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アパリ20周年記念フォーラム 無事に終了しました！ 
  

 11月2日(土)のアパリ20周年記念フォーラムに足を運んでいただいた皆様、お祝いしていただいた

皆様、ありがとうございました。当日は130名以上の方にお越しいただいたこと、アパリ一同感謝申し

上げます。以下に来賓の名執雅子様のご祝辞、1部「リレートーク」を掲載いたします。（一部要約） 

 

来賓挨拶 名執雅子様（法務省矯正局長）： 

 こんにちは。本日は20周年おめでとうございます。アパリの20

年の歩みというのは、刑務所が変わっていく歩みと重なっていま

す。近藤さんとの思い出を振り返りながら、一緒に歩んできた私の

思いもお伝えしたいと思います。 

 近藤代表とは、H13年に国会の参考人として呼ばれて発言された

時が初めての出会いでした。当時私は少年院の教官をしていたので

すが、近藤さんのご意見には強烈にインパクトがありました。「ダ

メ絶対ではダメなんだ」とおっしゃって、薬物に対する回復や支援

について強く訴えておられました。アパリができて2年後くらいのことで、当時の薬物依存の理解は一

般的ではなかった時に、依存の病について強く発信する力がありました。一緒にいろいろなことをお話

しする中で、巻き込まれていったなと思います。刑務所も大きく変わろうとしていました。アパリの顧

問をされている横田先生が当時の矯正局長で、H16年に刑務所の中の教育に当事者の方に入っていただ

くということで、近藤さんに外部有識者として入っていただき、全国の刑務所長が集まる会議でも薬物

依存について講義をしていただきました。それから15年、振り返ってみますと、今は当たり前のよう

にダルクのメンバーにグループワークに参加していただいていますが、当時は閉じた刑務所の中に元受

刑者、当事者が入るなど想像もつかないことで、本当に画期的な道を開いてくださいました。単に刑務

所の指導を変えていただいただけでなく、開かれた刑務所として、矯正を外から変えていただいた恩人

として近藤さんは素晴らしいし、アパリの活動も本当にそれを後押しされているなと感じます。  

 時代が令和に変わるにあたって、外から矯正を変えてくださった方はどなただったかな？と思い、『 

刑政』という月刊誌にどなたにご登場いただいたらいいか考えた時、まず最初に思い浮かんだのが近藤

さんでした。今回『刑政』9月号にインタビューを載せていただき、日本ダルク新聞にも大きく載せて

いただきました。近藤さんが素晴らしいことをおっしゃってます。依存症の最大の敵は孤独と孤立だ

と。私たちも同感です。これから21年目の歩みをアパリが始められるにあ

たって、私たちも共に令和の時代の矯正施設をスタートさせたいと思いま

す。 

 きっと新しい取り組みもたくさん出てくると思いますし、アパリの益々の

ご発展と、全国全世界で苦しんでいられる皆様の大きな助けと孤独からの救

いとなるよう、アパリの活動を私たちも応援していきたいと思っています。

今後も、様々なご講演やシンポジウムをとても楽しみにしています。 

 

 

 

懇親会での記念撮影 アパリ理事長 近藤恒夫 

懇親会では参議院議員の

塩村あやか先生もかけつ

けいただきご祝辞をいた

だきました。 

名執雅子さん 
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1部 リレートーク 「アパリの20年 これからの20年」（一部要約） 

 

横田尤孝（アパリ顧問、弁護士、元最高裁判事、元法務省 保護局長、矯正局長）： 
 現在、私はアパリの顧問という、外側と内側の真ん中位の立場にいるのだと思います。外側の人間とし

て、おめでとうございます。内側の人間としては、これからもアパリをよろしくお願いいたします。 

 昔、法務省の矯正局というところにいまして、名執さんが当時いらして、一緒に仕事をしておりました時

に、近藤さんとお会いしました。ダルクやアパリを語るときに近藤さんのことは全く外せないですが、最初

にお会いして不思議な人だなぁと。その不思議さが魅力的です。これを考えるとアパリも誠に不思議な団体

だなぁと。これですという定義付けが難しい。その時その時に対応して、何となくまとまるという不思議な

組織です。アパリ、ダルクを考える時にどうしても忘れてはいけない人がいます。一人はロイ・アッセンハ

イマー神父。もう一人は奥田保先生。この二人を抜きにして語ることはできません。 

 10月に更生保護施行70周年記念大会が行われたんですが、その時に来賓として出席された山東昭子さん

が祝辞の中で、「反省は一人でできるけれど、更生は一人ではできない。」とおっしゃって、面白い言葉だ

なと思いました。更生という言葉はあんまりという方もいるので、回復という言葉を使うと希望が持てると

言われる。反省は一人でできるが、回復は一人ではできない。と言うことができると思います。依存症とい

うのは、孤独孤立。孤独孤立でなくなることが回復になるのだ、と。これはそうだと思うのですね。本当に

人間が生きていく上で、孤独はよくないことだと。人と人の中にいて、人間として生きていく。依存症の本

当の原因が孤独孤立にあるのであれば、回復するためには孤独孤立にならないことが必要です。そのときに

必要なのは、共に歩く人。前に歩いてついてこいと言うのではなくて、一緒に歩いてくれる人。それがあっ

て初めて孤独孤立から回復していく。ダルクやアパリは共に歩く人がいたから今日に至ったんだと思いま

す。今日いらっしゃるのは共に歩いてくださった方ばかりですが、忘れていけないのはロイ神父と、奥田先

生です。奥田先生は近藤さんを社会の中にもう一回戻してくださった。ロイさんは外に出たけれども途方に

暮れていた近藤さんと、さぁ一緒に歩きましょうと一緒に歩いてくださった。奥田先生はその後裁判官をや

めて弁護士になって、そして私も一緒に歩きましょう、と。お二人のことを思い返して、感謝したいです。 

 アパリのこれからの20年はどうなんだろう？ アパリもダルクもなくなっていることが理想です。日本か

ら依存症で苦しむ人がいなくなっている社会。本当に20年後になくなっているか？ ハッキリ言って、あり

得ないことだと思います。愚直にあまり大きなことを言わないで、一緒に歩いていく運動を進めていくこと

がこれからのアパリの20年ではないかと思います。これからもどうぞアパリをよろしくお願いいたします。

外の人間としては、元気でいる間はアパリと一緒に歩いていきたいと思っております。 

 

鈴木尚（アパリ 監事 すずき会計事務所 所長）： 

 高いところから失礼します。20年前にロイ神父とお会いしたときに、「回復は生きる喜び心の自由」だと

言われました。クスリを止めることではないと。私もそういうことなんだと思っています。 

 私が緊張している理由ですが、今日は当事者の方がたくさんおいでです。当事者は正直に話すこと、正直

に生きることに長けているので、この場でかっこつけて嘘を話したら、すぐにばれてしまう。当時者の方は

裁くという癖もあるので、あいつ嘘をついていると言われてしまうかもしれません。 

 私の兄が当時者で、母がめぐみ会に通っていました。吉川栄治賞を受賞した近藤さんがその勢いで、NPO

を立ち上げたのかなと思って、会計のことをやらせてもらいました。今では全国のリハビリ施設に関わらせ

てもらっています。アパリの20年を振りかえると、設立当時はお金がなく、めぐみ会が支えたり、メリノー

ル宣教会に支えてもらったりしました。尾田さんという方は、メリノールからのお金があるから来たのに、

開けてみたら一銭もない。騙され続けた尾田さんも含め、よくアパリが続いたなと思います。お金もないと

こういう組織は続きませんが、なんとか色んな人に助けられてこの20年間があったと思います。私の兄は

2000年に、37歳で初めて藤岡の施設に入りました。10代から薬を使い続けて、37歳で施設に入る。そん

な兄が今は施設で働いてお給料をもらっています。ダルクも国から支援を受けるようになって、少しは楽に

なってきた時代だと思っています。回復施設の運営は少しづつ変わってきましたが、運営資金を集めてきた

り、会計面でサポートする必要があったり、まだまだ大変なところもあります。ここでお金の話をしたくな

いのですが、アパリも今はなかなか大変な状況です。過去の20年なんとかやってこれたのは、人の繋がりと

人の力だったと思います。これからの20年も、ここに足を運んでくれるような方々のご支援で、20年後も

存在できるのではないかと思います。こんな機会もないので、最後にお伝えしたいのは、私は当事者と関

わって仕事をさせていただいているのですが、回復者が仕事をする姿の素晴らしさは、なかなか伝わらない

と思います。つい先日も千葉の施設に事務所の女性スタッフと一緒に行きました。その帰りに彼女が言った

のは、こういう人たちの仕事ぶりを見るとすごく嬉しいです。すごく元気になります、と。この事務所に入

れてよかったです、嬉しいですと言ってくださった。つまり回復者の人たちは、私たちにも生きる喜びを与

えてくれているんです。そういう人たちを家族や関係者で支えていければと思います。 

 

蜂谷嘉治（アパリ嘱託研究員、元警視庁）： 
 警視庁とアパリ・ダルクとの関わりは、H19年に警察庁が企画した薬物再乱用モデル事業の時からです。

即決裁判制度ができて、執行猶予が見込まれる事件については一日で即決で執行猶予判決が受けられること

になり、今まで勾留期間が長かった分、身体の回復があったのが、1か月位で復帰していいのだろうかとい

う心配が、警視庁にはあったのだと思います。この事業を受けていただいたのがアパリだったのです。当

時、愛宕警察署にいまして、捕まえた被疑者に君は依存症だから警視庁がやっている薬物再乱用事業に参加

したらどうかと教示して、参加にこぎつけたんです。 

横田尤孝 

（よこたともゆき）

先生 

鈴木尚 

（すずきたかし） 

先生 
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 行きなさいと言って行く人なんていませんよ。待合せたり迎えに行ったりしながら8名の方がつながっ

た。これから増えていくのかと思ったら増えなくて、1年半でモデル事業が終わってしまったんですが、こ

の中で近藤さんと巡り合いました。なんだこの親父と思いました。H21年3月31日にモデル事業が終わった

ときに、参加していた家族から、「毎週毎週検査をしてもらって安心だったのに、なくなったらどうしてく

れるんですか？」と言われた。いろんなところにかけあって、東京保護観察所だとかいろんな繋がりを持つ

ことができたんですが、参加者ファーストで考えると日曜にやりたかった。近藤さんに家族や本人と一緒に

やりたいと言ったら、近藤さんはこう言いました。「正解がない世界だから」と。これでやる決意をした。

10年間一回も休んだことはありません。警察官の立場では休むことはできなかった。 

 今年の9月13日に警視庁を退職しました。この活動を10年は続けると言った手前、10年、120回やって

から退職しました。子供のころから将来の夢は警察官になることで、父親が警察官だったこともあって、剣

道やったり空手をやったりして、警視庁に入り、犯罪被害者の無念を晴らす被害品の回復を目指し刑事にな

ました。深川警察署にいましたが、殺人事件もあったし、薬物事件もあった。薬物は怖いんだなと思う事件

も目にしました。数年後に愛宕署に移った時に巡り合ったのが、あるご家族だったのです。何とか助けてあ

げたい、薬物依存症の回復ってどうしたらいいんだろうと思った時に、モデル事業が始まり、こんな素晴ら

しい事業が始まったと思ったら1年半で終了してしまい、どうすべきか考えて、「NO DRUG警視庁」を始

めました。回復支援という難しい問題と出くわします。生きていくためには生活です。衣食住が保たれるこ

と、仕事が持てること。いろんな問題があります。去る9月23日、朝日新聞に記事が載りました。「ハナと

刑事の物語」です。彼女はお父さんがいなくて、曾祖母、祖母と母親に育てられた。母親は売春で生計を立

てていた。祖母は万引常習犯。寄り添ってくれたのは曾祖母。覆いかぶさって庇ってくれたり、学校から

帰ったらオニギリを作ってくれた。優しい心があるとすれば曾祖母から引き継がれたものだと思う。彼女が

一人で生きていくためにはどうしたらよいかと考えていた。小学校3年位までしか学校には行っていない彼

女に何がやりたいかと聞くと、介護と言う。協力雇用主のところに付き添ったが面接で断られた。介護をや

りたい理由を聞いたらやっと言った。お世話になった曾祖母に何の恩返しもできなかったので、自分は介護

の仕事に就きたい。そう言われたら応援しないわけにはいかない。そうしたら就労が決まり、初任者実務研

修の試験にも受かった。これから高校、大学受験を目指し、介護福祉士などの資格を目指している。回復の

道は二人三脚でいろんな人の手足を借りないと望めないのかなと思います。今はNPO法人ネクストゲートを

立ち上げるために頑張っている。私にとっても支えていかなければいけない人にとっても、新しい扉である

ようなNPOを立ち上げたい。それがアパリに対する恩返し、近藤恒夫さんに対する恩返しだと思っている。

アパリの活動を支援しながら嘱託研究員の立場でもあるので、一生懸命頑張っていきたいと思います。 

 

尾田真言（アパリ事務局長）： 
 実は私の弟は18才から43才までお酒を飲んで様々なトラブルを起こし、飲み始めて25年たった時点で事

故死してしまいました。私は当事者の家族です。そういうことがあったので1995年、今から24年前に、堀

川文孝先生という中央大学の先輩の弁護士から、「あなたも刑事政策の研究者なら、日本にはダルクという

薬物依存症のリハビリ施設があるので、一緒に見に行こう」と誘われて沖縄ダルクの1周年記念フォーラム

に参加しました。その時、初めて近藤さんと奥田保弁護士に会いました。奥田先生は裁判官をやめて弁護士

になられて間もないころでした。その後お付き合いが24年、奥田先生は昨年5月に亡くなられたので23年

間続きました。私はもともと悪徳商法の研究者で、刑事法は悪い奴をやっつけるための武器だから、そうい

う研究をしたいと考えていたのですが、縁があってダルクと関わったために、今度は薬物事犯者の支援をし

ようと考えるようになりました。1998年に堀川先生が突然お亡くなりになってしまったのですが、その時

に、近藤さんから「先生がいなくなっちゃったんだからあなたが代わりに手伝ってよ」と言われて、私は社

会経験もろくにない頃だったので、仕事をすればお金が入るのは当たり前くらいに考えていました。その頃

はまだ大学教員になることを夢見て大学の非常勤講師をしていた時代でしたが、そういうことならお手伝い

をしようということになりました。当時は阪神大震災の後、特定非営利活動促進法ができて、ボランティア

団体に簡単に法人格が取れるようになったので、大きな勘違いをしてしまって、NPO法人さえ作れば、日本

中の企業が寄付してくれて生活できるだろうくらいに甘く考えてしまいました。そしてダルクを支援するシ

ンクタンクとしてアパリを設立する設立準備委員会に入って、NPOを作るお手伝いを始めました。そこには

医師、弁護士、作家、マスコミ、会社経営者など様々な分野の専門家が集まっていたのですが、2年かかっ

てやっと法人格を取得した頃には、みんな他に正業を持っていた人たちだったので、いつのまにかいなく

なってしまいました。最後に取り残されたのが私で、事務局長をやったらどうかと言われ、定職もなかった

し、給料も出すと言われたのでアパリに就職しました。当時私は38才でした。24年前から近藤さんの頭中

にはアパリ構想があったんですね。すごく大きな活動をすることを夢見てアパリを設立したのですが、アパ

リの法人登記がされて3か月たった時点で近藤さんから「悪いけど俺もう金ないんだ」と言われ、途方にく

れました。苦肉の策で考えだしたのが、保釈金が支払える人からその一部のお金を利用してもらおうという

ことで、保釈中の刑事被告人に対する薬物研修プログラムを始めたのです。保釈を取った被告人をダルクに

体験入寮してもらうことを始めました。 

 刑の一部執行猶予が始まって３年経つところですが、その場合でも最初からダルクに行くことを設定して

もらうようにして、何とか定着させようとています。これは必ずしも自分の意思で良くなろうと考えてダル

クに行く人を対象とするものではありませんでした。そういう人には強制力はいりません。むしろ何とか本

人を治療につなげてほしいという、ご家族の強い要望を受けて、「逮捕は更生のチャンスだ」という考え方

でアパリは活動しています。 

尾田真言 

（おだまこと） 

事務局長 

蜂谷嘉治 

（はちやよしはる） 

研究員 

2部シンポジウムの様子 

この内容は次号に掲載

いたします 
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      東近江ダルク 施設長 高嶋至さんの体験談 2019/9/9アパリ家族教室にて 

僕の子供時代 
 僕の両親は横浜税関の国家公務員だったんて�す。ここで話すことなのかなとも思うんて�すか�、これを話
さないと、なぜ僕がこうなったかという話ができないから、話します。 
 僕の家は共産党なんて�す。今の僕は共産党か�やってることは立派た�と思いますよ。て�も当時は、父親か�
共産党の哲学をブチ込んて�くるわけて�す。こんなちっちゃい子に、共産党はこうなんた�からこうしろああ
しろって言われてわかります？ 毎朝スーツを着て出ていって労働組合のことをやって帰ってくる。僕は
それが嫌で嫌で、とにかく僕は親父が嫌いだった。 
 両親共働きて�すから、いわゆる鍵っ子で、0歳児の頃から保育園、それから学童保育に預けられて、可哀
想ね、なんて言われるんですけど、僕の中て�は鍵っ子最高なんて�すよ、好き勝手て�きるんて�すから。5年前
に亡くなった妹と二人でいつも保育園に行って、学童保育に行って、二人で食べ物を買って帰ってくる生
活を繰り返してました。お袋か�保育園に迎えに来るんて�すけと�、一番遅いんて�すよ。門の前でお母さん早
く帰ってこないかな、と待っていて、お母さんが帰ってくると喜んで家に帰る。両親は仕事に明け暮れ、
親父は共産党た�なんて言ってかっこつけてるけと�お袋に暴力振るうし、中身か�なってない。外では世のた
め人のため貧乏人のためなんてやってるんだけど、家の中ではめちゃくちゃ。僕は本当にそれが嫌で嫌で
仕方なかった。今は親父とは和解して仲良くやってますが、当時の僕にそれは本当にきつかった。 
 僕は自分か�薬やって暴力団に入ったのは自分のせいた�と思ってます。これか�決して原因て�はないんです
が、ただこれが僕がこうなってきた上で話さなきゃいけないことなんです。そういう家庭で育ち、どちら
かと言えば裕福で、わんぱく少年をやって山に入ってクワガタ取ったり田んぼに行ってザリガニ取った
り、遊びの中ではヒーロー。ガキ大将で真っ黒になって学童保育で朝から晩まで遊んでる。 
 中学に入ると、友達がみんなやっは�り不良になったわけて�す。僕も中学と共にツッパリク�ルー��、不良
グループ。お袋も親父も家にいないですからやりたい放題で、僕の家は溜まり場になってひどいもんでし
た。横浜は横浜連合なんて暴走族が多くて、僕は自分の行く道はあれしかないと思ってたんです。僕がな
るのは暴走族、俺は絶対ああいうお兄さんの中に入るんだ、と。 
覚せい剤と出会って 
 中学3年の時にシンナー覚えました。そして中学卒業と同時に横浜連合の暴走族に加入しました。とにか
く親といるのが嫌でしたから、一人で暮らしだしたんですよ。初めて覚醒剤やったのが16歳。17歳て�少
年院に一回行ってます。それから5 回刑務所行ってます。刑務所の中で11年て�す。 
 最初に覚醒剤を覚えた友達か�勧めてきて、1回目は断ったんて�す。「最高だぞ。こんなもんいつて�もやめ
られるし、やめられない方がおかしいよ、1回やろうせ�」って言われて、ちょっと怖かったからやらなかっ
たのが、不良として生きていく中でダサい行為だと思ったんですね。もし次その機会が来たら僕はやるぞ
と決めたんです。そしたら一か月後にその機会が来ました。これをやらなきゃ俺は男になれない、不良の
世界て�生きていけない、と思ったんです。 
 左手を出して��ン！ その瞬間、天と地がひっくり返りましたよ。この世のものとは思えない代物でし
た。覚せい剤っていうのは、今日この後、宴会行ってお酒飲む、楽しい、ディズニーランドに行って楽し
い。そんなものでは味わえない1万倍の快感か�ありますから。すこ�いて�す。人間の脳細胞の覚せい剤のス
イッチをいじれるのは覚せい剤しかないわけです。それを僕はバンとやった時、こんなにいいもの教えて
くれてありがとうと拍手してました。打ってくれた人にもありがとうって拍手してました。 
 アパートを引き払って家に帰ったら、お袋がガリガリに痩せた僕を見て愕然としたんですね。そこから
僕は価値観か�全て変わります。覚醒剤か�楽しすき�るんて�す。もう頭の中も何もかも全部覚せい剤に支配さ
れます。覚せい剤を買うためには親も騙す。でもその時は自分の中で依存症なんてのは全くわかってませ
んし、覚醒剤中毒とも思ってない。俺はいつでもやめられる、そう思ってるわけです。そしてガリガリに
痩せて17の時ですね、警察が来たんですよ。一発目で少年院送致になりました。 
 少年院に行ったら、お袋も親父ももう治ったと思うんて�すよ。でもこちらは真面目にやろうなんて思っ
てないですから。出たらやるぞしか考えてないです。17歳て�頭の中が覚醒剤に支配されている。少年院に
行こうか�何しようか�、たた�やれないた�けて�支配されている。お袋が親父と少年院に迎えにきて、地元の駅
に着いて、「お母さんちょっと俺買い物してくるから、お金ちょうだい」って言って、そのまま覚せい剤
買いに行っちゃいました。駅のトイレで打って、「これだ〜！」と思いました。 
 19の時に結婚したんです。子供が生まれても、覚せい剤はやまんなかったから女房は出て行きました。
２１の時に、今考えたら突き放しですよね、「もうあなたと一緒にいられない」って、妹と二人でお袋が
逃げて行きました。ある日引越し屋が来て、突然です。 
 僕は５回刑務所行ってるけど、５回とも出たその日から３日以内には覚せい剤注射してます。刑務所っ
ていうのは刑を勤めに行ってるところで、覚せい剤依存症を治すところじゃないんです。懲役って、懲ら
しめられに行ってるだけ。中にいるときはないからやれない。周りは治ったと思って拍手で迎える。出て
くればやる。刑務所では治らないんです。 僕はどうせ刑務所行くんだったら、極道の世界にズッパリ入っ
ていこうと決めました。任侠道なんて言いますけど、弱きを助け強気を挫くなんて、とんでもない。死ぬ
ほど覚せい剤に溢れたところに行って、死ぬほど覚せい剤がやりたいから極道の世界に行ったんです。僕
指もないですし、全身刺青入ってるんですよ。親とは１４年間縁を切りました。僕が自分で決めたことで
す。刑務所も２、３回行くと楽しくなってくるんですよ。社会で２、３年覚せい剤やって、中に入って出
てくるとみんな迎えに来てくれて、ヤクザやってると、放免祝いでお金くれるじゃないですか。１５０万
もらって、こんないい世界はないと思った。 
ダルクとつながって  
 僕、裁判所に情状証人に行くと、裁判長に「高嶋さん、ダルクに行くと薬が止まるっていうけど、何を
根拠にそう言うんですか？」と聞かれるんですよ。「僕はこの場で5回も、6回ももうやりませんって誓っ
てるんです。でも、刑務所出たら３日以内にやってます。 

高嶋至氏 

要約して掲載していま

す。 
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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 

でもダルクに来て僕は10年間やってません」って言うと、「ありがとうございます」って言われるんで
す。理屈いらないです。僕はダルクが大好きなんですよ。僕はダルクを一番楽しんでる男じゃないかと思い
ます。ダルクがなかったら今の僕は絶対ない。失ったものといえば、刑務所に行った11年間の時間だけで
す。時間は取り戻せないけど、他のものは全部取り戻されるし、与えられていく。 
 ５回目の刑務所名古屋刑務所に3年4月の刑で行ったんです。その時、かよ子って女房がいたんですけ
ど、彼女から毎日何通も手紙が来るんですよ。「いーたん愛してるよ、かよ子待ってるからね」って。他に
すがるものがなかった自分は、かよ子に依存して、かよ子から手紙が来ることだけが生きるすべになってし
まった。それが１年半くらいしたら手紙が来なくなった。それから１か月したらかよ子が面会に来て、泣い
て「ごめんなさい」と。それからまた手紙が来だんですが、また３か月したら手紙が来なくなって、１か月
後に家裁から離婚の調停の通知が届いたんです。僕は鬱になって、独居に引っ込んで畳の線で首をつったん
です。生きていくことも死ぬこともできない。それで刑務所出るまで保護房ってところで暮らしました。１
日に精神安定剤を20錠も30錠も飲んでいた。 
 １か月くらい経った時に、刑務官が来たんですよ。「高嶋、面会来たぞ！会うか？」と。「お前のお母さ
ん苗字変わってる可能性あるか？」「もちろん会います！」僕が名古屋刑務所にいること、親は知らないん
ですよ。それが自殺未遂して1か月後にお袋が面会に来たんです。死人みたいな白衣着て、面会室に行っ
て、お袋が入ってきた瞬間、涙と鼻水とよだれ、全部出ましたよ。何の感情もなく、涙も何もかもが全部出
て、5分か10分くらいずっと泣いてました。母親が「至、今までごめんね」って。「母さん悪くないよ、
覚せい剤もヤクザになったこともお袋のせいだとは思ってないよ、自分が決めたこと。俺こんなになっ
ちゃったよ」って、刺青見せてね。そしたら14年間会ってないのに、急に共依存ですよ。急にお母さんお
母さん、て。お母さんがかよ子さんの所に行ってあげる。入れ歯の調子悪いって言えば、歯医者に持ってっ
てくれる。急に母と子になっちゃったんです。ところがある日、面会に来た母はいつもと違って厳しい顔で
一冊のノートを持ってきて「あなたダルクに行きなさい」って言うんです。刑務所にいれば誰だってダルク
知ってます。ダルクに行けば仮釈がもらえる、早く出られる。だけどヤクザがダルクに行くなんて、ふざけ
るなよ。そんな弱虫なこと。「茨城の岩井さんに相談に行ったら、あなたのこと受けるって。あなたがダル
クに行かないなら、もう会うこともない。生きようが死のうが刑務所行こうが好きにしなさい」、と言われ
たんです。冗談じゃない、ダルクなんて薬散々やって来た弱虫の行くようなところ、行かれるわけがない。
僕はまだ現役のヤクザだったんですよ。でも母親が差し入れに本を持ってきてくれた。それが岩井のオヤジ
の本『大丈夫、人は生まれ変われる』で、お袋が差し入れしてくれたので読んだんですよ。面会でお袋に
「あなた病気よ」って言われました。「自分の力じゃやめられないでしょ」はあ、そうだなあ、俺、病気だ
なあと。「あなたは薬物依存症って病気なの。ダルク行けばそれが治るから、行きなさい」僕は病気だって
ことは、その時認めました。自殺未遂してまでも覚せい剤をやりたい自分がいるんですよ。薬物依存症は認
めたけど、ダルクに行く気はなかった。 
 それから１年半後に出所して、出たら組織の人がみんな迎えに来るんですから。黄金町のホテルで３日間
好きなことしてろって言われて覚せい剤持ってこさせて。自分は情けねえ男だなと思いましたよ。女のこと
で首吊って、若い衆に覚せい剤持ってこさせて。３日目に、覚せい剤が足りなくて、もっと持ってこいって
言ったら、「兄貴勘弁してくださいよ、今日は方免祝いの日ですよ」って言われたんです。ああ、俺終わっ
てるな、と。それで、その間じゅう僕の頭の中にあったのが『大丈夫、人は生まれ変われる』だったんで
す。そして２週間考えて、正月明け、１月４日です。部屋の真ん中に組からもらった部屋の鍵と携帯を置い
て、「俺はダルクに行く！」って叫んで茨城ダルクに自分で行ったんです。そして岩井のオヤジのところに
行って、「オヤジ助けてください。俺は生きてくことも死ぬこともできない。ヤクザやってくこともできな
い。苦しい」って言いました。 
僕はダルクが大好きなんですよ 
 茨城ダルクはすごく厳しいところなんですが、すごく安心したし、僕は小さい時から集団生活には慣れて
ますから、先輩後輩の関係とか得意なんですよ。僕は自分のやってること否定するのは嫌だから、僕がダル
クにいることを恥ずかしいと思うのをやめようと思ったんです。 
 ダルクにいると１週間がすごく早いんです。世の中にいるとお金のこととか悩みとか色々あって１週間が
ものすごく長いんです。そして１年10か月経ってびわこダルクに行って、８年間スタッフやりました。仲
間がどんどん増えて、ダルクすっげえ楽しいな。僕、ダルクの中で一番ダルクが好きなんじゃないかって、
自信があるんですよね。東近江ダルク作って、色々あった時に、近藤さんに言われたんですよ。「至は至ら
しく行けばいいんだ。守りに入ったら負けだ」って。ダルクは当事者と家族の苦しみが抜けて、楽になれる
ところ。ダルクはダルクらしくありたい。どんな人間も排除しない。お前はヤクザだし指もないし顔も怖い
し刺青も入ってるからダメって言われたら、今の僕はいないですよ。色々なカラーのダルクがあって、うち
のダルクは元暴力団、刑務所から出てきた人。このシステムを近藤さんよくぞ作ってくれたと思います。こ
れ作っちゃった近藤さんと岩井さんすごいな、って思います。 
 12年間やめてますけど、毎日覚せい剤やりたいですよ。やりてえなあ、覚せい剤！って思いますもん。
でもダルクに来ると欲求は止まってます。完治はしなくても絶対によくなっていきます。僕の場合、お袋が
最後まで僕のことあきらめなかった。ダルクにつなげようとしてくれた。だから家族の方はあきらめないで
ください。きっかけと出会いを与えてあげれば、必ず変わっていきます。 
 僕、今初めて税金納めてお給料もらってますけど、死ぬまでやっていける仕事に初めて出会えたと思って
ます。近藤さんいい仕事作ってくださってありがとうございます。ダルクがなかったら刑務所行ってるか、
死んでるか、こうして親の前で話せるなんて夢みたいですよ。想定外です。だから僕は家族に言ってます。
あきらめないでくれ、最後まで導いてくれと。お袋はやっかれんの理事長やってます。 
 幸せというのは掴みにいくもんじゃないですね。感じれば幸せなんですよ。今猫２匹いて、仲間が楽しそ
うにしてると毎日幸せを感じるんですよ。毎日心が平安で穏やかでいれば幸せなんですよ。これからも僕は
ダルクとともに歩んでいきます。拙い話ですが、聞いてくださってありがとうございました。 
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「私の場合」 
 

皇（スメラギ） 
 

 完璧主義の私は進むべき方向性が見えている限りゴール達成に向け一途に進むことができ

ます。だからこそ、進むべき方向性を見失い、達成したいゴールを失ったとき――42歳にな

る私が38歳で覚せい剤に手を出してから――の転落もあっという間の出来事だったのだと思

います。 

 幼稚園児のときに近所に住むカナダ人の先生から英語を習って以来、英語や外国文化に強

く魅かれるようになりました。その思いは中学校で英語教育がはじまるとますます強まり、

大学卒業後、私は憧れの翻訳業界で仕事を始めるようになります。国家元首や政府要人のス

ピーチ原稿の翻訳を多く手がける仕事はやりがいのあるものでした。しかし同時に、社会の

動きと直接連動する職場環境で私はうまく息抜きをする術も持たず、秒単位で締め切りに迫

られる生活のなかで絶対にミスをしてはならないという重圧が日に日に増していたのも事実

です。休暇先には常にスマートフォンとノートパソコンを持参し、いつ仕事の依頼があって

もすぐに対応できるようにするなど、私生活を含め人生仕事一色となっていました。 

 うまく息抜きをする術がない私は、大きく羽目を外すことによってしか、自分の精神と肉

体をリラックスさせることができませんでした。そこで性行為に過度に依存するようになり

ます。性依存症の発症です。セクシャルマイノリティの私は24歳のときに、仕事の合間を

縫っては不特定多数の同性（男性）との危険なセックスに興じるようになります。ほどなく

してHIV陽性反応を医師から告知されました。告知されても私は動じませんでした。HIV感

染リスクは十分承知のうえでの性行為だったからです。危険なセックスに身を投じながら

「毎日の不安と重圧から解き放ってくれるのなら、死んでもいい」と考えていたからです。

いまでも覚えています。「こうなったのは当然の帰結だ」と冷静な判断をくだしていたの

を。あるいは諦めの境地に達していたのを。 

 その後もワーカホリックなセックスマニアとして東京で生活を続けるのですが、35歳のと

き重度の双極性障害（躁うつ病）と診断され、一人で生活することが事実上困難になりま

す。仕事の件数は減少するばかりでした。仕事の減少は空き時間の増加を意味します。もと

もと性生活に問題を抱えている私はこのときからまた行きずりのセックスで日常あるいは現

実から逃避するようになります。そんな折、出会い系サイトで知り合った男性から「キメセ

ク」つまり覚せい剤をセックスドラッグとして使用しながらの性交渉の誘いを受けました。

私は二つ返事で誘いに応じました。薬物依存症の始まりです。当初は注射器を使わず、相手

が薬を持っている場合のみ、回数にすると月に一度くらいしか使っていなか った覚せい剤で

すが、末期には自分で売人と接触を取り、注射器で一日に何度も体内に取り入れなければ激

しい離脱症状から事実上立ち上がれないところまで病気は進行しました。日常生活がきれい

に瓦解するのに半年も必要なかったのではないかと思います。 

 あるときいつも薬を買っていた売人と連絡が取れなくなりました。それを機に私は信頼す

る精神科医に覚せい剤使用歴を告白し助けを求めました。同居家族である甥（4歳）と姪（8

歳）がすぐに私の部屋に遊びにきてくれたのはいまでも記憶に鮮明に残っています。甥が私

に対し「一緒にご飯を食べたいよ」と言ってくれたときには、うれしさと申し訳ない気分の

両方で心が一杯になり、トイレに駆け込んで一人号泣してしまいました。その8ヶ月後、私

はささいなことが原因で覚せい剤を再使用してしまい、転地療法として藤岡ダルクに入寮さ

せていただくことになりました。 

 施設での生活も半年を終え、いまは食事当番の副一緒に練習を楽しんだりしています。番

長としての役割をいただいたり、エイサーでデビューに向け仲間と施設での生活が分刻みで

とても忙しく回っているためか、今のところ、薬物使用欲求は概ね低く抑えられています。 

  藤岡ダルク 入寮者からのメッセージ 

「真冬のタンポポ」 
■発行：双葉社 

価格：1,400円（税別） 

 

※全国の書店または

Amazonでお買い求めくだ

さい。 

※FAXでの注文も承りま

す。 

FAX：03-5312-7588  

ご注文の際には、住所、

氏名、電話番号を記入

し、日本ダルク事務局ま

で。 

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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もちろん使いたくなるときはあります。そんなときはミーティングで正直に「やめたい自分が

いる一方で、こんな自分だからどうせまた使ってしまうだろうと考えてしまう」と話すようにし

ています。そうして私は自分が努力家なのに自己肯定感が人より低いことに気がつくようになり

ました。そういうときは、自分の努力家の側面によく目を向けるようにしています。平穏に見え

つつも水面下では大きく揺らいでいる家族との関係性にミーティングで触れて泣いてしまったこ

ともあります。泣くことや話すことは自分の中の混乱や矛盾と向き合うよい機会となっていま

す。 

50人近い寮生の胃袋を満たさなければならない食事当番は、周囲の状況に常に目を配りながら

自分のタスクに随時修正をかけていかなければならないのですが、そのたびに昔から持つ自分の

弱みあるいは生きづらさと向き合わされています。一つの物事に過集中してしまい、周りの状況

を多角的に捉えることができず、時々刻々と変化する職場環境で立ち往生していた過去の自分

と。ミスをすることもたくさんあります。完璧主義の私はその都度イライラしてしまうのです

が、「ここでは自分の病気（問題や弱さ）を出してください」と言われています。それが社会の

有用な一員として生活するときに出会うであろう様々な困難を乗り越える練習になるからだと私

は考えています。だから昔のように過度にシリアスになること

なく、いい意味でイージーにいこうと心がけています。そうす

るなかで、一度は失った人生の方向性と達成すべきゴールを見

つけていきたいと思います。焦ることなく、しかし着実に。 

 

長文駄文を最後まで読んでくださりありがとうございました。 

 

  アパリによる「ダルク マッチング サポート」！！ 

都合により、関係各所へ

の発送を一旦中止とさせ

ていただきます。 

アパリ会員と受刑者のみ

にお送りしています。 

 

ホームページよりダウン

ロードして印刷すること

ができます。 

弁護士向け！ 

「アパリ(薬物事犯者支

援団体)と考える薬物弁

護研究会」 

 

第１回 

12月9日(月)19時～21時 

NPO法人アパリ1階 

参加費無料 

 

薬物弁護をされてい

る、又は初めてされる

弁護士の方たちととも

に被告人の更生支援を

考えていく研究会で

す。各自事例を持ち寄

り、アパリの経験や事

例をお伝えいたしま

す。 

 
事務局： 

志立玲子(アパリ精神保健

福祉士) 

熊王斉子(弁護士) 

 

お問合せはアパリまで 

03-5925-8848 
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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.or.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、

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。 保釈中のプログラムの

提供、受刑中の身元引受、出所出迎えをし

てリハビリ施設につなげるまでをコーディ

ネートします。 

 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。 

[料金：コーディネート費用として20万円(税別)。

交通費・宿泊費の実費が別途必要です] 

窃盗、横領、詐欺等で逮捕されたご家族の相

談もお受けしています。 

【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。 
https://www.fujiokadarc.com/ 

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 

７月下旬よりホームページが新しく

なりました。ぜひご覧ください。 

 https://www.apari.or.jp 

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 

令和元年11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 

11/11(月)

※変更 

第1回 

薬物依存症によるダメージと回復 

 

11/18(月） 
家族のためのステップ講座 

ステップ9.10 

12/2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 

12/16(月) 家族教室クリスマス会 

2/3月） 

第4回 

本人・家族の心の成長-自立心・自

尊心を伸ばす関わり 

2/17(月) 
№54 

未定 

3/2（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 

3/23(月) 

※変更 

№55 

未定 

1/6（月) 
第3回 

薬物依存症の心にある2つの考え 
1/20(月) 

家族のためのステップ講座 

ステップ11,12 

＜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 


