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2022年2月27日に理事長の近藤恒夫が死去しました。それに伴い4月27日の臨時総会で、

尾田真言と髙橋洋平が新任理事として選任されました。同日開催された理事会で、近藤恒夫理

事長の後任として、尾田真言が理事長に、同日辞任した石塚伸一副理事長の後任として、山本

大が副理事長に就任しました。また後任の事務局長には志立玲子（前事務局次長）が就任しま

した。 

 

私がアパリにかかわるようになったきっかけは、27年前の1995年7月に、当時、ダルク顧問

弁護団事務局長だった故･堀川文孝弁護士に同行して、沖縄ダルク１周年記念フォーラムに参加

したことにはじまります。その日からダルク創設者近藤恒夫と奥田保弁護士（1980年11月に

覚醒剤取締法違反の初犯の被告人だった近藤に札幌地裁判事として保護観察付執行猶予判決を

言い渡した元裁判官）との密接なかかわりが始まりました。その後、近藤のダルクを支援する

有識者団体を作ろうという提案で、2000年2月にNPO法人アパリが設立されました。「堀川

先生がいなくなっちゃったんだからあんた代わりにアパリの事務局長をやってよ」と言われ、

アパリで働き始めました。最初の数カ月は良かったのですが、しばらくして近藤からもうお金

がないと言われ、苦肉の策で始めたのが「保釈中の刑事被告人に対する薬物研修プログラム」

でした。私の専門は刑事政策なので、自分がかかわるなら薬物事犯者の支援だと考えました。

当時の刑事司法手続は、今以上に刑罰を科すことばかりに専念していて、社会復帰に向けた治

療や回復プログラムという発想はほとんどありませんでした。その後アパリは、ダルクや精神

科病院と密接に連携しながら、刑事司法手続の各段階にいる薬物事犯者の人たちに保釈中の治

療・回復プログラム、裁判での情状証人出廷、受刑中の通信リハビリプログラム、仮釈放のた

めの帰住地・引受人のあっせん、出所出迎等を司法サポート事業として展開しています。また

一般には販売されてこなかった、簡易薬物検査キットの輸入販売を10年以上行っています。私

はこの仕事を始めてから、今日は仕事をしたくないと思ったことが一度もありません。それだ

けアパリの仕事は天職だと思っています。 

皆様には今後とも、NPO法人アパリの活動をご支援いただきたく、よろしくお願い申し上げ

ます。 

 理事長 尾田 真言

 現在の役員一覧は以下の通りです。 

 

理事長  尾田 真言（前事務局長） 

副理事長 山本 大（藤岡ダルク代表） 

 理事  島田 尚武（元警察庁長官官房国際部長） 

 理事  加藤 隆（NPO法人八王子ダルク代表理事） 

 理事  髙橋 洋平（弁護士･東京弁護士会所属） 

 監事  鈴木 尚（税理士･すずき会計事務所所長） 

 顧問  横田 尤孝（弁護士･第一東京弁護士会所属) 

 

https://apari.or.jp/intro/ 

後列左から山本大、(故)近藤恒夫 

志立玲子、髙橋洋平 

前列、尾田真言 
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ダルク創立35周年記念フォーラム「なぜ、わたしたちはダルクにいるのか」 
    2021/9/24(金) なかのZERO大ホール 

 

 

 大変な長丁場でございまして、皆さんお疲れのところ

ですが、今日はお硬いところのお2人に･･･ちょうど荒木

さんと生駒さんがいまして、荒木さんは退官なされてな

んとマックの理事をしてお手伝いして支えているらし

い。一方、生駒さんは現役で保護観察所長を･･･いまどち

らを？ 

 今は法務省の保護局にいます。観察課長で一番ダルク

の人たちと連携していかないといけない立場です。 

 こないだ生駒さんとどこで会ったかな？ なんかギターを持って飛行機乗っていた記憶

がありますが･･･。 

 はい。宿輪さんのところで、「ルクラ」ですか？ 近藤さんの前で弾かせていただきま

した。 

 帯広までギターを持ってさすらっている保護観察官であります。荒木さんは長いです

ね。最初の出会いはどこでしたっけ？ 

 平成２年に横浜刑務所に教育で来ていただいた時にすれ違ったのが初めてでした。いつ

も自然体でいらした。オーラを感じました。平成18年に山梨に薬物犯罪が多いのにダル

クがない、とご相談したところ、事前に会議にいらしてお世話になりました。 

 山梨にNAが始めてできた時に60人くらい集まった。当時荒木さんは甲府の保護観察所

長で、現職の所長が甲府刑務所を出た人をその日の第１回のNAミーティングに連れて参

加してくれた。これってすごいことなんですよ！ 

 非常に懐かしいですね。あの頃研究会を５回開いて、２回目から近藤さんが来てくれ

た。１回目は大体うちはこうやっているという自己紹介で終わる。でも上手くいかないよ

ねということでダルクに登場してもらった。研究会の結論はまずNAから作りましょうと

いうことで会場を取った。大賑わいでした。素晴らしかったです。 

 そういう最初の自助グループを作る時、ダルクを作る時、保護観察の方々の協力がある

とスムーズにいく。特に荒木さんは会議の進行の仕方が専門家というか図々しいという

か、最初から路線が決まっていて、起承転結が決まっていて乗せられているという感じ。

ビックリしたのは甲府にダルクが必要だと最初から言えばいいのに最後に持ってくるんで

す。本当に参考になりました。今日は生駒さんからダルクにお願いではないですが、35

年ダルクが存続したことの意味を外側から見てご教示していただければと思います。 

 

 まず35周年おめでとうございます。今日のフォーラムにあたって近藤さんのコメント

が載っていました。当時は医療福祉司法にも相手にされず手を差し伸べてくれなかったの

が大きな意味を持ちました。とこれを我々としてどう捉えていいのかと思い、伺えたらと

思い来ました。35周年って、まだそれくらいしか経ってないのかな？ともっと歴史があ

るように私には感じられます。保護観察もだいぶ進化してきて、32年目ですが、当時薬

物依存もわかってなくて指導も、「覚醒剤を止めなさい」というのは簡単なんですが、代

わりにお酒を飲みなさいと指導していたり、遵守事項を守りなさいと指導している。人が

どういう状態にあるかに関わらず、仕事をすることを求めてきています。だんだんダルク

の活動を通じて、処遇プログラムでグループワークを始めて10年くらいになります。ダ

ルクの皆さんがいて薬物依存とは何なのかと我々職員もわかってきたました。 

故・近藤恒夫 

<日本ダルク代表、アパ

リ理事長(当時)> 

 

荒木龍彦氏 

<NPO法人ジャパンマッ

ク理事、元近畿地方更

生保護委員会委員長> 

 

生駒貴弘氏 

<法務省保護局観察課

長(当時)、現在、東京保

護観察所長〉 

 

司会： 

迫田朋子氏 

(元NHKアナウンサー) 

 

 

 

 

 

近藤 

 

 

 

 

 

生駒氏 

 

近藤 

 

生駒氏 

 

近藤 

 

荒木氏 

 

 

近藤 

 

 

荒木氏 

 

 

 

近藤 

 

 

 

 

 

 

生駒氏 

生駒貴弘 氏 

荒木龍彦 氏 

故・近藤恒夫 
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 まだまだ仮釈放した人達がどうやって過ごして立ち直っていくかというのは、まだ

メニューが少ない、段々と全国でダルクやＮＡの支援を受けている人たちは400人以

上になっている。薬物依存のリハビリを軸にして立ち直りに取り組んでいくことが一

般的になってきました。もっとそういうものを広げていきたい。それにはダルク皆さ

んに入っていただいて、そこでいろんな話を聞いていただいてアドバイスいただい

て、入れ物を観察所が作って、その中に魂を込めていただいているのがダルクの皆さ

んなのかなと思います。 

 もっとこれから保護観察所も取り組んでいきたいと思います。ご支援いただきた

い。ここまでダルクというのが無くてはならない存在になっています。素晴らしい、

敬意を表したい。近藤さんだけではなく本当に一人一人が勉強されていて、チャレン

ジしていただいて、最先端の理論を実践していくこともあります。当事者ということ

ではなく12ステップもそうですが、人間科学として理にかなっているのがダルクの素

晴らしいところだと思っています。最近「ダルク大学」と言っているが、やっとその

意味がわかってきました。観察所もその環境を作っていきます。いただくだけでなく

皆さんと一緒に作っていくのが大切なのではないでしょうか。 

 

 ２年に一度転勤していく。私が電話すると今、福岡にいる。福岡はイカが美味しい

よねと言うと福岡に連れて行ってくれる。広島の時は記念館に行って折り鶴折って、

珍しいところに随分と連れて行ってもらいました。荒木さんです。甲府のダルク創設

から始まって、流れを一番ご存じですのでお話いただければ。 

 

 先ほど申しましたように、直接教えていただくようになったのは甲府からです。

ホームページ「山梨」「薬物依存」と検索すると古い報告書が出てきます。その経過

を見ていただきたい。その段階で必要だし薬物依存の回復の場として重要だと確信し

ていました。更生保護施設に帰る人に働かなくていいから６か月ダルクに行ってくだ

さいと言いました。３人通いました。３人とも定着してしっかりした考え方になっ

た。そういうところからダルクの回復の力を確信していた。山梨に行って病院の先生

に聞いて、アンケートを取りました。自助グループがないから薬物は診れませんと。

基幹病院の北病院と大河原先生の住吉病院くらいだった。そういう人がいたら東京ダ

ルクを紹介しますと。そういうところこそダルクが必要なんだと、地域の方々から出

していただきたい。案の定、自助グループがない、その前に家族会が必要だとドク

ターから声が上がった。家族会の方に来ていただいて、今の山梨の体制がある。山梨

でダルクは善なんです。新聞に出る時にはダルクの素晴らしい取り組みと報道され

る。いろんなセクターが山梨ダルクを応援しているのが山梨の特徴です。その頃、山

梨県医学会が近藤先生に講演していただきたいと、駅前の大きなホールで講演をやっ

ていただいた。あまりに盛り上がり終電が無くなり、埼玉の自宅まで車で送っても

らった。懐かしい思い出です。話せばわかる。魅力が素晴らしいとわかるのがダルク

なので、それを必要性から出発してじっくり地域で話し合って、生まれてくるダルク

がいいのかなと思いました。 

 各地のダルクでお世話になりました。ある時は仮釈放の人に「２か月早く出すから

その間だけでもいいからダルク行かない？」と。みすみす家に帰しても薬物止められ

ないだろうと思う人がいるんです。そういう人を何人か受けてもらいました。仮釈放

期間は最低過ごしますし、６か月１年と過ごしています。ある人は６か月ほどダルク

にいて、引っ越すときに、更生保護委員会の私の部屋に来て「引っ越すんです。あり

がとう」とハグされました。更生保護冥利に尽きる。 

 ダルクが35年とは短いと思います。日本社会に大きな変化をもたらたした。刑事司

法、刑罰や処遇、立ち直り支援の活動のあり方を大きく変えた。薬物依存症は治療の

対象だという社会の常識を作ってきた。ダルクは知っている。例えばマックやＡＡは

まだまだ知られていない。ダルクは一般の人でも知っている。薬物依存は刑罰よりも

治療が大事なんだと広めたのが２つ目の大きな点。３つ目は回復支援を成長のプログ

ラムで行うことを広めた。12ステップのプログラム。人間らしさ、人を愛すること、

感謝し感謝されること。人間らしい交流を復活させてくれる。刑事司法機関だとそこ

まで目標にしない。余計なお世話になってしまう。 

「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。 
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 そこまでの成長のプログラムを用意しているから皆さんが回復していけるんだと思い

ます。３つの大きな功績を達成した。35年にしては短すぎる。近藤さんの皆様のご努力

の集大成だと思っている、区切りだと思っています。心からおめでとうと申し上げた

い。「おめでとうございます。」 

  

 保護観察所の所長さんは2年に1回変わるのですか？ 2年に1回だとようやくコミュ

ニケーションが取れて話せる人がと思って電話するもう・・・ こないだまでどこにい

た？ 

 神戸にいました。梅田さんの神戸ダルクのところにいた。 

 生駒さんは転勤するたびにダルクのメッセージを述べ伝えている。間接的に。 

 なんとなく仲良くさせてもらっている。 

 その前は北海道にいましたね？ 

 

 北海道の時も仲良くさせていただいた。自立準備ホームの制度でダルクに委託費を

払って入れてもらえる。その制度を最初作ろうということで日本ダルクの近藤さんのと

ころを訪ねた。結局ダメだった時に、全国からダルクの施設長が集まっていた。ビック

リしたのですが、沖縄から仙台まで施設長が来ていた。何で呼ばれたかわからないんだ

よと言っていた。謝りに行ったのですが、近藤さんだけでなく全国の施設長さんに謝る

ことになった。本当にあの時は申し訳なかったのですが、その数年後にその制度ができ

て、ストレートにお願いできるようになって、ますます関係が深まった。その時に始め

てお会いした方とも親しくさせていただいて有難いと思っています。 

 

 もし良ければ先ほど生駒さんが、この35周年フォーラムというところで、当時は医療

司法福祉に相手にされず手を差し伸べられなかったことが今日一日のダルクの活動に 

大きな意味を持ったという、その意味を教えていただきたい。 

 

 薬物依存の被害妄想というか、どうぜ理解を求めてもダメだろうなと。唯一、荒川区

の佐野先生だけは味方に思えて、あとは皆、どうせ覚醒剤中毒者そういう人の集まり

で、殺人事件は起こるし、地域に迷惑がかかるだろうなと、いつもそういうことが根底

にあった。司法は保護観察や矯正局、どうせ相手にされないだろうと。法務省の会議に

呼ばれたのが15年前ですか、その頃から変わってきたように思いました。最初は横浜

で、当時は横浜ダルクと僕で横浜刑務所にメッセージを伝えるというがあった。五十畑

君もいたかな？ それが最初だった。今は58か所の刑務所に参加できるようになった。

当時15～6年前はそんな感じでした。いつもどうせ地域の人にはわかってもらえないや

と、そういう感じでした。ちょっとましになったかなと思います。 

 NHKの「おはようジャーナル」で迫田さんがアナウンサーの時に「いい子のクスリ依

存症」というタイトルで放映された。ダルクが出来たばかりの時でした。いい子なんて

一人もいなかった。その後ブロンを万引きするようないい子がたくさん集まってきた。

地域の中で、昨日テレビに出てたな？ と言われたり、東名高速を走っていたらパト

カーを抜いて、警察官に「運転手さんスピード出しすぎだね」と言われた。「あれ昨日

君、NHKに出てたね？」と言われてチケット切られたけど1点くらいは負けてくれまし

たが・・・。おはようジャーナルの影響はすごいですね。 

 

 質問があったと思うのですが。我々司法が相手にされなかったのが良かったのか悪

かったのか？ 近藤さんの方から教えていただきたいのですが。一緒に頑張っていきた

いのですが。 

 

 生駒さんがギターを持ってとかちダルクに行く姿を見たときに面白いなと思いまし

た。ライブをやっていた、よく法務省が務まるなとか思ったんです。こういう柔軟な人

がこれから必要。全国のダルクの方、イベントがありましたら生駒さんに連絡してあげ

てください。上手か下手かはわかりませんが、連絡してあげてください。それでは荒木

さん。 

 

全国の書店やAmazon

等でお買い求めくだ

さい！ 

明石書店 

価格：2,000円 
(税別) 
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生駒氏 

 

 

 

近藤 

生駒氏 

アパリ20周年記念フォー

ラムより 

故・近藤恒夫 

35周年記念フォーラ

ム懇親会にて 
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 次の5年、次の10年、ダルクは発展していくと思うのですが、制度もどんどん変

わっていくと思います。今私はマックの役員をやっていますが、共通の課題だと思う

のですが、感じていることをお話します。 

 一つは病院にしても刑事司法にしてもしっかりと早く渡していただきたいというこ

と。12ステップの人生をこれから構築していくプログラムに回していただきたい。

制度が出来れば出来るほどご自分の制度の中で完結まではいかないまでも、やれるこ

と責任を果たしたいという気持ちはわかるのですが、引き渡していくバトンタッチに

力を入れていただければいいなと思います。その上でシームレスであることが必要。

来てみたら話が違っていたと離れていく人もいる。そこはシームレスにして、来た人

たちが定着する歩留まりを高めていく。それが一番の課題だと思います。 

病院では12ステップミーティングが開かれていることも少なくはない。慣れてい

る、わかっている。ダルクやマックに来られても定着する基礎になっている場合があ

る。刑事司法機関もそういうことをやっていく必要がある。欧米ではNA・AAミー

ティングが刑務所中で開かれている。12ステップに繋ぐのであるのであれば、刑務

所の中や保護観察所の中で馴染んでもらうことも大事だと思う。シームレスのことで

言えば例えば、霊的な側面について、我々もダルク側もきちんと説明できるように、

相手が納得いくように説明していく。この間ある人が「神様・・・大事な要素なんで

す。でも宗教ではないのです」とこんこんと話した。「でも今は科学性が大事ですか

ら」と最後の一言で全然伝わってなかったなと思います。大学教授と一緒に神様の科

学性を説明していく。その大事さを伝えられるよう理論武装しないといけないなと考

えています。 

結論は12ステップで、依存症の人たちだけでなく、必要としているのは日本社

会、世界中にたくさんいる。そういう人を救うために、12ステップのプログラムに

入って来やすいような社会をダルクの皆さんと一緒に作っていきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

 

 これからのことについてご紹介したいことがあるんで

すよね。宮古島のこと。 

 今日も、カトリックの司教様が来ていますが、電話が

かかってきて宮古島に修道院の跡地が3～4万坪ある、

畑があって、そういう場所があるけどと言われ喜んで飛

んで行きました。沖縄ダルクのカゲトラと一緒に司教様

に会って、そこを借りることにしました。何をやるかと

いうと働きながら畑仕事をして、バナナを作ったり、マ

ンゴ、パイナップルが出来るかわからない。そこで学校

をやりたいと思っている。英会話の学校とかね。ハワイ

にいる仲間が手伝ってくれる。ダルクアカデミーをやり

たいなと。宮古島というのは沖縄から40分くらいのと

ころです。 

 

＜動画のスライドショー上映＞ 

プライベートビーチもある。英語を学んだり、農業を学んだり。こんなきれいなと

ころですので是非みなさん遊びにきてください。 

 

 最後にお2人から一言ずつメッセージをお願いします。 

  

 これからのダルクですが、どんどん自由にチャレンジを続けていただきたいと思い

ます。それが我々の力にもなります。皆さん頑張っていただきたい。コロナで大変な

時期でもありますが、頑張ってください。よろしくお願いします。 

 ダルクは一人一人を大切にする活動でもある。生きるということを大切にすること

を社会に知らせる貴重な活動であるので、どうぞますます存在感を示していただきた

いと思います。近藤代表もお元気で活躍していただきたいと思います。 

荒木氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司会 

 

近藤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司会 

 

生駒氏 

 

 

荒木氏 
 

 

宮古島の修道院でくつろぐ近藤 
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「僕のハイヤーパワー」   

         ノリ 
 

 はじめまして薬物依存症のノリです。佐賀県から藤岡に来て２年半。年齢は44歳です。 

僕は男２人兄弟の次男として生まれました。2才上の長男は、真面目で看護学校を卒業後結

婚、三人の男の子にも恵まれ、病院勤務を経て父と共に障がい者支援施設をやっています。子

供の頃の僕はといえば、お調子者、好奇心旺盛。しかし遊ぶことが中心で、勉強は疎かにな

り、癇癪持ち、推薦入学した高校を自主退学、その後色んな仕事を転々とし、最後に働いてい

たのは兄の福祉施設でした。大人になった僕は、女遊びも激しく、離婚も二回、借金も数百

万、おまけに薬物依存症…（汗）。もちろん正反対の生き方をしている僕たちですから、兄弟

関係は…書かなくてもわかりますね（笑）。 

 22歳の時、覚醒剤を一年弱使用し、その後41歳まで薬物を使う事はありませんでした。薬

物を使ってない十数年間の生き方は、彼女がいても出会い系やナンパで知り合った女性とお付

き合いしたり、借金が膨れ上がり破産、何一つ変わることなく生きてきました。2014年には

父と兄が福岡県と佐賀県に立ち上げた福祉施設で働くようになりました。結婚をし娘も生まれ

たので、幸せな家庭を築こうと思ってはいましたが、毎日の通勤が大変だからと会社の近くに

アパートを借り、嫁と娘が待つ家に帰ることもなく、会社の同僚と不倫関係になり半同棲、生

活費も入れず、2016年に二度目の離婚をしました。2019年、福祉の仕事も責任あるポジ

ション、ダブルワークでしていた音響の仕事も増え、ストレスと過労で下血を繰り返す日々、

精神面で落ち込む日々が続きクリニックに行き鬱の診断も受け仕事を休職。 

 そんな時、出会い系で知り合った元薬物使用者の女性から『薬買いませんか？』と連絡があ

り売人を紹介され、今の状況をから抜け出したい一心で、何の躊躇もなく購入使用。『これで

また頑張れる』『10年以上止めれていたからすぐやめられる』と思っていましたが、会社を

そのまま休み約５ヶ月間毎日のように覚醒剤を使っていました。 

 そんなある日、福岡のアパートで向精神薬と睡眠薬を大量摂取し彼女に暴行したり自殺未遂

をしたりし、通報されて逮捕。起訴されず釈放、兄が迎えに来て実家へ。翌日、福岡のアパー

トの整理をしている彼女が、使用済みの注射器等を部屋で発見し僕の兄に相談。翌朝９時に起

床した僕はリビングで号泣している兄と対面。『今から何が起こってもお前は慌てるな』と言

われ、暴行の日に失くしていたと思ったスマホとアパートの鍵を返してもらいました。何が起

きているのか分からなかったが、インターホンが鳴り警察が入った時すべてを察しました『逮

捕か…でも、やっと止めれる』しかし警察で尿検査をしましたが『陰性』。スマホを押収後釈

放。帰りの車の中で兄から、甥っ子たちに知られないように警察にお願いした事、今までの僕

の行いが薬物が原因だった事など、僕に対する点の部分が線で繋がった、と言ってました。 

 そんなある日、兄から『本気で薬物を止めてみないか？』と言われ、兄と共に佐賀ダルクに

相談しに行きました。福祉の経験もある僕に施設長は『薬をやめ続けたいならダルクのスタッ

フになったらいいじゃん』『仲間は自分を写す鏡だから仲間の中にいた方がいいよ』と言わ

れ名刺を頂くも『自分が行くような所じゃない』と思い、通所も自助グループにも参加せず、

まずは働いて何とか兄に恩返ししたいと思っていました。『今は何もしなくていい。時期が来

たら動いてくれればいい』。兄はそれだけしか言いませんでした。『きっと治療してほしいん

だろうな』と思いつつも『僕は重症じゃない』『前も止めれたから今度も自分でなんとかす

る』と強く思っていました。 

 けど僕は重症でした。逮捕されて１ヶ月後のある日、警察から返却された携帯に『また買い

ませんか？』と売人からメールが入りました。『一回だけなら大丈夫』『これで最後』お金を

下ろし薬物を買い再使用。自宅に戻らずホテルを転々としていました。一週間帰らない僕に

『大丈夫か？』と兄からメールも来ましたが『大丈夫』と嘘をつきました。次の日、警察から

『最後の調書を取りたいから3日後に来てください』と言われ『わかりました』と応じまし

た。目の前にある薬物を止める事が出来ず『今度こそ終わった…』『このまま死んだ方がいい

んじゃないか？』と泣きながら腕に注射を打つ僕。そんな時、一枚の名刺が目に留まりまし

た。『ダルク』の名刺です。今の状況を誰かに聞いてほしかった。兄ではなく、同じ薬物依存

症の人に。ただそれだけでした。 

  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！ 

フットサルの練習 

エイサーの練習 
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アジア太平洋地域アディクション研究所 

 嗜癖行動家族教室 テーマ 全8回 

 翌日話を聞いてもらい、治療が必要との判断で精神病院に入院。入院の期間は最初10日の

予定でしたが、病院のプログラム3ヶ月受けてみようと思い兄に相談。『俺がお金を出すのは

ここまで、お前の将来の為の投資だから返さなくていい徹底的に治療しろ』と言われプログラ

ムを受ける事にしました。 

 兄はよく面会に来てくれて、二人でよく話をしてました。お互いが腹割って話したのは初め

てだったと思います。プログラムを受けている内に『自分は依存症だから周りを巻きこんでい

ないか？色んな人の幸せを奪っているのではないか？僕は佐賀に居てはいけないんじゃない

か？』と思い、佐賀の施設長に『九州じゃないダルクに行かせてください』と相談し藤岡ダル

クの入寮が決まりました。 

 藤岡ダルクの初めの印象は、『本当にここが施設？』と思いました。 カラフルな壁紙、好き

なアーティストのポスター等、色鮮やかで、これから頑張って行くぞ！と、ワクワクしていた

と思います。施設での生活はというと、今までの考え方が抜けきれず『自分さえ良ければそれ

でいい』『誰かがやればそれでいい』だからエイサーや役割など、あまり仲間と一緒にせず自

分一人で何とかしようと必死でした。人とぶつかる事も多々あり、思う事は『早く佐賀に帰り

たい』それだけでした。 

 ある時、膝を脱臼し肉体的にも精神的にも参った時、一生懸命エイサーや役割をしている仲

間を見て、ふとある言葉を思い出しました。『仲間は自分を写す鏡だ』。僕は、僕自身が大嫌

いだし、許せなかったんだと。役割やエイサーは、仲間と一緒に効率的にしなければならない

のに、全体を見ないで自分だけがあくせくと作業やエイサーをしていたし。結果として全体の

足をひっぱっていたのではないか？と。だから肝心なことがわからないし伝えられない。自分

もわかってないのにわかってない人を見下す。結果、みんなに迷惑をかける。ストレスが溜ま

れば癒しが欲しいと甘え、自我と甘えと癒しばかりを求める。それが僕なんだと。それからの

僕は、仲間と共にエイサーをしたり、役割も仲間と共にやるようにしました。けど、僕の中の

『仲の良い人としか関わらない』と言う甘えは常に残っていました。人と関わる方法はないだ

ろうかと思い、先行く仲間に相談しました。『スタッフ研修入ったら？』。何かを変えたい一

心で、僕は研修に入る事にしました。 

 研修に入って、今まで僕がどれだけ人と関わってこなかったのか痛感しました。いつも寝て

ばかりいる仲間が実は病気で動けなかった事を知ったり、だらしないと思っていた仲間が農作

業を一生懸命やっていたりと、本当の仲間の姿を見る事ができました。それに藤岡の仲間は僕

の得意とする所を一生懸命伸ばそうとしてくれてます。宮古島の施設のドローン撮影、ダルク

35周年フォーラムや藤岡ダルクのPV、駅伝の動画製作等、視聴してくれた仲間や家族が喜

んでくれて、結果として恩返しが出来ているのではないかと思います。 

 最近読んだ本に、『カガミ＝化我身、我をとったらカミ』『自分自身の我を捨て、敢えて茨

の道に挑み続け、恩を知っていることが人ならば、鏡に映る本来の自分こそ神なのだと』。ダ

ルクの文献にもよく『神』と出てきます。まだ生まれ変わって2年半の僕、佐賀や藤岡で頂い

た神様（仲間）の恩は決して忘れる事ありません。これからも、大勢の神（僕のハイヤーパ

ワー）に見守られ、教えを乞い、先ずは『人』になり、仲間の『神＝仲間』になろうと思いま

す。長くなってしまいましたが、読んでいただきありがとうございました。 

〇月に1回 土曜日「嗜癖行動家族教室」17:00～19:00 

 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） 

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  

桜山公園にお花見 

榛名湖へ 

フェローシップ 

藤岡ダルクの花壇 
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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。 

 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：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/ 

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 

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/ 

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 

2022年5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 土曜 嗜癖行動家族教室 

5/2(月） 
昼13:30 

夜18:30    

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 

5/14(土)
17:00 

第4回 

家族関係を考える  

6/6月) 
昼13:30 

夜18:30    

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 

6/11(土)
17:00 

第5回 

リカバリーと回復 

7/4(月） 
昼13:30 

夜18:30    

第6回 

子どもの成長を助ける 

関わりについて 

7/9(土)
17:00 

第6回 

虐待の人間関係 

8/1(月） 
昼13:30 

夜18:30    

第7回 

子どもの成長を助ける 

関わりについて 

8/6(土)
17:00 

第7回 

治療資源: コミュニティ・ケア 

＜アパリ家族教室スケジュール・東京＞ 

【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 

【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。 


