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NPO法人アパリ理事長・ダルク創設者である近藤恒夫は
かねてより病気療養中のところ
令和４年２月２７日(日）永眠いたしました（享年80歳）
ここに生前のご厚誼を深謝し謹んでお知らせ申し上げます。
葬儀につきましては、ご遺族の意志により、
近親者のみで相済ませました。
また、誠に勝手ながら、ご供物並びにご供花、ご香典等は
固くご辞退させていただきますので

Pacific
Research
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Institute)の

略称です。
全国のDARCやMAC等の
社会復帰施設、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。

何卒よろしくお願い申し上げます。

（※後日、近藤恒夫お別れ会を予定しております。
追ってホームぺージなどでお知らせします）
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「ダルクと医療の連携について」
加藤 隆（八王子ダルク代表）

加藤隆 (カトウ タカシ)
NPO法人八王子ダルク
代表理事
1997年から2年間ダルク
での回復プログラムを
受 け る。2007 年 東 京 ダ
ル ク に 入 職。2011 年 東
京ダルク八王子施設長
を経て2015年より現職
2020年NPO法人アパリ
理事に就任

八王子ダルクの加藤です。よろしくお願いします。僕は薬物依存症
の当事者です。中心となるのは覚醒剤でした。少し体験談を聞いても
らって、当事者であるということと施設の説明の中で回復に何が必要
か、これだけやっておけば絶対大丈夫というのはないけれど、時期に
よってもその人によっても変わってきています。医療との連携につい
て話をしてくださいとのことでしたのでお話します。八王子ダルクは
地域と連携しながら多摩地区でこじんまりとやっています。ダルクに入ることが目的ではない。
ダルクだけではどうにもなりません。薬物依存以外にも様々な障害を抱えていた場合に、ダルク
だけでは支援していくのは難しいケースがあります。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【１．ダルクまでの道のり】
僕は東京ダルクでリハビリをしました。僕がダルクに24年前に来た時には、東京ダルクと女
性ハウスしかなかった。日本ダルクもなかった。八王子で薬をずっと使ってきた。僕の家族もダ
ルクや近藤さんのニュースを見つけてきてダルクを勧められた。自分でもどうにかしないとと思
いながらも八王子から荒川区に行くのは本当に大変だった。ダルクを勧められれば勧められるほ
どダルクなんて皆な薬使ってどうにもならないところだからと行かなかった。
なんで行く羽目になったかというと病院の先生の一押しがあった。そういう体験があった。覚
醒剤を使い始めたのは15歳の時。どんな少年だったかと思うかもしれないが、それほどひどく
素行が悪く不良ではなかった。父親も鉄工所を経営していた。母親も商売をやっていて、ちょっ
と裕福な家庭でした。父親の会社の従業員の人が、家が寮になっているので、すごくかわいがっ
てもらった。いつも家に人がいて今考えると子供の頃は本当に楽しかったし、ちゃんと育てても
らったと思う。
小学校の時は野球を好きでやっていた。小学校の時はクラブチームに入っていた。母親は日曜
の試合に付き添ってくれた。甲子園に行きたいと思っていた。西東京の甲子園の常連校、桜美林
高校に入りたいと思って野球をやっていた。
そんな僕が道をはずしたのは、小学校6年の時、父親の会社が倒産した。本当の家族だけに
なった。両親と父方の祖母と弟姉だけになった。凄く寂しい思いをした。家も売却した。同じ八
王子市内に転校もした。その時は転校が嫌だった。野球だけは続けたいと言った。中学校の部活
に入ればいいじゃないかと言われた。話を聞いてくれなくてこれ以上親に言っても無理だなと
思った。それ以上はいわなかった。
引っ越した先の新しい中学校に通うようになった。そこが凄く悪い中学校だった。今まで僕の
周りにはいないような不良グループがいた。目を付け始められた。転校生だからとイジメられ
た。休みがちになり不登校になった。母親には心配をかけたくないから学校に行っているふりを
した。朝行ってきますと言って、夕方15時位まで近くの公園で時間を潰した。野球をやってい
ると言っていたから、ユニフォームを汚して泥だらけにして帰る。その時間が凄く大変。辛かっ
たですね。ある時は裏口から入って押し入れに夕方まで隠れていた。その時間もしんどかった。
行ってないのが直ぐにバレた。イジメられているとは言えなくて、母親に初めて反抗した。お前
口調に初めてなった。言葉が乱暴になった。そうしたら母親がピタっと怒らなくなった。自分で
は言ってはいけない一言を言ったんだなと思った。それから学校に行きなさいも言わなくなっ
た。その後、何で学校に行くようになったか覚えていない。僕は野球はやらなかった。これも一
つの反抗だったと思う。こんなところに引っ越しやがってという反抗の一つが野球をやらないと
いうことだった。なんとなく今でも感覚があって、ふと考えると引っ越したことへの反抗だろう
なという感じがする。
それからぐれ始めた。不良グループの中に入っていって、タバコから始めて髪を茶色にして、
勉強もろくにしないで、公園の近くで遊んだり、学校には行かないで警察に補導されたりした。
こんなことしていていいのかなと漠然と怖いなと思った。暗くなると不安になってくる。早く家
に帰りたいなと思うけど、今さら一人だけいい子になることもできず、どんどんグレていく。
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今度は父親と母親の仲がどんどん悪くなっていった。何も言わない母親に父親が怒るように
なって、家に帰ると「何だ、あの髪の毛、何で許してるんだ！」とか。「またあいつ学校に行っ
てないだろう！」そういうのを聞いているのが凄く嫌だった。真面目にもなれなかった。気が弱
くておばあちゃん子だった。おばあちゃんに甘えていた。本当の自分も隠すようになっていた。
最初に出会ったのはシンナーとガスだった。ライターに入れるガスが当時流行っていた。中学
2年の時でした。それが薬物という感じもなかった。遊び道具の一つのようだった。何かやって
いないと自分を保てなかったのかなと。子供の頃の話をしているが、ダルクに繋がってミーティ
ングをやって気づけた。中学の時に自分を隠したいなんて思っていないし、グレたのもいろんな
理由があるなんて思ってなかったし、むしろ楽しかった。本当は自分のそういう感情がいろいろ
あったんだなと、ダルクでいろんな人の経験を聞いているうちに、子供の頃のちょっとした記憶
が鮮明に出てきた。
そんな中、高校受験で定時制に入ったが、直ぐに辞めてしまった。家には寄り付かなくなっ
た。警察に補導されると母親が迎えに来た。母親が警察に泣きながら謝っている姿を見ると、申
し訳ないという気持ちが反抗心に繋がっていく。友達のことを悪く言った。本当は隆はいい子な
のに、何とか君と遊んでいるからとか、友達を悪く言われるのが辛かった。いっそう寄り付かな
くなった。そのときに出会ったのが覚醒剤だった。それも薬物という認識はなかった。とにかく
目の前に出てくるし、自分の居場所や自分のことをわかってくれる人がいる。気分を一瞬に変え
てくれる。一瞬で嫌な気持ちを全部吹き飛ばしてくれた。気持ちいいという感覚に刷り込まれ
た。確かに気持ち良かった。嫌なこと、面倒くさいことを直ぐに忘れさせてくれた。
僕が薬に最初の一回ではまったんだなと思った。自分で買うことも注射することもできないけ
ど、勧めてくれた先輩といる時しか使えなかったが、頭の中から離れなかった。次いつ使おうか
といつも考えていた。覚醒剤を使うと多弁で凄くいい子になった。母親と長時間話すのが凄く苦
手だった。薬を使っているときは話しかけられる。集中できて自分の部屋を綺麗にして、母親に
話しかけて、それだけ見ると母親に対していい子でいられた気がした。それは初めだけだった。
ほんとに付き合う人がどんどん変わっていった。ヤクザみたいな人もいた。その人たちといる方
が大切。その人たちといることによって薬が使えるから大切。お金を持っていかないと薬を使え
ないから、家族にあの手この手で嘘をついてお金をもらった。泣いたり土下座したりして、
ちょっとした嘘が増えていった。怒鳴ったりいろんなことをして、1～2万円手にすると先輩のと
ころに行って薬を使った。
終いにはそんな中、18歳の時に父親が病気で亡くなった。借金を残して亡くなった。こんなこ
とをしていてもどうしようもないなと思った。自分ではどうしていいかわからなかった。周りか
らは長男坊なんだから母親を助けないとと言われた。子供の頃からずっと長男坊だからと言われ
ていた。父親が死んだときに久しぶりに聞いた時にどうしようと迷いがあった。とりあえず家に
はいないといけないなと思った。家にいるようになってアルバイトもした。友達は薬仲間ばかり
で、薬仲間に会えないと寂しくなってしまう。すぐに薬仲間のところに戻ってしまった。その時
には母親しかいなくて、薬をやっているのに気付いた。僕が家にいない間、薬がないか探してい
るのがわかった。ゴミ箱の中にある薬の使いかけの袋、大麻の吸い殻がテーブルの上に置いて
あった。初めて注射器と残りの袋が置いてあった時には、見せちゃいけないものを母親に見せて
しまったと思った。母親には謝ることも出来なくて、凄く寂しそうに小さく見えた。何年もか
かってそうなった。自分でもどうにかしないといけないなと感じ始めた。母親も息子が覚せい剤
を使っているなんて誰にも言えなかった。親戚に警察官がいたので親戚にも相談できなかった。
一人で抱えていた。できることは薬を探すことくらい。
母親は僕が家にいないと心配で寝られないと言っていた。ずるずるやっているうちに警察に逮
捕された。20歳で喧嘩で一回逮捕された。すぐに執行猶予になった。25歳の時、覚醒剤で逮捕
された。母親はホットした感じがした。どこにいるかわからないし、いつ捕まるかわからない
し、ずっと心配していた。逮捕されてホットしたと言っていた。結構ショックだった。実刑だろ
うと諦めていた。弁護士に「もしかして執行猶予が付くかもしれません」と言われた。何が何で
も刑務所に行きたくなかった。裁判でああ言えとかこう言えとか、自分のことしか考えていな
かった。毎日面会に来いとか、病院見つけてきたかとか命令口調で言った。イライラして面会室
の下を足で蹴って、そんな自分は嫌だなと思っていた。出ることしか考えていなかった。
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懲役3年、執行猶予5年保護観察付だった。かなり重かった。情状証人に母親が涙ぐみながら
立ち、監督しますと言った。執行猶予が付いたその日、母親と姉が迎えに来ていた。友達には出
られるかもしれないから来てくれと言っていた。僕は友達の車に乗った。直ぐに薬を使った。
やっぱり俺はこれだなと思った。
出られるかもしれないと思ったら欲求が入った。ちょっと先に使えるかもしれないと思ったら
欲求が出てきた。あんなに迷惑ばかりかけたのに、普通の友達がいなくなったにもかかわらず、
自己中心で自分のことしか考えられなかった。やっぱり止めるとか止められないではなく、今思
えば半分諦めてしまったという感じがした。薬を使って初めて自分でいられるようになったと感
じがした。薬仲間しかいない。家族ではない環境を使っていくには薬を使っていくしかないんだ
なといろんな思いがあった。
それから本当に酷くなった。精神症状が出た。執行猶予中はいつも警察に捕まるかもしれない
と怯えていた。警察に売ろうとしているだろうと言った。昔はほとんど病院はなかった。多摩地
区にある病院を見つけてきた。自分で止められないのを自分で認めるのは凄く嫌だった。母親は
一人ではどうにもならなくて、警察官の息子がいるお姉さんに相談した。正座させられて止めさ
せられた。その場をなんとか収めようとすると薬が使いたくなる、早く使いたくなる。「薬を止
めます」と言った瞬間に部屋に戻って使ってしまう。時には本心で約束するんだけど、一日も持
たなくて、結局約束を破ったと言われ続けた。最後は約束することもできない。でも約束を求め
てくる。約束したらまた責められて下を向くしかなかった。家から出る勇気もなかった。家から
出ると薬を使えない。家族には何とか言えばお金を捻出できる。今度はこれで最後と思ってお金
を出してくれた。
執行猶予中にまた逮捕された。今度こそ刑務所だろうと諦めていた。本当に申し訳ないと泣い
た。しかし尿から覚醒剤の反応が出なかった。運が良かった。最初尿を出さなかった。2日後に
強制採尿された。処方薬も飲んでいたが、なぜかわからないけど尿から反応が出なかった。数日
で釈放された。保護観察所と母親が病院を見つけてきて、そこの先生が診察室にいた時に「加藤
さん、薬止めたいですか？」と言った。僕が「はい約束します」と言ったら、「そんな出来ない
約束しなくていいですよ」と先生が言った。拍子抜けした。約束することを求められていたの
に、「そんな約束したら嘘付きになるから、止める約束はしなくていいですよ」と言われた。
「その代わり退院後には同じような人がいるダルクに行ってみましょう」と言われたのが29歳
のときだった。そこで初めて「あなたは薬物依存症だからダルクに行きましょう」と言われた。
退院するときにダルクで頑張ってくださいとは言われなかった。僕が「ダルクで頑張ってきま
す」と言ったら、「そんなに頑張らなくていいよ」と言われた。「もし合わなかったらまたいつ
でも相談にのるから戻っておいで」と言われた。すごくラクになった。その時は意味がわからな
かった。医療関係者の3つの声掛けというのは、僕がここに座っている大きな始まりだったのだ
と思う。もしダルクしかないよとか、ダルクに行くことを強制的に勧められたら病院の人にダル
クに入れられたと思ってしまう。「いつでも帰ってきていいよ」という一言で何とかダルクに居
続けた。大きな魔法の言葉だった。これは医療関係者だから言えたけど、母親では言えなかった
だろう。家族会もなかったし、覚醒剤は刑務所に行くしかないと思っていた時代だった。今は医
療関係やアパリやダルクでも家族会をやっていて、依存症の人にどう声をかければいいのかを教
えているが、これも僕たちの実体験の中からきているのかなと思う。東京ダルクを2年入寮し
て、ガソリンスタンドで働いて、八王子のダルクを開設した。
【２．八王子ダルクの説明】
何で八王子ダルクを作るようになったかというと、東京しかなかった東京ダルクに行けっと言
われたときに、薬を買いにだったらどこにでも行けるけど、薬を止めるために1時間も行けな
い。一回母親と一緒に電車に乗っていたが、立川に薬仲間がいたので降りてしまう。家にいると
きは何とか止めたいと思っているのが、電車に乗って病院に行ったりダルクに行く途中に止める
のが怖くになってしまう。やっぱり行きたくないと思ってしまう。行くのは今度でいいやとなっ
てしまう。
そんな経験の中、多摩地区にダルクがあったら少しでも助かるかもしれない。近藤さんがガソ
リンスタンドに来た時に、「なんでスタンドみたいなヤクザな仕事してるんだと。お前が多摩地
区にダルク作らなくてどうするんだと」給油に来た時にボソッと言われた。
いろんな人の力を借りて2012年の2月に東京ダルクの寮として開設された。2013年4月に自
立準備ホームに登録して事業が少し大きくなった。それまで府中刑務所と立川拘置所にメッセー
ジに行っていた。そこで八王子ダルクに来てくださいと言っても、八王子で生活保護も取れない
し、実際来られたら困るな、入寮費どうしようと思った。その制度があればお金のことを心配し
なくても入れる。刑務所から引き受けることができてきた。どんどん薬物依存者の居場所になっ
てきた。
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多摩地区で医療機関、刑務所や精神保健福祉センターと連携できるようになった。2015年に
NPO法人八王子ダルクとして独立した。2年後に指定の作業所として助成金がもらえる仕組みに
なった。それまで人件費が出なかった。他の人はボランティアだった。今では7名の常勤職員で運
営している。
2017年までは一軒家で全てやっていた。住宅街の一軒家で最初はダルクという看板も出さな
かった。町会長も来て「建築現場の社員寮ですか？」とか言われた。昼間から仕事できそうな柄
の悪い人がいるので、地域で反対運動起こるかな？と思っていたら、その人が保護司の人だっ
た。その人が「私が説明しますので、できれば問題を起こさないで過ごしてください」と言われ
た。お祭りを手伝ったり町会の掃除もした。それまで刺青が入っている人は隠すことはしなかっ
たのに隠すようになった。これが回復だなと思ったのは、皆な携帯灰皿を持つようになった。こ
れって当たり前だと思うけど、ポイ捨てしたら直ぐにクレームもくるだろう。近所の人にご苦労
様と言われたりすると嬉しそうな顔をする。そういうのが回復の始まりだなと。自分たちの居場
所を作っていく。ダルクってそういうところなんだろうなと思う。
就労ホームというのは、ダルクから仕事に通いながらアパートを借りて一人暮らしをするとこ
ろ。デイケアは八王子駅から徒歩5分くらいのところにある。
ほとんどのダルクは入寮が中心だと思うけど、入寮は7名で多くの人が通所です。最初から入寮
だと断る人も多いのでもったいないなと。通所で止まらなかったら入寮しようかと言っている。
基本は一日3回のプログラム。午前中はミーティング、午後はボランティアやスポーツ、畑作業も
やり、夜はNAに通うのは開設当初からやっている。薬物依存症の人にこれだけやっていれば大丈
夫はない。ミーティングが得意な人もいれば全然話せない人もいて、でもスポーツが得意な人も
いる。自分がこのプログラムなら自分らしくいられる。いくつものプログラムが合体して、オー
ダーメイドのプログラム、これが大事なのかなと思っている。
ステージ制になっている。自分の回復が今どれくらいのところにいるのか、ステップ1なのか２
なのか、回復度合いを自分でチェックするもの。そこには責任と自由というのがある。自由度が
上がると仲間のサポートをしていかないといけない。ステップ３で「ありがとう、ごめんなさい
が言える」。半年でこれか？と。思うかもしれない。実はこういうことが大事なのだと思う。ダ
ルクの仲間にやってもらってありがとうとか、自分の言動で傷つけたのかなと罪悪感を感じるこ
とは回復のスタートだと思う。人のことを考えて謝れるか。自分の身だしなみを自分なりに考え
る。最初はサポートされている感じから、いつのまにかサポートする側に変化していく。仲間同
士が支えあっていくことが一番大切なのかなと。
利用実績は、病院から来る覚醒剤の人が多い。次に処方薬・市販薬、最近の傾向としてアル
コールの人が一定数いる。次に多いのが刑務所から来る人、これは覚醒剤の人が多い。薬物依存
症の問題を持っているけど、実は子供の頃から苦手なことがあったり、統合失調症やベースに何
か隠れている場合、生きづらさを抱えている人が多いように感じる。そういった場合、ダルクだ
けでなく医療と連携していくことが絶対に必要。
僕が考える連携とは、その機関に八王子ダルクの職員がプログラムや相談に行っていることが
大きい。そこには本人ではなく家族が登場してくる。家族の思いは何とかしてダルクに入れた
い、とにかくダルクに連れてってくれと言う。自分の母親もずっとそう思っていたんだろうと思
う。それだとなかなかうまくいかない。結果的にダルクに繋げるのが難しい場合は、「病院か保
健センターに行ってみない？」と本人に言ってみてくださいと言います。病院ならいいかなと。
病院に行くとそこに僕たちダルクの職員がいる。中立的な立場で僕たちと会える。そういう場で
関係を作りながら必要であればダルクに繋げていくことが大切。選択肢をダルクだけでなく、病
院の方がいいかもしれないとか、選択肢を家族の側がたくさん持っていることが大切なのかなと
思います。
八王子ダルクに通所する人は全員病院にかかります。病院のプログラムにも参加してもらいま
す。ダルクを飛び出しても病院のプログラムには繋がっている。どこかに繋がっていれば何とか
なる。病院のスタッフがダルクに戻ればと背中を押してくれる。どこにも繋がっていないといろ
んなリスクがある。どこかに繋がっているのが凄く大切なのかなと思います。
元々病院にかかならなくてもいい人も落ち着くまではいろんな資源を利用していく。自助グ
ループで回復していくのが理想的な回復。いろんな障害を持っていたとしても、長期間自助グ
ループに通い続けていると、根拠もないのですが、統合失調症などの人もプログラムをやってい
ると収まって何とか日常生活を取り戻していくようになる。崩れたらすぐに病院にお願いできる
ようなそういう安全な支援の中で底を付いたり、安全な支援の中で困難さを自分で体験してもら
うことが大切。今はダルクのプログラムだけでなく、医療と一緒に平行していって、だんだん医
療をフェードアウトしていくのが安全。底付かせなければダメというのは今はないので、支援の
中で計画的に底を付かせることが大切なのかなと思う。
以上
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八王子ダルク
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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！

第一回ダルク対抗
NEWYEAR駅伝
藤岡ダルク
優勝！！

「変わること」
チェン
こんにちは薬物依存症のチェンです。年齢は38歳です。
私は男３人兄弟の次男として生まれました。長男である兄は、厳しく育てられましたが、そ
れを見て育った私は、とても要領がよく、甘えん坊でした。両親は共働きではありましたが、
休日には、よく色々なところに連れて行ってくれて、とても幸せでした。
19歳になった私には、やりたい事がありました。それは、バンドのヴォーカルとしてデ
ビューする事でした。同じ気持ちを持っていた2つ上の兄は、プロのミュージシャンになる為
に18歳で地元を離れていました。私は決意し、兄を追いかけるように、地元を離れました。
友達のいない慣れない街で、私は兄と共にバンド活動をスタートさせました。上手く行かない
事ばかりでしたが、夢に向かって歩いていました。
21歳の時に、地元の先輩が捕まりそうで、一時かくまって欲しいとの事で私の所にやって
来ました。そのまま先輩と飲みに行きました。その時に先輩から「覚せい剤に興味あるか？」
と尋ねられた私は、酔っていたせいもあり、適当に「興味はあるけど…。」と曖昧に答えてし
まいました。次の日、先輩は覚せい剤を用意していました。私はシンナー等をする友人を毛嫌
いしていた方ですが「臆病者だと思われたくない」「ビビっていると思われたくない」「ノリ
が悪いと思われたくない」という思いから、覚せい剤を使用しました。
使った瞬間に驚くほどの快感が足から頭にかけて突き抜け、元々臆病者の私でしたが、小心
者の自分は影を潜め驚くほど強気になり、自分が違う人間になったと思いました。ハマるのに
時間はかかりませんでした。先輩が地元に帰ってからも、私は一人で薬を使うようになりまし
た。しかし、薬を買う金に困りだし、家賃も払えず、マンションを追い出されました。一緒に
バンドをやっていた兄の家に転がり込み、兄の優しさに付け込み、適当な嘘を付き、金を借り
て薬を使いました。それでも金が追いつかず、両親にも嘘を付き、金を要求しました。それで
も追いつかず、あげくの果てには兄の名義で勝手に消費者金融で金を借り、すべて薬に使いま
した。本気で追いかけていた夢は頭から消え、覚せい剤に溺れていく日々は今思い出しても何
とも言えない気持ちになります。
しかし、その時は自分の私利私欲しか考えられませんでした。もう家族は無理だと思い、犯
罪に手を染めるようになりました。盗んだものを金に変え、薬を使い続けました。しかし、そ
んな日々は長く続かず、共犯が別件で逮捕され、私も初めて逮捕されました。
執行猶予で社会復帰した私は、反省する事も無く「楽をして金を稼ぎたい」「薬をいっぱい
使いたい」と言う思いから、薬の売人をするようになりました。反社会的な人達と関わる事
で、自分が強くなったと錯覚していました。立ちんぼの売人としてスタートした私は、毎日毎
日路上で薬を売り続けました。私は金が手に入り、薬がただで使えるこの状況に満足していま
したが、薬の使い過ぎによってヨレていた私は、売り上げと薬を持ち逃げしましたが、すぐに
見つかり暴力で押さえつけられ監禁されました。その部屋で注射器を見つけた私は、隠し持っ
ていた薬を、震えながら打ちました。そんな状況になっても薬を使おうと必死だったのです…
その後私はすぐに逮捕され、初めての少年刑務所に行きました。24歳でした。両親には
「絶対にやめる！」と言いながらも、やめるつもりは全くありませんでした。そこから私は4
度の刑務所生活を送る事になります。３度目の刑務所を出所した時も、私は反省することな
く、すぐに覚せい剤に手を出し、薬を打とうとした瞬間、初めて家族の顔が浮かびました。罪
悪感を感じたのです。しかし、それを振りほどく様に一気に打ち込みました。すぐに気持ちよ
くなったものの、時間が経つに連れて母の声で「また使った！」「何で使うの」と幻聴が聞え
てきました。
そして次々と家族の声、今まで傷つけたり、裏切った人達の声が私を追い詰め、現実と妄想
の境目が分からなくなり、母に何度も連絡を取り、訳の分からない事を叫び困惑させました。
もう私は完全に覚せい剤で人としての理性を失い、出所してわずか10日で再逮捕されまし
た。私は薬が抜けきらない留置場の中で、初めて薬をやめたいと思い、こんな自分に心底ウン
ザリしたのです。
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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

弁護士さんや家族の協力もあって出所した令和2年11月17日に藤岡ダルクに繋がりました。
初めてのダルクでの生活。仲間は私を温かく迎え入れてくれました。まず大変だったのが50人
近くの仲間の名前を覚える事でした。何度も名前を聞き返す私に仲間は嫌な顔一つせずその都
度教えてくれました。
ここのタイムスケジュールは本当にタイトで、こなすのが一苦労でした。ここには役割があ
り、入所してすぐ食事当番に選ばれました。一人暮らしや、兄と同居している時には料理なん
て作ったこともないのに何で俺が…しかも、50人分の料理なんて作れるわけないと最初から消
極的な姿勢で取り組んだり、仲間と意見の相違でぶつかったりもしましたが、決して逃げるこ
となく約1年間経った今では、食事当番のリーダーとして責任感をもって取り組めるまでになり
ました。
これらは、決して自分一人の力ではなく、プライドを捨て仲間に相談したり、サポートして
貰うことで乗り越えることが出来ました。そしてもう一つのプログラム、エイサーは本当に嫌
でした。日中のプログラムとしては真面目に取り組んでいた私ですが、自分のセルフケアの時
間を使ってまで練習している仲間を見て「なぜこの人達はこんな事をやってるんやろ」と本気
で思っていました。元々嫌な事からはすぐに逃げ出して来た私は、食事当番や自分の時間を理
由に見向きもせず、全くやりませんでした。そんな態度にみかねた当時のエイサー番長と先行
く仲間と話す機会があり「忙しさを理由にエイサーやらないって理由にならないから」「あれ
これ文句を言う前に、さっさとデビューして、みんなと同じ苦労をしてから文句言えよ」と一
喝されました。「分かりました」と言ってしまった手前「やるしかない！」と覚悟をし、空き
時間やセルフケアの時間を全てエイサーに使いデビューすることが出来ました。
エイサーをやってみて気付いた事は、決してエイサーが好きで夜練しているわけじゃなく、
仲間の輪にいることだったり、協調性の部分だったり、努力する事の大切さなのだと僕は思い
ました。ここのプログラムは精神や肉体面が疲弊する事があります。過去の自分は薬物を使用
することで補っていましたが、今は逃げ出さず自分の力で立ち向かう事や、面倒臭い事こそや
る！と心に決め、肉体や精神のバランスを補っているように思います。
入所して1年4ヵ月が経ち、仲間の逮捕や大病や死などを経験し、自分もいつそうなってもお
かしくないと思うようになり、あの時何度も電話した僕の行動に、家族は不安な日々を過ごし
ていたかと思うと心が苦しくなります。ただ今は、家族のことを思うよりも、自分の薬物問題
や、人として欠けている何かを探すために今日一日を必死に生きること、変わることに全力で
取り組んでいます。いつか家族に会えた時に恥ずかしくない自分でいるために。

嗜癖行動家族教室

テーマ

全8回

第1回

発達障害と依存症について

第5回

リカバリーと回復

第2回

発達障害や依存症の対人関係

第6回

トラウマ: 虐待の人間関係

第3回

治療動機づけと回復支援

第7回

治療資源: コミュニティ・ケア

第4回

家族関係を考える

第8回

まとめ: 家族関係の回復へ

〇月に1回 土曜日「嗜癖行動家族教室」17:00～19:00
依存症臨床ひとすじ25年！経験豊かな精神科専門医がアディクションや発達
障害について講義し、家族の対応や関係のありかたについて考えます。
全8回でワンクールとなります。質疑応答の時間も十分にとります。
講師：梅野充（アパリクリニック理事長 精神科医）
※4月から第1又は第2土曜日になりますのでご注意ください。
参加費用：お一人3,000円（ご夫婦等2名以上で参加の場合は4,000円）
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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：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://fujiokadarc.com/

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
常に戻るしかなかった日本において、初めて
刑罰以外の再犯防止に向けた取り組みを
2000年7月からしています。

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
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

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。

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。

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】

社会復帰

＜アパリ家族教室スケジュール・東京＞
第1月曜

連続講座

3/7(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

昼13:30
夜18:30

4/4(月)
昼13:30
夜18:30

5/2(月）

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/

昼13:30
夜18:30

第3回
薬物依存症の心にある2つの考え

土曜

嗜癖行動家族教室

3/5(土）

第2回
発達障害や依存症の対人関係

17:00

4/9(土)
17:00

第4回
5/14(土)
本人・家族の心の成長-自立心・自
17:00
尊心を伸ばす関わり

第3回
治療動機づけと回復支援

第4回
家族関係を考える

【対象】
○連続講座と嗜癖行動家族教室は全８回ですが、どの回からでも参加できます。
【場所】アパリ東京本部 AICビル１階 ミーティングルーム

発行者：近藤恒夫
編集責任者：志立玲子
2022年3月1日発行
定価 １部 100円

【参加費】3,000円 （2名以上の場合は4,000円）

【申し込み】不要

※4月から第1又は第2土曜日になりますのでご注意ください。

