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「藤岡ダルクの最先端のプログラムの実践、その効果について」
山本

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

大（藤岡ダルク代表）

藤岡ダルクの代表の山本と申します。よろしくお願いいたします。まず藤
岡ダルクの紹介をします。今現在44名の方が入寮されています、薬物が半
分、アルコール依存の方が半分。コロナでの中でアルコールの方が増えてい
る。相談でも増えている。
2年前に高崎市の方で新しく障害福祉サービス、デイケアに17名が高崎の
生活訓練に通っています。スタッフは正規雇用で４名、研修３名で７名。高
崎は５名です。
今年で15年。僕自身も薬物依存の当事者。今から21年前に逮捕されて、
黒羽刑務所に服役していて、ダルクなんて行きたくなかった。僕が服役し
ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ関連講座の様子
ている間に親がダルクに相談して、どうにもならない息子をダルクに入れ
てやろうと。うちの父も初めて面会に来たときに、ダルクに行くなんてまるっきり聞いていな
かった。親父が面会室で「お前の帰るところはない。家には入るな」と大喧嘩しました。「なに
言っているんだ、この親父！」。「お前に最後に一つしてあげることがあるならば、ダルクとい
う場所に行くなら支援してあげる」。ダルクが両親に空気入れて、そういう変な施設に閉じ込め
ようとしていると思っていた。ただ家には入れないし、身元引受がいないと刑務所を出られな
い。ダルクに身元引受の手紙を書いた。仮釈放を受けて沖縄のダルクに行った。その当時、ダル
クは多くはなかった。沖縄といえば、青い海があっていいんじゃないかと。仮釈放が終わったら
さっさと出てやろうと。24人くらいと一緒に入寮していて、その頃プログラムはミーティング
しかなかった。１日365日ずっとミーティングをやっていた。全然しゃべれなかったし、いろん
な人の話を聞いて、経験が重なることがあって、自分が過去に使いながらやらかしたことを思い
出して、自分の中ではなかったことにしていたり、忘れたいようなこと、そういうことを聞いて
いる中で少しずつしゃべれるようになってきた。
地元が東京で半年したら東京に帰ろうと思ったが、地元に帰るとクスリを使っている仲間や友
達がいて、刑務所から出てきてかっこ悪い姿を見せるのも嫌だなと。自分の意志でダルクにいよ
うかなと思っていた。
そんな感じでダルクにいたから、真面目な方ではなかった。結構ルールを破ったり、やらかし
ていた。ダルクにいる中で、二度追い出されていた。沖縄なのでそうそう簡単には東京には帰れ
ない。出るたびに母親にコレクトコールをしていた。ダルクに戻るしかない。ダルクで2年間。
そのあと沖縄の家具屋で就職して沖縄で自立して生活していた。働いていた家具屋が突然倒産し
てしまった。
そんなときにダルクでスタッフをやってみないかと。ちょうど千葉のダルク、今はないのです
が、日本ダルクトゥデイハウスに行った。３か月だけ手伝うよと。当時はダルクのスタッフと
いっても一生やる仕事ではない。最初の給料は３万円。何とか施設長
だけが生活できる感じだった。ダルクはちょっとしたボランティアの
ような、回復の延長線上という感じ。長くやっているとは思っていな
かった。この先どうしようかと考えて、通信制の大学の社会福祉科に
入学した。千葉のダルクで２年くらいやっていたところ、藤岡ダルク
の施設で問題が起きて、突然近藤さんから呼ばれて、明日から藤岡に
行ってほしいと。そこからいきなり施設長になって、なんだかんだで
第2回 藤岡ダルク駅伝大会
15年経過した。
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若手精神科勉強会講演

今日のタイトルで藤岡ダルクの最先端のプログラムというのはおこがましい気がするが、藤岡ダ
ルクにいる間にいろんなことにチャレンジしてきた。いろんな問題が常に起きたし、自分自身が入
寮していたときに、いろんな不満もあったし、スタッフやりながらもこういうことが出来ないか、
いろんな思いはあった。藤岡に移った時にはいろんなことが考えられるのではないかと。新しいプ
ログラムであったりとか、スタッフ育成のことであったり、契約や制約、事務的なことだとか、ま
だダルクも未熟でしたので。詳しいことは明石書店の本に結構書いてあるので読んでもらいたい。
藤岡ダルクでは9朝時からスタートする。何時に起きるか決めていない。余裕をもって起きるよ
うにしてくださいと伝えてある。９時に点呼をとって、その後全員で掃除をする。20分くらい。
10時から始まる。日によって違うが、ミーティングや認知行動療法やエンカウンターグループな
どをしている。12時からお昼ご飯を皆で食べる。食べ終わったら、琉球太鼓の練習。13時から午
後のプログラムをやる。約１時間。そのあとは役割の時間。犬の世話だったり、食事当番、庭の掃
除だったり、チームごとに分かれる。14時から15:30までやって、17時に夕食。その後は18時
から自助グループに行く。コロナなので行けない会場の時は施設の中でミーティングを行ってい
る。通常は毎晩行ってもらっている。ナルコティクスアノニマスＮＡやＡＡだったり、いろんな会
場がある。前橋、伊勢崎、高崎、それぞれ車を出して、帰りにスーパーに寄って実際施設に帰って
くるのは夜の10時くらい。結構忙しい。
月～金で、土日はセルフケアとして休みにしているが、夜の自助グループはある。それ以外は
ゆっくり映画を見たり、マラソンしたり、各々好きなことをして過ごしている。
こんなことをやりながら、共同生活をしている。僕らスタッフも一緒に生活している。僕もずっ
と住んで同じ建物で生活している。だいたい男50人くらいで同じ建物で一緒に生活しているの
で、すぐに親密な関係にはなれる。
いろんな問題が起きる。年齢も違うし、住んできた場所も違うし、生活環境だったり、全く違う
人が共同生活しているので、全く問題がないというわけではない。不思議と暴力事件は起きていな
い。それなりにやらかしている人たちなので、ダルクに残って、居続けることは好きではないと思
うが、なぜ残っているかというと、何かを変えたいと思っているからダルクにいるのだと思う。
僕もそうだったが、クスリだけが問題なわけではない。クスリを止めるだけなら刑務所に行った
り、病院に行けば止まるわけだから。クスリが止まらない理由は、人によってはコミュニケーショ
ンの問題だったり、親に依存している問題だったり、それぞれ違う問題を抱えて、そういう問題に
起因してクスリを使わせてしまっていた。そこを変えないと止め続けるのは難しい。いつかは止め
られると僕も思っていた。そのいつかが来ないうちにずっと使い続けていた。それが現実だった。
自分の問題に向き合うのはダルクに来て初めてだった。普通に社会で仕事をしていたら日々の生活
の中で通り過ぎていく。ダルクというのはそこに焦点を当てている。集中して向き合う時間を持て
たが、自分の問題なんて見たくなかったので、その時は嫌だった。こうやって僕も19年使ってな
いし、ダルクに来て良かったなと思う。行っていなかったら多分使っていたのだろう。クスリに問
題があるとは思っていなかったし、刑務所に行ったのも運が悪かったくらいにしか思っていなかっ
た。
だから新しく来た仲間には刑務所に行ってほしくない。どんなにつらくて嫌な所かよく知ってい
る。刑務所に行っても良くならない。刑務所に行くと傷つく。更生しづらくなる。負い目となる
し、実際社会に出て刑務所に行ったことは言えないし、知られたら就労できない。それが現実だ。
二度三度行くところでもない。また戻ってもらいたくない気持ちがある。
僕たちが今いる人たちを止めさせることはできない。ダルクという箱の中でプログラムがあっ
て、共同生活を通して、なんでクスリを止めないといけないのか。本人が気づいていかないといけ
ない。肩押しをすること。支援をする。いろんな相談を聞いたりすることが一番メインとなる。他
のスタッフも刑務所に行ったり、入院したり、スタッフも経験している。新しく来た仲間には違う
生き方をしてもらいたいなと。
僕たちのゴールはクスリを止めることではなく、止め続ける中で幸せになること。どうやったら
幸せになるのかをいつも言っている。
今いろんなプログラムをやっているが、ミーティングが中心となっている。言いっぱなし、聞
きっぱなしが原則。ダルクの利用者も随分と変わってきた。中には発達障害、知的障害を持った人
も多くなってきた。ミーティングになると萎縮する人、どうしてもしゃべれない人も中にはいる。
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こじんまりとした中でディスカッションしたり、スマープのような認知行動療法、自分の気持ちが
話せるようなプログラムにも取り組んでいる。音楽やアートをやること。仏画を描くプログラム。来
月からはゴスペルをやることになった。最初東京ダルクに連絡をして歌を歌うプログラムをしません
かと話があった。藤岡ならできるのではないかと話がきてお試しでやってみることになった。
新しく取り組んでいるのは、セルフ・アセスメントブックという。少しずつアップデートをしなが
ら作っている。基本3か月に１回アセスメントをしている。食事はとれているか？ 薬は飲んでいる
か？ プログラムをやっているか？ など。その上で支援をどうしていくかという、こちら側から
やっていることなので、本人が感じているところにギャップがある。そのギャップが問題であって、
例えば食事はとれていると認識していても、そんなこと言いながらもラーメンを間食しているでしょ
うと。認識のズレが出てくる。このズレを縮めていくことができるのかと。アセスメントを自分自身
でやってもらう。自分の健康状態も本人に書いてもらう。生活編は生活にかかわること。自分自身の
精神状態のことなどＡＢＣＤで評価する。敢えて「普通」というのは外した。病院編は、薬が飲めて
いるか、症状を主治医に正確に伝えられているかなど。コミュニケーションについても、仲間のサ
ポートができているか、スタッフに相談できているかなど。プログラム編としては、施設のミーティ
ングで話せていますか？ エイサーができていますか？など。余暇時間、セルフケア、行動面、責
任、社会性、自助グループ、結構なページがある。
それを最終的にチェックをしてもらう。僕たちもチェックする。例えば、自分自身が食事を取れて
いると本人はAにした。イヤイヤ間食して太りだしてたくさん食べているということでスタッフはC
を付ける。AとCとギャップが生まれる。付け終わった後にそれについて面談する。これについてど
う思う？と。僕らの意見を言う。Cを付けた理由も言う。夜食の問題もあるからCを付けたと言う
と、そこの問題は考えていませんでしたと言う。面談を通して話をしていく。これは成績表ではない
と最初に言っておく。自分自身がどう問題と向き合えるのかということを見ている。
中にはちゃんとできているのに、自分でCやDを付けている人もいる。スタッフはAを付けている
のに。こういう人は自己肯定感が低い。僕たちは褒めてあげるようにしている。こういうところは出
来ているよ。本人の悪いところを注意するだけでなく、出来ているところは口に出して言ってあげ
る。最終的にはこのギャップを縮めることを目標にしている。
いまのところ良い反応はあった。ただ労力がかかるところではある。本人が抱えている問題や人か
らどう映っているか、明らかになっていく。紙に書いて残るので読み返すこともできる。
自助グループでは12ステップをやっている。シンプルな言葉で書いている。どうしても難しいと
いう人もいるが、これを皆にわかりやすくできるかを考えている。解説とは言わないけど、わかりや
すい表現で、「今さら聞けない12ステップ」をスタッフ間で取り組んでいる。なぜ自助グループに
力を入れているかというと、ダルクを出た後に自助グループにつながってほしいという思いがあるか
らだ。ダルク以上に全国にたくさんある。仕事をやりながら通っている人、病院から通っている人も
いる。アフターケアとしてつながってもらいたい。ダルクにいる間に12ステップを理解してもらい
たい。
うちだけでなく、独自のことをやっている。ダルクのいいところは、同じことをやっているわけで
はなく、いろんなタイプのダルクがあり、多様であること。藤岡から山梨に行って良くなった人もい
る。東京から藤岡に行って良くなる人もいる。同じでないから良い。いろんなタイプのダルクがあっ
ていい。大きさやある場所、それによって変わってくる。うちは山奥の人里離れた森の中にある。建
物も大きいしたくさん人もいる。東京のダルクだったら町中にある。町中にあるダルクの中でルール
にがんじがらめになっていてもどうにもならない。山の中でルールがないと無法地帯になる。場所や
人数によって違う。うちのプログラムはうちで起きた問題に対してどう対処できるかでやってきたこ
と。必ずしも他のダルクで効果があるかはわからない。共同生活しながらもっとこうしたらいい。今
現在必要としていることとしてやってきた。将来的には変わってくる。人も変わってくるし、全体的
な支援の在り方も変わってくるかもしれない。変化していくことは良いことだと思う。合わなければ
止めればいい。合ったプログラムは残っていく。どう効果があるか正直わからない。このプログラム
をやったら劇的に良くなるプログラムはない。組み合わせによって、気づきがあったり、人との関わ
りが出てくる。そこが一番大きいところだと思う。関わりのツールとしてプログラムがある。だから
こそ現場でいつもやっているスタッフが日ごろ必要と思っているものをやっている。これからもアッ
プデートしていく。これからもチャレンジしていく。皆で作り上げていくのも楽しい。決して無駄に
はならない。良いものはいろんなダルクともシェアしている。関東圏のダルクは仲がいいので、情報
交換している。だったらうちもやってみたいなと、横の連携を取りながらやっている。
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「国連の京都コングレスに参加しました」
NYAN 古藤 吾郎

＊ こ の 記 事 は、NYAN
の ウ ェ ブ サ イ ト
（https://nyanjp.net/）内 の 記 事「報
告：国連の京都コングレ
スに参加」をもとにして
います。
＊NYANはアパリに事
務局を置くアドボカシー
プロジェクトです。

刑事司法分野において国連最大の会議である
「第14回国連犯罪防止刑事司法会議」（京都
コングレス）が、日本で開催されました。この
コングレスは5年に一度開かれており、今回の
京都での日本開催は1980年以来、半世紀ぶり
ということです。本来は1年前に予定されてい
たものが、コロナ禍により延長され、今年の3
月7日に開幕しました。

congress 初日のメインホール

NYAN事務局長の古藤は、2日目のサイドイベントにスピーカーとして参加しました。イベント
は、若年層を中心とする非行や犯罪の予防のための家族介入をテーマにしたものです。京都コング
レスを主催する国連機関がUNODC（国連薬物・犯罪事務所）で、そのUNODCの予防・治療・回
復セクションがこのイベントを企画し、スピーカーとして声を掛けていただきました。イベントで
は、まずUNODCの専門家により、地域社会における家族介入について、UNODCが開発したいく
つかのツールをもとに発表がありました。若年層の薬物使用行動や犯罪・暴力の背景には、社会的
不平等や教育達成度などの社会的な脆弱性があることを重要視し、家族の心理・身体・社会的な福
祉の促進をポイントにデザインされたものです。
NYANは、日本における家族プログラムの実践例の一つとして、ダルク女性ハウスがおこなって
きた母子プログラムを紹介しました。ハウスは約30年前に日本で初めて、女性のための薬物依存
症回復支援施設として開設され、さまざまな女性当事者に関わってきました。そのなかで、子ども
たちへの支援を含めた家族介入をしないわけにはいかない、そして一度それを始めたら止めること
はできない、と長年取り組んできた活動を、僭越ながら発表いたしました。
女性の薬物使用の背景には、ジェンダーの不平等、ジェンダーに基づく暴力など、さまざまな社
会的な要因が強く影響を及ぼしていることが国際的に指摘されています。そして、そうした家庭の
子どもたちもまた社会的な脆弱性が高く、非行行動などのリスク要因が複数重なる傾向にありま
す。ダルク女性ハウスでは、当事者グループのなかで安心・安全に過ごすことができる場をつく
り、日々、母親たち・子どもたちを迎え入れ支えています。
このセッションはたまたま「国際女性デー」（3月8日）に開かれたのですが、UNODCのファ
シリテーターが、地域で女性とその子どもたちを粛々と支援してきた女性ハウスの活動は、まさに
この日にふさわしいという感嘆のコメントを、ダルク女性ハウスのスタッフに向けて寄せてくだ
さったことが、とても嬉しかったです。
3月7日にこのコングレスが開幕した際には、オープニングのセレモニーで数名の国連代表たち
によるスピーチがありました。彼らのスピーチのなかで、現在世界レベルで取り組むべき犯罪とし
て、テロリズム、武器の密輸、マネー・ローンダリング、人身売買、サイバー犯罪などの組織犯罪
と汚職・贈賄が挙げられました。一方で、薬物犯罪を挙げる人はいませんでした。またこのコング
レスでは、合計130以上のセッション・イベントが企画されましたが、そのなかでトピックに
drugsを入れているものはわずかに４つだけでした。

サイドイベントでの発表（会場現地とオンライン
同時のハイブリッド開催でした)
メインホールのアパリの座席より
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国連では、薬物問題については国連麻薬特別総会（UNGASS）を別に開いており、こちらは約10
年（不定期）に一度、直近では2016年に開催されました（NYANも政府代表団顧問として参加しま
した）。つまり、薬物取引は犯罪防止・刑事司法の立場からは、主たる国際的な犯罪という位置づけ
にはもはやランクインしないにもかかわらず、この犯罪防止・刑事司法会議を主催する国連機関の名
称がUN office on Drugs and Crime（国連薬物・犯罪事務所）と、機関名にDrugを付しているの
です。それゆえ、諸外国の市民社会のなかからは、薬物問題でもとくにマイナーな事象（使用、所持
に限らず譲渡、譲受、製造、密輸など）は保健や貧困の問題としてWHOなどが主体となり、そして
組織犯罪という側面ではもはや他にもっと重要視されているものがあるのであれば、UNODCという
名称・組織編成が実態にそぐわなくなってきている、という声が強まっており、あらためてそのこと
を実感します。
国連のなかで薬物問題についてはCND（United Nations Commission on Narcotic Drug）と
いうセクションが毎年会議を開いて議論しています。NYANはウィーンの国連事務局内のNGO連盟
に加入し、そしてこれまでに数回ウィーンでCNDにオブザーブ参加してきました。薬物使用がある
人の健康と福祉の向上のための国際的なアドボカシー活動において、CNDの動向にも注目していま
す。

コラム

支援につなげる覚せい剤事件の弁護術（17）
嘱託研究員・弁護士 髙橋 洋平

逮捕勾留を経た後、治療を希望する者については、起訴せずに釈放し、治療につなげる。治療を理由とす
る不起訴ですが、こんな運用があったらよいと思いませんか。
現在もこのような運用は不可能ではありませんが、実際のところは、薬物事件のほとんどは起訴され、裁
判になります。特に覚醒剤の事件では例外ないといってよいほどです。そして、１回目は執行猶予になりま
すが、２回目、３回目になると、必ずといっていいほど実刑判決になります。期間も１年半から３年（前刑
の執行猶予が取り消された場合）ほどの相当長期な刑期になることが予想されます。どんなに真面目に更生
しようと意気込んだとしても、これから３年も刑務所にいくことを想像するとそこに希望はありません。本
人は完全に思考停止になり、場合によっては無理にでも否認して事実関係を争うこともあるかもしれませ
ん。
そこで、何かよい方法はないのかと考えた場合に、治療を理由とする不起訴の運用があったらよいのでは
ないかと考えるわけです。
ポイントは、単に釈放すればよいということではなく、治療を希望する者が実際に治療につながるように
することです。治療といっても医療に限定するものではなく、リハビリを含む広い意味です。
ただ、現実問題として、病識を持てないほど根深い問題を抱えた方については、自らが治療につながる意
味を理解することが困難な場合もあります。そういった方は、釈放されても治療につながらず、その後、何
度も同じこと（薬物事件）を繰り返す可能性が高いです。そうです、そこのあなたです！
そうすると、やはり治療を理由とする不起訴の運用はやめた方がよいのでしょうか。
いやそうではなく、治療につながりたいと強く希望するのであれば、３年後ではなく、早期に治療につな
がるチャンスを与えようということです。２回、３回の繰り返しは治療に必要なプロセスと理解し、支援者
が寄り添いながら更生をサポートする。チャンスを与え続ける。それでもダメな場合はどうするか。これ以
上チャンスを与えることができない段階に至って、本人に治療か刑務所かを選択させてはどうだろうか。
もちろんこのようなやり方がベストとは思いませんが、日本の薬物政策が変化するきっかけになることは
間違いないです。薬物の問題については精神論だけで乗り切れるものではありません。特効薬もありませ
ん。まずは、適切な治療につながることが大切で、そして、それを長期にわたって継続することがもっと大
切なことです。これをどう実現していくか。これまでのやり方に固執しないで、新しいやり方にチャレンジ
してみようという心構えが大切です。もちろん、びっくりするほどうまくいかないことは織り込み済みで
す。
近時、大麻合法化の議論も活発になってきていますが、まずは、現状でも実現可能な手法として、薬物事
件の運用が変わらないかと期待するわけですが、現状の新型コロナ対策と同様に、この国はきっと相も変わ
らず効果のない手法に固執し、それを採用し続けるのだろうと予想しますが、よい意味での悪あがきができ
ないか模索したいところです。
出所が間近に迫り、前向きな気持ちになっている方もいると思いますが、日本の薬物政策に関しては旧態
依然たる悲惨な現状のままです。アドバイスをするとしたら、出所したら十分に気を付けてください！とい
うこと。もし機会があれば、絶望する前に希望を抱けるようなことを一緒に考えられたらいいなと思うばか
りです。

以上

弁護士

高橋洋平

ダルクのエイサーで
旗持ちする高橋洋平
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フェローシップ・ニュース

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！

「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等でお買い求めく
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。

「怠け者」
ハッピー
はじめまして。アディクトのハッピーです。
私の初めての施設入寮は東京ダルクでした。面談に向かう時、兄から「お前みたいに薬物
に困っている人を助けてあげられるような人間になれ。それがお前の償いだ」と言われたの
が今でも忘れられません。
２人でお願いして入寮させていただけることになり「今日からハッピーの仲間だよ」と先
行く仲間の方を紹介してくれました。先行く仲間達は私に優しく握手とハグをしてくれまし
た。仲間達は生活の中で必要なことを色々と教えてくれ「ハッピー今日だけだよ」と何度も
優しく声を掛けてくれました。
「１人じゃ出来ないけれどみんなでやったら出来るよ。みんなで焦らずゆっくり今日だけ
薬物を止めていこう」という仲間の言葉を信じてやっていくことにしました。
東京ダルクでの生活も２年半が経った頃、「八王子に新しいダルクが出来るから一緒に来
ないか？」と八王子ダルクの施設長から声を掛けられました。もしかしたら新しい回復が出
来るかもしれないと思い一緒に行きますと返事をしました。八王子ダルクは新しい施設だっ
たので初めは私と施設長、スタッフの３人だけでした。ある日、新しい仲間が来ることにな
りました。その仲間のために布団干しておいたり部屋を掃除したりと少しでも快適に過ごす
ことが来出るよう心を尽くしている姿を見てこれが仲間のサポートだなととても感動し、そ
れからは同じ事をマネすることにしました。
「お酒を飲みたいです。退寮させてください。」と相談してきている仲間に対しても怒る
こともなく、スタッフは「一緒に飲むことは出来ないけれど一緒に回復することは出来る
よ。一緒に頑張ろうぜ」と言っていました。とても心が熱くなり仲間って本当にいいなと思
いました。
八王子ダルクでの生活も６年半経った頃、「１人暮らししてもいいよ。」と施設長から言
われ、私は退寮しナイトケアでの生活から１人暮らしの新しい生活が始まりました。しばら
くは日中、デイケアに通所して夜は仲間と一緒にＮＡに足を運び続けました。そこから３ヶ
月経った頃に今度は、「週３日で３時間くらいからアルバイトしよう」と提案され、自分自
身が新しく回復していけるプログラムだと思いアルバイトすることにしました。アルバイト
を始めた最初の頃は、スタッフに提案された内容で働いていたのですが、職場の人達から必
要にされているという期待に応えようと思い、誰にも相談しないで働く日数と時間をだんだ
んと増やしていきました。気が付いたら、始発の電車に乗り帰りは終電に乗れず次の日の
朝、自宅に帰ってくる日々を続けていました。みんなは心配してくれて連絡をくれたり、会
社に来てくれたりしてくれましたが、大丈夫だからと言って少しずつみんなにも連絡しなく
なり、デイケアにも通所しなくなり、ＮＡに足を運び続けることをしなくなりました。
そんな生活に限界を感じた私は「もうダメだ」となってしまい薬物を使用しました。
使った瞬間、「あぁ楽になった。自由になった。」となりました。それから３、４ヶ月連続
使用をしてどうにもならなくなってしまいみんなに助けを求め、再び八王子ダルクに入寮出
来る事になりました。ですが入寮してもスリップは止まらず何回も薬物を使用してしまいま
した。
見かねた施設長の判断で精神病院に入院することになりました。入院中、面会に来てくれ
た施設長が「ハッピーがみんなと薬物を使用しないで安心安全な場所を提供してあげるよ」
と言って藤岡ダルクに施設移動する事になりました。私は「あそこに行けばスリップも止め
られるしクリーンも伸びる。」と考え藤岡ダルクに入寮させてもらいましたが八王子ダルク
に比べて人数がたくさんいて、こんなところでやっていけるのだろうかと毎日が不安で持病
のウツもひどくなってしまいました。そんな状態の私にも藤岡ダルクの仲間達はいつも優し
くて思いやりがありとても親切でした。そして私もいつかそんな仲間達の輪の中に入りたい
と思っていました。
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今までのダルク生活でもそうでしたが、私はとてつもなく怠け者です。藤岡ダルクに来てもそ
うでした。頑張りたくない。やる気を出したくない。努力したくない。ここにいるだけでいい
や。何もしなくてもいいやと思っていました。もしかしたら施設の仲間が何とかしてくれるん
じゃないか？と甘えていたのかも知れません。東京ダルクに入寮する時に兄に言われた言葉すら
も忘れてしまっていました。そのことも気付かせてくれたのは藤岡ダルクの仲間達やスタッフで
した。ダルク生活が長いせいもあり「ゆっくりでいいんだよ」とか「頑張らなくても良いんだ
よ」と言ってくれた仲間達の言葉や優しさに甘えていたのかも知れません。このままではいけな
いと思い、回復に向けて真剣に取り組んでみようと思いました。
藤岡ダルクではエイサープログラムがあります。運動が苦手な私はエイサーを拒否していたの
ですがスタッフから声を掛けてもらい「ハッピーもエイサーを頑張ってみたら？」と提案されま
した。不安もありましたがその言葉に励まされエイサーをやっている仲間達と一緒に頑張ること
にしました。自己肯定感の低い私が初めてやる気になったのです。不思議なことにその頃から薬
物を使用したい大きな欲求がだんだん小さくなっていることに気が付き私はビックリしました。
これもこの藤岡ダルクのプログラムと仲間達のおかげだなと感謝しています。
そんな私でしたが実は、仲間がスリップしていることを長い間、秘密にしていました。だけど
毎日、囚われていて心に刺さった小さなトゲがすごく大きくなって苦しくなってスタッフに相談
に行きました。
「ハッピー、仲間の命を守らなきゃいけないよ」と教えてもらいました。
まだまだ問題はありますが、仲間達と一緒に自分の問題に取り組もうと決めました。施設のイ
ンテーク、ルール、規則を守る事、しっかり報告、連絡、相談すること、ウソつかないこと、隠
さないこと、秘密にしないこと、ごまかさないこと、正直に生きること等を毎日やっています。
今では仲間達と一緒に藤岡ダルクでのプログラムに取り組み、ＮＡにも足を運び続けています。
おかげさまで少しずつですが正直に生きられるようになり、笑って楽しくクリーンが続いていて
自分に自信が持てるようになってきました。
いつか仲間達と一緒に社会に復帰してNAに足を運び続け、家族や支えてくださっているたく
さんの人達と幸せに暮らしたいです。

ダルク35周年創立記念フォーラム 延期のお知らせ！
５月１０日⇒９月２４日

この度の緊急事態宣言に伴
い、ダルク記念フォーラムの
開催日が2021年9月24日
（金）に延期になりました。
ZOOMでのご参加を予定
されていた皆様においては、
何卒ご理解の程宜しくお願い
いたします。
なお、次回もZOOMでの
開催となる予定です。

詳細が決まり次第、アパリ
のホームページに掲載しま
す。

Page 7

藤岡ダルク 入口の花壇

エイサー練習
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アパリの支援

＜司法サポートのご案内＞

薬物事犯で逮捕

《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.or.jp
○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。

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)
薬物依存症回復プログラム

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。

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）

執行猶予

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。

刑務所（身元引受
通信ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・

面会等）

出所出迎え

[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]

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

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】

https://fujiokadarc.com/

社会復帰

＜アパリ家族教室スケジュール・東京＞
連続講座

第1月曜

第8回
あなたの環境や状態を良いもの
に変えよう

5/17(月)
第3に変更

発行者：近藤恒夫
編集責任者：志立玲子
2021年5月1日発行
定価 １部 100円

5/24(月)
第4に変更

アディクション関連講座
№63
「処方薬の疑問にお答えします」
梅野充(アパリクリニック・医師)

6/7(月)

第1回
薬物依存症によるダメージと回復

6/21(月)

未定

7/5(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

7/12(月)
第2に変更

未定

8/2(月)

第3回
薬物依存症の心にある2つの考え

8/16(月)

未定

9/6(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

9/13月)
第2に変更

未定

2019年７月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://apari.or.jp
https://www.facebook.com/
AsiaPacificAddictionResearchInstitute/

第3月曜

【対象】
○連続講座（全8回）は家族のみが参加可能で、どの回からでも参加できます。
○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

