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司法サポート体験談1

「支援の困難さ・・・保釈中に逃亡したAさんの場合」
理事長

尾田真言

アパリの司法サポートは、刑事司法手続の各段階にいて、薬物問題を抱えている人たちに、一
日も早くダルクや病院で薬物離脱プログラムを受けられる道筋をコーディネートする活動です。
私たちは逮捕された時こそ、薬物問題から回復できるチャンスだと考えています。22年の経
験とノウハウを持つアパリには、薬物事犯で逮捕された方の支援実績が約500件あります。支
援が難しい方であっても、決して諦めず、御家族や弁護士とも協力しながら更生に向けて誠実に
対応していきます。
今年の6月の刑法等一部改正法により、更生保護法65条の3第2項が改正され、特別遵守事項
でプログラムの受講が義務付けられた場合には、本人の意思に反しないことを確認しなければな
らないという規定が削除されたため、改正法が施行される３年後までには、早期の仮釈放狙いで
ダルクに行くことにしておいて、後で気が変わったから行かないという手は使えなくなります。
遵守事項違反は、即、仮釈放の取り消しにつながるからです。
一方で保釈の場合は、現行法の下
でも、指定条件で決められた約束事
に違反すると取り消されることに
ぼっとり

なっています。しかも保釈金の没取
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ら、依存症から回復
しようとする方々を
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という制裁が付け加わります。
次ページに掲載するＡさんの手紙
の中で、私が車で裁判所に連れて
行ったと書いてありますが、千葉の
病院から車で羽田空港に同行し、伊
丹空港まで飛行機で移動し、そこか
らはレンタカーで大阪地裁に同行し
ました。
Ａさんの初公判は、罪状認否がな
された後に、検察官立証までで終了
して続行となりました。当然にまた
千葉の病院に帰ることになっていた
のですが、おなかが痛いと言ってい
ろいろな場所で3回ほどトイレに行
き、その3回目のときに、いつまで
待っても戻ってきませんでした。ま
さか千葉から連れて行ったクライア
ントと、はぐれてしまって一人で帰
るわけにはいかないので、私は周辺
を探し回っていました。
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1時間が過ぎたころ、携帯に「申し訳ありません。今、西成にいます。私のことは探さないでくだ
さい。もう病院には戻りません」というメールがＡさんから届きました。逃亡の事実を告げるメー
ルを私に出してくれたことだけは今でも本当に感謝しています。もしこのメールがＡさんから届か
なかったら、まさかＡさんを置いて一人で帰れないでしょう。
当初予約していた便には乗り遅れましたが、たくさん便のある羽田－伊丹路線の利用で、予約変更
ができる航空券だったので、金銭面の問題もありませんでした。
Ａさんは半年後くらいに身柄を拘束され、その後の裁判を経て服役しました。出所後、また覚醒剤
で逮捕起訴された時、再度、保釈中に逃亡しましたが、このときも身柄を拘束されました。
大変一般情状の悪いケースでしたが、私はこのときの公判で、Ａさんに対しては２度目の情状証人
ということになるわけですが、「Ａさんはかなり根深い問題を抱えているわけですが、だからと
いって20年間この活動をしてきた者として、今後のＡさんの支援をあきらめるようなことがあれ
ば、これまで活動をしてきた意味がなくなります。何度失敗しても支援します」と証言しました。
そして今、Ａさん自身から、今回は土地勘も人間関係も全くない沖縄でダルクに入寮したいという
希望を書いた手紙が届いたので、すぐに面会に行って、真意を確かめてきたところです。
司法サポート契約後、何度か失敗した人が、自らの意思で今度こそ頑張りたいという連絡を受けた
ケースでは、ほとんどの人がダルクに定着し、期待した成果を上げています。私は、今後もＡさん
の支援を続けていきます。

＜Aさん本人からの手紙＞
Ａさんから是非フェ
ローシップ・ニュー
スに載せてほしいと
いう希望があり掲載
しています。

みなさん、こんにちは。薬物依存症のAです。私は覚醒剤の使用で現在4度目の刑務所生活を
送っています。
アパリの尾田さんとは2度目の刑務所で出会いました。私の父がアパリという団体を知り、そし
て尾田さんが広島刑務所まで面会に来てくれました。その当時私は、正直言って薬を止めるつもり
はなく、刑務所の面会室で話す尾田さんの話も右から左に聞いていました。私は1度目の逮捕から
2度目の逮捕まで10年近く空いており、覚醒剤の使用頻度も2週間に1度くらいだったので、その
時捕まった事は、たまたま運が悪かったくらいにしか考えていませんでした。ダルクのことにもあ
まり興味はありませんでした。
そして広島刑務所を出所し約10ヵ月、3度目の逮捕となるのですが、尾田さんの勧めで千葉の下
総精神医療センターというところで薬物離脱の治療を受けることを条件に保釈が許可されました。
下総精神医療センターの一部は薬物離脱治療専門の病棟で閉鎖病棟なので病院からは出られませ
ん。下総精神医療センターには色々な理由で入院している人がいました。私はとりあえず入院した
ものの、これから裁判が始まり、その後、刑務所に行かなくてはいけないという心境から病院を逃
げ出すことを決意しました。逃げ出すと言っても外からは施錠されているため出られないので、私
は裁判の出廷日に決行することにしました。当日、尾田さんの運転する車で裁判に出廷し、その後
行方をくらましました。今思えばあの頃はもう無茶苦茶だったと思います。逃亡中もずっと覚醒剤
を使っていました。
最後は私のいきつけの病院で睡眠薬をもらいに行ったところを警察の人に逮捕されました。そし
て再び裁判が始まるわけですが、私のために親身になってくれた尾田さんを裏切ったにもかかわら
ず、尾田さんは私の情状証人に立ってくれました。尾田さんは今まで自分で受け持った薬物依存症
の人たちの中で私はかなり重症化しており、刑務所へ長く入れておくよりも一日も早く薬物離脱の
プログラムを行っている施設やダルクへ入寮することを強く裁判長に訴えてくれました。そのかい
あって私は2年程で3度目の刑務所を出所することが出来ました。
そして出所後、今度こそは立ち直って薬物には手を出さないと心に決め、過去に経験のある瓦屋
根の修理を行う会社を立ち上げました。しばらくは仕事が忙しいこともあって薬物からは遠ざかっ
ていたのでもう大丈夫だと思っていた矢先に、父が病気で他界しました。そのことをきっかけに再
び覚醒剤に手を出し、4度目の刑務所生活を送ることになりました。
私はもう自分の力ではどうすることも出来ないところまできているとわかっています。今回私は
尾田さんにお願いして、地元から遠く離れた沖縄ダルクへ出所後お世話になることが決まっていま
す。
もうこれが最後のチャンスと思い、現在残りの刑を務めています。今はまだ不安もありますが、
薬物なしの生活を取り戻したいと強く願っています。私のことを8年近く支えてくれた尾田さんと
私を受け入れてくれる沖縄ダルクの施設長に感謝しています。
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「判決の翌日にまた逮捕！！ 判決はいかに？」
弁護士・アパリ理事 髙橋洋平
今年も11月になり、だいぶ寒い日が多くなりました。コロナも気になりますが、体調等崩され
ていないでしょうか。
前回のコラムでもダルクのことを話題にしましたが、ダルクには本当に不思議な力が働いている
ように感じます。あれだけ不平不満を述べていた方が何かをきっかけに真剣にプログラムをやる
ようになったり。ただ、逆に、当初は頑張っていても、次第に投げやりになってしまう方（た
だ、また時期が来ると再び頑張ることもあります！）、当初からやる気がなく、その後もやる気
がなく、ついには満期になったらすぐに出て行ってしまう方。どれもその人らしい生き方であれ
ばよいのでしょうが、実際はそうではなく、依存症を含む精神的な症状が出てきて、回復がより
困難になっていることもあります。
前回のコラムでは、刑事司法の制度設計についても少し触れました。薬物事件を何度も繰り返す
依存の問題が根深い方こそ治療が必要なのに、刑事司法には罰（刑務所）というオプションしか
ないと。罰を受ければ受けるほど、刑務所収容が長くなり、治療に取り組むのが遅くなる。そし
て、精神症状がどんどん悪化していく。このような悪循環の刑事司法の制度設計が社会復帰の前
提になるダルクでのリハビリ生活をより困難にしているのかもしれません。
最近、とてもめずらしい判決を得ることがありました。話題を共有したいと思います。
まずは、覚醒剤の事件で初めて逮捕・勾留され、起訴されました。裁判では、本人が「ごめんな
さい。」と反省の弁を述べ、執行猶予判決になりました。これ自体はめずらしいものではなく、
通常の流れです。判決後、本人には、「次は実刑だから気を付けて。」と弁護士らしいアドバイ
スを一応して、本人は「わかりました。」と言い、事件を振り返るわけです。本人は、「もうこ
んな痛い目にあったから覚醒剤なんてやりたくないですね。誘われても断れますよ。」とか。確
かに、ほとんどの方は、何年も耐えていますし、ただ、早い方では、数か月から１年後あたりで
再犯という方もいなくはありません。自信たっぷりに「やりたくない」とか言っている方には若
干の不安を感じるわけです。
裁判というのは、儀式的な面も強く、最後の場面で、「二度と覚醒剤の事件を起こさない」とか
本人にその意思や気持ち言わせることがあります。ダルク創設者の近藤さんには、このやり取り
を捉えて、「法律家（弁護士）って悪いヤツだよね、法廷で嘘ばかり本人に言わせて。」とか言
われるわけです。
ところが、この方、何と、判決の翌日に再び覚醒剤の事件で逮捕されてしまったのです。さすが
に驚きました。あまりにも早すぎる急展開。本人の依存症の病気の根深さを感じますし、こんな
状態であれば、刑罰よりもまずは治療を。治療をしないともっと悪くなると思いました。ただ、
これまでにも折に触れて述べていますが、刑事司法の制度設計は、事件を繰り返せば繰り返すほ
ど、刑が階段をのぼるように重くなっていきます。半年刻みで重くなり、最初は１年６月でも、
次は２年、２年６月というように。執行猶予中の再犯であれば、初回で執行猶予になった１年６
月に、２回目の１年６月～２年が加わり、合計で３年～３年６月の刑期で刑務所に。あまりにも
長すぎる刑期であり、刑事司法の制度設計がおかしいと文句を言いたくなるわけです。
ですので、判決の翌日に再び逮捕となれば、当然、実刑であり、しかも、刑務所から出てくるの
が３年近く先になります。その分、治療やリハビリの機会が遠のきます。私はすぐに接見に行き
ました。「先は長いけど希望を捨てないで！」とアドバイスするのがせいぜいでした。本人は覚
悟を決めていて、変な悪あがきをすることもなく、３年近くの刑務所生活であってもこれを受け
入れると言っていました。
私は、今回の事件を踏まえて、「ダルクに入寮してしっかりとプログラムに取り組んだらどう
か」と提案しました。本人は「仕事をしたいというのはあるけど、出所後はダルクに入寮した
い」と。初回とは異なり、自らの依存症の問題を自覚したようでした。
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逮捕された後、勾留、そして起訴と、通常の流れで進んでいきます。保釈請求を何度かし
てみましたが、さすがに許可は出ませんでした。検察官は「判決の翌日の再犯であり、言語
道断だ！」と語気強く反対意見を言い、裁判官は、「判決の翌日ですからね。厳しいでしょ
うね。」と厳しい判決をほのめかすわけです。
裁判では、判決翌日の再犯であり、検察官は、いつも以上に「長期間の矯正教育を行うべ
きだ」と厳しい意見を言いました。前回と異なり、本人の希望も踏まえて、本人には「出所
後はダルクに入寮して回復プログラムに専念する」と言ってもらい、弁護人として、「早期
の治療やリハビリ」を開始するのが望ましく、「寛大な判決」を求めました。そして、次回
判決期日になりました。
ここで、通常の量刑相場を踏まえると、前にも述べたとおり、執行猶予中の再犯の場合、
間違いなく実刑になります。しかも、前の事件の１年６月に、今回の事件の１年６月～２年
が加わるので、合計３年～３年６月の間刑務所に行くことになります。今回の事件は、前の
事件の判決の翌日の再犯であり、情状は極めて悪いわけです。

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)

判決言い渡しの日になりました。判決を聞いていると、「１年６月」と聞こえました。通
常通りの判決だと思いました。ダルクに入寮すると約束していたので、「１年４月」くらい
になることを期待していたものの、さすがに判決の翌日の再犯なので、厳しいなと思いまし
た。裁判長も言葉強く「判決の翌日の再犯であり、刑事責任は極めて重く、悪質だ。」と
怒っているように言っています。私もそんな強い言葉の勢いに「それはそうだよね。」と思
いながら裁判長の言葉を聞いていると、最後に「しかしながら、今回は執行猶予にする。」
と言っています。「あれ？あれ？」と執行猶予になることが念頭にない私の頭はついて行け
なくなりました。正面を見ると、自信をもって実刑２年を求刑していた検察官も首を傾げて
いました。本人に至っては固まって身動きしません。裁判長がそんな法廷の雰囲気を察して
か、もう一度「今回は執行猶予にする。」と繰り返しました。これでようやく執行猶予に
なったことを理解できました。

そして、「よかった！」と思うとともに、新たな問題が出てきました。執行猶予というこ
とは今日釈放されます。事前にダルクには、２年から３年後に刑務所から出所するから入寮
を支援してほしいと相談していました。それが今日釈放になるのです。すぐに入寮できるの
か。今日入寮できるとしても誰がどうやってダルクまで連れて行くのか。入寮費はどのよう
にすればよいのか等々。そして、ダルクに入寮すると約束しながら、再び判決の翌日に逮捕
されたのでは洒落にはなりません。
判決後、すぐにダルクのスタッフに電話して、今日入寮できるかを聞きました。「でき
る」という返事があり、しかも、たまたま近くにいるから、「すぐに迎えに行ける」と。何
ともラッキーなことか。そして、拘置所から出てきた本人とともに、夕方ギリギリの時間
で、生活保護の申請に行き、そのままダルクに旅立っていきました。
今回、判決の翌日の再犯にもかかわらず、再び執行猶予判決になりました。めずらしい判
決でしたが、判決の翌日に再び逮捕というのもめずらしいわけですが。
それだけではなく、その日の13時30分の判決後に連絡を取ったところ、ダルクのスタッ
フがすぐに迎えに来てくれて、夕方、ギリギリのタイミングでしたが、生活保護の申請も間
に合い、その日のうちに無事にダルク入寮できました。
私（たち）にできることはここまで。回復の道筋を作り、寄り添い、進めていくこと。刑
事司法もたまには微笑んでくれることがわかりました。３年前倒しでダルクにつながった本
人が一番驚いたと思いますが、先ほど本人に聞いたところ、今はダルクでの生活を思いっき
り楽しんでいるとのことです。是非ともこのチャンスを生かして頑張ってほしいと思うとこ
ろです。
以上
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♡アパリ家族教室

クリスマス会のご案内♡

日時：12月5日(月）17:30～19:30
会場：アパリ（AICビル1階奥）
対象：ご家族、支援者
ゲスト：森廣樹(ダルク大きな和)、横田尤孝(アパリ顧問)
参加費：無料
申し込み：必要(電話かメールにて)
クリスマス会のゲストには「ダルク大きな和」代表の森氏をお招きし宮古島で
の新しいプロジェクトについてお話いただきます。
今年2月に近藤恒夫（前理事長）が亡くなってから約1年が経とうとしています。
毎年このクリスマス会に参加してくれていたのに残念ではありますが、
皆さんで楽しいひと時を過ごしましょう！！
横田顧問から毎年恒例のクリスマスケーキの差し入れがあります♡
※参加される方は、一人一品お持ちください。
飲み物、紙皿、紙コップの用意はあります。
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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！

「助けてと言う」
みやぽん
こんにちはアルコール･処方薬依存症のみやぽんです。今回フェローシップニュースを書か
せて頂く前に簡単に自己紹介をさせてもらいます。
まず自分が初めてアルコールを口にしたのは中学生になってからですが、当時はお酒をそれ
程おいしいものとは思いませんでした。酔いと麻痺が同じように感じられる飲み物という感覚
です。病的にアルコールを飲むようになったのは高校に上がってからです。その直前に、半年
程前に自分の問題の大きな部分を占める現実逃避を目的としたアルコールによる感情の麻痺の
為の飲酒がありました。
父親の誕生日とクリスマスを一緒に祝おうと母親と料理を作って待っていた時です。女性か
ら電話が何回もかかり、母親に替わってくれと頼まれました。内容は分かりませんが、段々母
親が憔悴して、何か思い詰めたような状態になっていき、突然風呂に入ると言って戻ってこな
かったのを不審に思い風呂場に見に行ったところ、母親が浴槽で手首を切って血だらけになっ
ていました。今でもその時の映像は夢に出てきてショック状態に陥ります。
その時、父親が飲む日本酒を一升くらい飲んで、自分で自分の意志でブラックアウトの状態
にさせました。この出来事は今でも僕の病気の原点になっています。誰にも相談出来ず、誰に
も頼る事が出来ない、頼る人もいない。結果お酒を飲んで自分の問題をシャットアウトし、現
実を見ないようにしました。これが習慣化し、今の自分至っています。
高校生に上がってからも、アトピー性皮膚炎という今でも苦しんでいる症状が酷く、ただれ
た顔体等を気持ち悪いと避けられ、血と膿でまみれた体を臭いと疎外され、孤独に陥りまし
た。母親にも相談出来ず一人で悩んで苦しみ、その度に酒を飲んで現実逃避をし、そのうちに
登校拒否をして、母親が仕事に行ったのを見計らって家に戻り、母の酒を飲んで家でブラック
アウトの状態になることが多くなりました。この行動が今尚続いている自分の問題です。
前回の藤岡ダルク入寮時も、２回大量に飲酒したのですが、両方とも現実逃避の為にNA会
場から飛び出し、１人で問題を抱えて、自己憐憫に陥りその行為に至りました。自分の根本的
な問題の対処方法を解決せず、問題を見ない様に生活をしていました。またクリーン１年後
に、北軽井沢のハウスで仲間と一緒に生活を送るプログラムがありました。そこで、自分はハ
ウスの清掃･修繕･炊事･洗濯とやっていたのですがそこでは近くに仲間がいるものの、助けを
求めることが出来ず１人で作業をしては、「何で自分だけがやらなければいけないんだ」と憤
慨し、それを共にアトピー性皮膚炎も酷くなって自己憐憫に陥り、それを理由付け正当化作業
として、自分で管理をしていた精神薬の処方薬と頓服の薬をまとめ飲みをし始めました。
その行為はアルコールの大量飲酒と同じ効果をもたらし怒りの感情が収まらない時も、対処
方法として、まとめ飲みを正当化して問題を見ないふりをしていました。結局また誰にもその
ことを相談出来ず、やってはならないとわかっていたのですが蓋をしたままで、問題がないよ
うにふるまっていました。埼玉ダルクに施設移動をしてからも、まとめ飲みの行為は無くなら

ピザ生地仕込み

ず、何か感情の乱高下があると、段々と当たり前の様に回数を多くしていきました。

ピザ窯が完成
しました！

仏画の先生と
一緒にピザ
パーティー
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それが更に酷くなった出来事がありました。大型で非常に強い台風が来たときです。寮で待
機をしていつでも緊急避難が出来るように準備をしていたのですが、実際に避難生活をするこ
とを思い浮かべ、その被害妄想がひどく耐え切れなくなり、日中にも関わらず１日分の処方薬
をまとめ飲みをしてしまいました。その時の感情の麻痺は自分の現実逃避の行為を絶対的なも
のにしてくれました。
その行為は目先のことだけしか考えておらず、必ず診察前には処方薬が無くなり薬が無い夜
は離脱症状がとんでもなく酷くなり、その時だけ「もうまとめ飲みはしない」と心に決めて
も、診察をして処方薬が手に入ったら現実逃避したくなった、時すぐ乱用してしまいました。
そして１年後に左膝の手術をし、寮で１人でリハビリをしながら生活する中で、誰にも助け
を求める事が出来ず「もう疲れた」「もういいや」と自分の人生に向き合いたくないと２週間
分の精神薬をまとめ飲みして、3～４日ぐらい意識を喪失させました。

今回、藤岡ダルク2回目の入寮にあたり埼玉ダルクの代表からの提案として、「相談出来る人
を1人でもいいから見つけること」と「自分がまた危機に陥り現実逃避（感情の麻痺）をした

ソフトボール
ノック練習

くなった時に、ちゃんとＳＯＳ出来るようになりなさい」とのことを受けて施設生活を送って
きましたが、相談は何とか出来る様になったもののSOSを発信する事が中々難しく出来ませ
ん。
今まで人に助けを求めることが出来ず自分が1人で我慢すればよいと自己欺瞞し、ストレスを
溜め続けてそれが満杯になるといつも現実逃避の為に酒を飲んでいたツケが回ってきたのだと
思います。自分でも気付いていなかったプライドの高さも
邪魔をして、仲間に頭を下げること出来ませんでした。で
すが、最近は素直につらいとか助けてと言える仲間が何人
か出来ました。自分の事を理解していてくれて高慢になっ

て仲間を攻撃したり爆発したりした自分に注意をしてくれ
ます。今まで人を威嚇して傲慢になって人の意見に耳を傾

ふじおかフラフェスティバル
ゲスト出演

けなかった自分ですが、最近は仲間の助言に従い、間違っ
た時にはそれを認めて、助けを求めて、また新たにやり直
すことが少しは出来るようになったと思います。

ふじおかフラフェスティバル
集合写真
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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

11/7(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

12/5(月）
17:30～
19:30

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11月1日発行
定価 １部 100円

♡家族教室クリスマス会♡
ゲスト：森廣樹(ﾀﾞﾙｸ大きな和)
横田尤孝(ｱﾊﾟﾘ顧問)

土曜

嗜癖行動家族教室

11/12(土)

第2回
発達障害や依存症の対人関係

17:00

12/10(土)
17:00

第3回
治療動機づけと回復支援

1/16(月)
17:30～
19:30

第3回
薬物依存症の心にある2つの考え

1/14(土)
17:00

第4回
家族関係を考える

2/6(月)
17:30～
19:30

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

2/4(土)
17:00

第5回

リカバリーと回復

【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。

