う努力をし、日々の生活を送っています。 

 決して楽しい事だけではないのですが、それでも私は日々の生活に満足しています。自分の欠

点や問題を無くす事は難しいと思いますが、欠点や問題を理解し、今までと違った選択肢を持つ

だけで、自分の人生が変わっていくような気がします。 

 これからも、薬物をやめ続けている仲間と共に、クリーン（回復）を保ち続けたいと思ってい

ます。そしていつの日にか、お袋と食卓を囲む夢を叶えたいです。最後まで読んで頂きありがと

うございました。 

アディクション関連講座

№45のお知らせ 

･･･10/16(月) 

 

玄 秀盛氏 (公益社団法人

日本駆け込み寺代表・一般社

団法人再チャレンジ支援機構

理事）  

 

10月16日は「新宿駆け込み餃

子」でお馴染みの玄秀盛さん

を講師としてお迎えします。

歌舞伎町にあるこのお店で

は刑務所出所者を多く雇用

するなど、長年に渡り出所者

を支援してきた実績のある方

です。 

タイトルは「どんな過去でも

やり直しはきく」です。 

どうぞお楽しみに。 

※お知らせ！ 

９月１８日（月・祝）のワーク

ショップ家族のための12

ステップ講座の時間が 

17：00～19：00 

に変更になりました。 
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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9月1日発行 

定価 １部 100円 

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 

9/4(月) 
第7回 

薬物問題を持つ人の家族の回復 

プログラム 

9/18（月･

祝) 

「ワークショップ 家族のための 

12ステップ講座10」 

笹瀬 健児氏(ﾘｰｶﾞﾙ・ｶｳﾝｾﾗｰｽﾞ） 

10/2(月) 
第8回 

あなたの環境や状態をいいものに変え

よう 

10/16(月) 

№45 

講師：玄 秀盛氏 

(公益社団法人日本駆け込み寺・ 

一般社団法人再チャレンジ支援機構)  

「どんな過去でもやり直しはきく」 

12/4（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 

12/25（月）
※変更 

家族のためのクリスマス・パーティー 

「スピリチュアリティーとは？」 

笹瀬 健児氏×近藤恒夫 対談 

1/15（月）
※変更 

第3回 

薬物依存症の心にある2つの考え 
1/22（月）

※変更 
№46 未定 

11/6(月) 
第1回 

薬物依存症によるダメージと回復 

 

11/20(月) 
「ワークショップ 家族のための 

12ステップ講座11,12」 

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】アパリ東京本部  AICビル１階 ミーティングルーム 

【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20万円）（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。 


