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近藤恒夫の夢（妄想）であった宮古島のダルクアカデミー！！
どんなところか見てきました！！
事務局長 志立玲子

施設で寛ぐ近藤

＜前号のフェローシップ・ニュースP,5より＞
近藤恒夫「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、マンゴー、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。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。」（※実際は2万坪）

6月初旬の梅雨時、近藤恒夫の夢であった宮古島のダルクアカデミーはどんな形で進んでいる
のか視察してきました。この建物は数年前まで「宮古島フランシスカン霊性交流ＩＴセンター 」
という名称の修道院でした。カトリックの司教様とのご縁でこの土地と建物を無償で譲り受け運
営が始まりました。施設の代表を務める杜宙樹(もり ひろき)氏からもお話を伺ってきました。

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

発行日
2022年7月1日

APARIとは、アジア太
平洋地域アディク
ション研究所（AsiaPacific
Research

Addiction
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。

New Revival A c a d e m y
が目指すミッション
ー社会的弱者が人間的強者に！
ー南の楽園 神の島 みやこアイランド
ー人間の蘇生 ー地球の蘇生

←入り口にはこのような大きな看板が
あります。ホームページではドローン
で撮影した施設全体を見ることができ
ます。
https://www.darc-foundation.com/
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☆施設の運営形態
就労継続支援B型・就労移行支援と し て 秋 に 運 営 予 定 で す 。 現在スタッフ3名が寝泊まりし、入寮
者は1名でした。開設してからは農作業やヤギ小屋造り、施設の修繕などを行っていました。
杜宙樹(もり ひろき)
氏プロフィール
（カゲトラ、
本名：森廣樹）
♢ 一般財団法人ダルク
大きな和 代表理事
♢ Gran Amor合同会社
代表職務執行役社長
♢BIG HUG おきなわ
(株) 代表取締役社長
♢鹿児島おいどんダル
ク 理事長
♢沖縄ダルク クレア
ドール元代表
♢一般社団法人 沖縄ダ
ルク サントゥアリオ
元理事長

☆施設の環境
立地は宮古空港から北へ約8キロ、池間島に行く途中、宮古特別支援学校の手前に位置します。周りは
熱帯地方を思わせる木が生い茂り、道端にポツンとカフェが立ち並ぶという静かなところにあります。こ
の施設から今は海に直接出られません。北へ15分くらい歩くと海に出ることができます。敷地内にはパパ
イヤ、シークワーサー、プルメリアが自生しています。

施設からプライベートビーチまで左写
真の密林をかきわけながら70ｍほど進
まないと行きつけません。
海に続く道を開拓中のスタッフ！

☆トカラヤギの飼育
私が到着した日には鹿児島からトカラヤギ2頭が船に揺られてやってきました。オスは龍男(タツオ)、メ
スはさくら子と名付けられました。これからヤギの飼育が始まります。

左が杜代表、右が近藤

ヤギ小屋も立派です！

☆農業（EM農法）
EMとは・・・Effective Microorganismsの略で有用微生物群と呼ばれています。自然界から採種、抽
出、培養した微生物の乳酸菌・酵母・光合成細菌を中心に、複数の有用な微生物を共生させた培養液で
す。これを利用して栽培するのがEM農法です。1982年に比嘉照夫琉球大学名誉教授によって開発され、
現在では、農業、畜産、河川浄化、健康など様々な分野において100カ国以上で使われています。開発者
の 比嘉教授は「ダルク大きな和」の顧問を務めています。

トウモロコシ
も栽培してい
ます。
「未来実現マーケティ
ング」神田昌典著
(PHPビジネス新書)
この本のSDGs GOAL17
のところにNew R evi v a l A c a d e m y の
取り組みが紹介さ
れました。

EM農法のバナナ栽培
ゴーヤの
栽培
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☆DIY
施設の床や壁の塗装などのリフォームも自分たちで行っていました。これもEMの技術を活用していま
す。建物の耐久性を高め、ペンキや接着剤などの有機溶剤から健康や環境へのダメージを減らす目的があ
ります。下の写真は教室、事務所をリフォームしたものです。これからは各個室を順次リフォームしてい
くそうです。

この教室は座学で学べるもの。例えばコミ
ニュケーションスキル、認知行動療法、英会
話など学ぶ場になります。

唯一この事務所はネット環境が整っている
のでZOOM会議などはこちらで行います。
写真は杜(もり)代表。

パパイヤ

☆養蜂・養鶏
7月には沖縄本島でスタッフが養蜂の研修を受けたのちに、こちらの施設でも養蜂を実施する予定で
す。その後は養鶏も実施する計画があります。

礼拝堂
シークワーサー

ブルートハウス

個室 全部で19部屋
あります。
プルメリア

宮古島ダルクアカデミーのプロジェクトは近藤恒夫から杜代表に託されました。この美しい自
然環境と霊的な場所で様々なことが学べる新しい形のダルク。社会に出る前の準備期間、あるい
は職業訓練の場として大いに発展していってほしいと願います。それが近藤恒夫の夢でもあるか
らです。
「ブルートハウス」と名付けられた近藤恒夫のメモリアルの部屋もあります。たくさんの言葉
を残したその一つ一つを紡いでいく責任もあるからです。この部屋の壁に言葉を残しておきた
い、そして様々な思い出の写真を飾りたいという思いがあります。また近藤恒夫の魂に触れられ
るミーティングが開かれる場所にもなりそうです。
ある人は休息のため、リトリート、ワーケーション・・・様々な形での利用も可能とのことな
ので相談してみてくださ。施設を利用する際は献金をお願いします。
これからの「ダルク大きな和 New Revival A c a d e m y 」の発展を祈りつつ、進んでいく
過程を見守りたいと思います。
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シンポジウム「依存症と刑事裁判」
理事長 尾田 真言
2022年6月18日(土)に司法ソーシャルワーク研究集会がTKC東京本社で開催されました。テーマは「依存症と刑
事裁判」でした。一つの問題について何人かが異なる面から意見を述べ合い、質疑応答を繰り返すというシンポジウ
ムの形式で行われました。私は、ヒトの行為が行われるメカニズムから、これまでの刑事裁判の問題点とその改革案
について報告しました。以下、報告の中心的な部分を抜粋して解説します。

１．依存症をどう理解するか
刑事裁判の場における依存症とは、自
分がやっていることが犯罪だとわかって
いても、それをやめようとしてもやめら
れなくなっている状態のことです。何度
も繰り返してきた、違法な薬物の所持・
使用、窃盗症、痴漢や盗撮などの性犯
罪、ストーカーなどは、依存症者による
常習犯罪ということになります。
刑事政策学では常習犯罪は21世紀の
現在でも未解決の問題です。刑事裁判で
は繰り返し裁判を受けるたびに宣告刑を
重くしていくという対応しかしていませ
ん（累犯加重）。これでは再犯防止に役
立ちません。
2016年6月1日から刑の一部執行猶
予が始まり、特に薬物自己使用等事犯者
の再犯率を下げるために、施設内処遇
（薬物依存離脱指導）と社会内処遇（薬
物再乱用防止プログラム）の連携を図る制度が創設されましたが、ヒトの行為がどのようになされるのかという、根
本的なメカニズムに基づいてデザインされたものではありませんでした。刑法では、「行為とは思考に基づく身体の
動静」ということになっていて、現行法制度は、ヒトの行為は思考にのみ基づくというフィクションの上に成り立っ
ていることが問題です。
ヒトの行為を第一信号系（反射による行為）と第二信号系（思考による行為）に分けるパブロフの信号系学説に
従って考えると、第一信号系による違法行為に対しては、刑罰と訓練を、第二信号系による違法行為に対しては刑罰
と教育を科すという、新らしい制度を提案できます。
第一信号系が、ある特定行動についてだけ過作動を起こして、わかっちゃいるけどやめられなくなっているときに
は、条件反射制御法というトレーニングをすることで、欲求・衝動を抑えることができるようになります。治療では
なくトレーニングという言葉を使ったのは、医師免許のある医師による医療行為である必要はなく、誰もが自分でで
きる訓練だからです。従来、薬物依存には「回復はあっても治癒はない」とか、「高血圧や糖尿病のように一生抱え
ていく病気」だとか、「覚醒剤の味は一生忘れられない」とか、まことしやかに言われてきましたが、条件反射制御
法というトレーニングをすることで、自分がはまっていた行動に対して無関心になることができます。
私自身20歳から18年間、セブンスターを約20万本（1万箱）吸いましたが、その後の23年間、1本もタバコを吸
わずにいます。本当に偶然だったのですが、条件反射制御法の疑似摂取という、生理的報酬が起こらない、タバコを
吸うときの呼吸を繰り返すだけで、吸いたいという欲求がなくなった経験があったため、2006年に下総精神医療セ
ンターの平井愼二医師から新しい治療法を開発したという話を聞いたときに、すごいことに気づいたなと思ったこと
を覚えています。平井先生は集団療法の中で、覚醒剤の元売人が「客が俺の顔を見ただけでうんこしたくなるって言
うんだ。みんなもそうだよな？」と言ったときに、他の参加者たちがうなずいたのを見て、直感的に、依存と言われ
る病態は条件反射とかかわりがあることに気づき、ロシア人として初めてノーベル賞を受賞した生理学者であるイワ
ン・パブロフの著作の翻訳書を熟読し、条件反射を止める手法（制御刺激）と弱める手法（疑似摂取・想像摂取）を
開発しました。物質使用障害者の治療から始まった条件反射制御法は、現在では、窃盗症、痴漢や盗撮などの性犯
罪、ストーカー、放火などの反復違法行為全般の治療に活用されています。
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条件反射制御法が効くのはそうした特定の行動についての反射連鎖の
過作動を止めることができるからです。しかしながら、特定行動に向
かわせるきっかけとなるストレスを軽減させるためには、依存症者の
かかえるその他の問題について、それぞれに対応する対処が必要とな
ります。
依存症者の障害・問題のスライドを見てください。生活訓練はダルク
などのリハビリ施設で行えます。幻覚、妄想等の精神病は、精神科の
投薬治療が必要です。借金問題は債務整理により解決します。生活困
窮者は生活保護や出所後であれば自立準備ホームという保護観察所に
リハビリ施設の入寮費用を支払ってもらえる制度の適用を受けること
もできます。

２．治療処分創設の必要性
言語を持つヒトにはすべての動物が持っている第一信号系の他に第二
信号系（思考）があり、この２つの司令塔の相互作用で行為が行われ
るため、反復する違法行為に対してはその両方に働きかける必要があ
ります。
現行の刑事司法制度においては、第二信号系に働きかける刑罰とわず
かな時間数の教育が行われているだけなので、特定行動に対する第一
信号系の作用による欲求・衝動を抑えることができず、思考でやめよ
うとしたときに、体はやりたくてたまらなくて、苦しくてたまらない
状態になってしまいます。
もっともみんなが問題行動をやめようとしているわけではなく、欲
求・衝動のままに問題行動をやめようともしない人もいます。そうい
う人には刑罰という苦痛を与えることで、自分の欲望のままに行動す
ることが割に合わないことを思い知らせる必要があります。刑事司法
制度には犯罪の抑止力を提供するという機能があります。

３．刑法改正について
懲役と禁錮を拘禁刑に一本化して、その内容を改善更生
刑法等⼀部改正法による拘禁刑の創設
を図るために必要な作業と指導に変更した、刑法等一部改
正法は、2022年5月19日に衆議院、6月13日に参議院で 【現⾏法】懲役＝拘禁＋刑務作業／禁錮＝拘禁
可決され、6月17日に公布されました。今後3年以内に施
行されます。私は、今回の拘禁刑の創設により、刑罰の目 【改正法】拘禁刑＝拘禁＋改善更⽣を図るために必要な 作業＋指導
的が単なる応報ではなく、犯罪者の改善更生になり、拘禁 「作業」と「指導」の内容次第で、拘禁刑の名の下でも、問題解決に必要
刑の内容がそのために必要な作業と指導になることで、事 な治療・訓練が可能︖
実上、治療処分が創設されたものと理解しています。拘禁
刑は身柄を刑務所に拘束されることで様々な自由が剝奪されます。その部分が刑罰ですが、それと同時に、作業と指導
という改善更生のためのプログラムが実施されます。この部分は治療処分と言えるでしょう。そうすると、裁判官が言
い渡した刑期の範囲内で身柄を刑務所に拘禁し、改善更生のための作業と指導を義務付けられるようになります。
その他の刑法改正は、①執行猶予期間内に新たに起訴された場合、執行猶予期間が経過しても執行猶予の効力が継続
し、従来のように裁判を引き延ばすことで執行猶予を切ることができなくなったこと、②執行猶予中の再犯の場合、再
度の執行猶予を言いわたすための要件が、1年以下の懲役から2年以下の懲役に緩和されたこと、③侮辱罪に1年以下
の懲役と30万円以下の罰金が追加されて刑が引き上げられたことです（③のみ2022年7月7日施行）。
他にも刑事施設収用法と更生保護法が一部改正されていますので、次号で説明します。
※刑法等一部改正法の条文の新旧対照条文等はこちらに掲載されています。
https://www.moj.go.jp/houan1/keiji14_00021.html
＜次号に続きます＞
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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！

藤岡ダルクの庭

ひまわり畑

「藤岡ダルクに繋がりなおして」
ケンヤ
はじめまして、依存症のケンヤです。年齢は36歳です。今回2度目の藤岡ダルク入寮で、再
び繋がってから1年10カ月になります。
初めて処方薬を乱用したのは大学生の時でした。不眠のため、大学の保健管理センターから
もらった睡眠薬をまとめ飲みすることを日常的にやっていました。嫌な事を忘れて幸せな気分
で眠れるのが快感でした。初めて市販薬を乱用したのは23歳の頃でした。国家試験の勉強をし
ている時期で、風邪を引いたときに市販のシロップ剤を一気飲みすればすぐ良くなると聞き、
試しにやってみたのがきっかけでした。使ったら元より調子が良くなったような感覚がして、
試験勉強もはかどりました。
大学を卒業し就職してからは、仕事をするために市販薬を使い始めました。そして、「もっ
と良い薬」を求めて成分を調べ、ブロンにたどり着きました。使い始めてからしばらくの間、
この薬をこれほど多くの人が乱用し問題になっているとは知りませんでした。だんだんとブロ
ンを飲んで仕事をして、夜は睡眠薬で落として寝るような生活になっていきました。薬物を定
期的に使うことで自分自身のバランスを取ることができるような感覚でいました。しかし、連
続使用が3ヶ月も続いた頃から仕事にならなくなり、使う量もどんどん増えていき、すぐにコン
トロールできなくなりました。休職するとますます使用量は増えていき、海外から純粋なオピ
オイド薬を輸入して使うようにもなりました。それから2年ほどの間は借金を重ねながら自宅に
引きこもって薬漬けの生活を送りました。心配した両親から、実家へ戻ってくるように提案さ
れ、家を引き払って実家に戻りましたが、実家でも精神科に入退院を繰り返しながら隠れて薬
を使い続ける生活を続けました。薬はやめた方が良いと思いながらもやめる気は無く、このま
ま使い続けたら死ぬかもしれないと思いながらも、それでもいいやとどうでも良くなっていま
した。その後実家を出て生活保護を受給しながら一人暮らしをするようになり、自己破産の手
続きも終わった頃、4回目の入院でダルクへの入寮を勧められました。まともな判断力も無く、
人生終わったと思っていた私は言われるがまま藤岡ダルクへと入寮しました。2016年2月12
日のことでした。
ダルクでの生活は当初、精神状態の悪かった私にはついていけず、プログラムに参加できず
にカーペットの部屋で座布団を頭にかぶって寝るばかりの生活でした。しかし、入寮してから
半年ほど過ぎると次第に身体と精神の健康状態は徐々に回復し、プログラムにも参加できるよ
うになっていきました。1年半を過ぎた頃にはエイサー（琉球太鼓）も外部公演で叩けるまで上
達し、様々な当番のリーダーも任されるようになりました。入寮2年を前にしてスタッフ研修を
始め、仲間の手助けをしながらNAのサービスも積極的に行い、就労プログラムとして電気屋で
アルバイトを始めました。回復は順調に進んでいるように思っていました。
そして、入寮してから2年7ヶ月で施設を退寮し、藤岡市内にアパートを借りて電気屋の仕事
を続けながら一人暮らしを始めます。仕事終わりにNAのミーティングに出席し、帰りに施設ま
で遊びに行って深夜に自宅に帰るような生活。回復の雰囲気に包まれていて、この時の私には
再び薬物を使用することは想像出来ず、先には明るい未来しか見えていませんでした。先行く
仲間として、回復のお手本を示しているような自惚れもありました。
退寮して半年ほど経った頃、元の仕事に戻る夢が叶い、病院で働くことになりました。この
時が私の回復にとって転機となりました。家は同じ群馬県内でありながらNAのミーティング場
からは遠く、仲間が住む施設は、高速を使っても1時間以上かかる場所になりました。給料はア
ルバイト生活をしていたときの何倍にも増え、交友関係も広がり、仲間たちとの関わりは薄く
なりました。仕事が忙しいことを理由にミーティングには徐々に顔を出さなくなり、月に1回の
NAの会議すら仕事を理由に休みがちになりました。そんな中、仕事では無理をし始めます。ブ
ランクの長い自分と同僚を比較して、もっと頑張らなければならない、そして認められたいと
いう思いが脅迫的になっていき、それが焦りと疲れを蓄積させていきました。誰よりも早く出
勤して遅くまで残って働きました。
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さらに一方では、仕事が終わった後や休日には恋人をほったらかして他の女の子達と遊び回
り、買い物も止まらなくなっていきます。自分がアディクションのままに行動していることに気
づかず、気づいてくれる仲間も周りにいない状況で、再び薬物を使用するのに長い時間はかかり
ませんでした。
転職して5ヶ月であっさり薬物を再使用し、3年7ヶ月のクリーンが途絶えます。すぐに使用は
コントロールできなくなり、交通事故を起こしたことをきっかけに仲間に助けを求め、NAの
ミーティングに参加しました。2019年9月27日のことでした。その日の夜は藤岡ダルクに宿泊
させてもらって、離脱症状に耐えました。仲間達はスポーツドリンクや食べ物を差し入れてく
れ、汗だくになりながら布団の中で震えている私を気遣ってくれました。これで再び薬物を止
め、クリーンで生きられると思いました。しかし、その時私は自分の生活や生き方を見直そうと
せず、数週間後にまた薬物を使用します。それからは使っては止めを何度か繰り返し、程なくし
て連続使用が止まらなくなりました。数ヶ月後には仕事も休みがちになり、再び薬漬けの毎日を
送っている私がいました。再度交通事故を起こしたり、仕事でも医療事故を起こしそうになった
りと、このままでは自分だけでなく他人の身体も危険にさらしてしまうような状況になっていま
した。そんな私を、仲間達は見かねて自宅に迎えに来ます。命を助けられました。
精神科に1ヶ月の入院を経て、仕事を退職し、家も引き払って藤岡ダルクに再入寮しました。
2020年8月25日のことでした。再入寮してからは、まず自分自身の再使用の原因を探るための
振り返りをしました。その中で、自分の問題点を職員や他の仲間達と共に考えました。また、
NAのサービスを一旦棚上する等、NAとの関わり方を見直しました。思えば前回入寮時には、自
分のやりたいことをいかにしてできるように仕向けるか、ルールをかいくぐって好きな事をする
かに全力を注いでいて、入寮していながら好き放題やっている私の事を仲間は「メチャメチャ先
輩」などと呼んでいたそうです。お手本を示していたつもりだった自分がそんな風に呼ばれてい
たことは、今回戻ってきて初めて知りました。施設から提供されるプログラムはそつなくこなし
ていたものの、今思えばその焦点や目的がずれていて、それに全然気づいていませんでした。
自分と向き合い、必要なものをかき集め、手放すべきものは手放すのが今の自分にとって一番
大事です。その中でも、人と誠実に向き合い、自分以外の人の忠告に耳を傾けること、自分の能
力を笠に着てやるべきことから上手いこと逃げるのを止めることは、自分の生き方を変えていく
ためにすべき私の行動の基本にあると思っています。
自分のできること、得意なことは今の入寮生活には必要ありません。それは再び社会に戻った
ときに使えばいいものです。今私は、一歩一歩足元を踏み固めながら、決して飛び越えることな
く回復の歩みを進めています。それはずっと先のフワフワした理想
を夢見てスキップしていた以前の私とハッキリ違うところです。
前回、2年7ヶ月も藤岡でプログラムをやって足りなかったもの
は何か、いまここで何をすべきで、この先の自分が薬物無しで生き
ていくには何が必要なのかを探し求めながら、今は4年前と同じく
施設からアルバイトに通い、再び社会に戻って回復を続けるための
準備をする毎日を送っています。
仏画展示会

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
講師：梅野充（アパリクリニック理事 精神科医）

※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）

執行猶予

刑務所（身元引受
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

7/4(月）

第6回
子どもの成長を助ける
関わりについて

昼13:30
夜18:30

8/1(月）
昼13:30
夜18:30

9/5(月）
昼13:30
夜18:30

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/

発行責任者：志立玲子
2022年7月1日発行
定価 １部 100円

10/3(月）
昼13:30
夜18:30

第7回
薬物問題を持つ人の家族の
回復プログラム

土曜

嗜癖行動家族教室

7/9(土)

第6回

17:00

虐待の人間関係

8/6(土)

第7回
治療資源: コミュニティ・ケア

17:00

第8回
9/10(土)
あなたの環境や状態を良いものに
17:00
変えよう
第1回
薬物依存症によるダメージと回復

10/8(土)
17:00

第8回
まとめ: 家族関係の回復へ

第1回
発達障害と依存症について

【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

※土曜日は第1又は第2になりますのでご注意ください。

