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3月11日に発生した東日本大震災で被災された方々に 

心からお見舞い申し上げます。 

また、お亡くなりになりました方々の 

ご冥福を心よりお祈り申し上げます。 

 

昨今の報道を見て思うことは、原発問題は 

日本だけではなく世界の問題でもあります。 

また、科学者は政治と切り離して考えなければいけません。 

国民の安全より、政策を優先する御用学者の 

コメントに違和感を感じるのは私だけでしょうか？ 

 

みなさまの心に平安が保たれますことをお祈り申し上げます。 

 

          理事長 近藤 恒夫 

JICA＆APARI フィリピンプロジェクト  

2年目が無事終了しました！ 
志立 玲子 

 2009年5月にJICAとの共同で始まったプロジェクト「マニラ市貧困層における薬物依存症

者に対する回復支援推進事業」は無事2年目を終え、3年目に突入しました。 

 現在は、タタロンという町でNGO主導のARM（ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ･ﾘｶﾊﾞﾘｰ･ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ）が月に2回開か

れるようになりました。今後の展開次第では、マカティ市の施設内でARMが開催できるかもし

れません。そうなるとNGO主導型、行政主導型の両方が開催されることになります。 

 この2年の間に、マニラでは大洪水に見舞われたり、大統領選挙に伴い治安の悪化が予想され

JICAから渡航禁止が出されたり、不測の事態も起きました。しかし、プロジェクトに関ってい

るダルクメンバー、フィリピンのコアメンバーの活躍とカウンターパートの協力もあり、順調

に進んでおります。 

 また、2011年度のJICAの年報「国際協力機構年報2011」 に本プロジェクトが掲載される

ことになりました。草の根技術協力事業支援型からはアパリが選ばれたとのことです。大変光

栄に思うとともに、アパリやダルクに対する期待も大きいのではと感じています。 

 今後は地域の方々の力を更に借りながら、残り一年、全力を尽くして活動してまいります。

今後ともご支援のほどよろしくお願いいたします。 

 次回の渡航は5月9日～15日、三浦陽二、山本大、古藤吾郎の3名を派遣します。 
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           問題解決から生活支援へ  

            ―個別的アプローチのすすめ― 

司法書士 稲村 厚 
はじめに 

 私は1990年から司法書士として独立開業して現在に至っていますが、当初から多重債務の方々の債

務整理に携わってきました。現在は、多重債務問題対策が国家政策となり貸金業法改正など消費者金

融への規制が厳しくなったため、法律専門家の仕事はやりやすくなり、この問題に関わる専門家も爆

発的に増えましたが、当時は非常に手間がかかり困難極める「割の合わない」仕事でした。手間がか

かるということは解決まで相当な時間もかかり、自己破産手続きにおいては、現在は申立から約半年

で全手続きが完了しますが、当時は２年間かかっていました。しかし、多重債務という借金の問題に

は必ずその原因が存在し、債務を整理しても本当の問題は解決しないため何度も借金を繰り返す人が

少なからず存在することがずっと気にかかっており、債務者の市民の会などを作って試行錯誤してい

ました。そんなときに知り合ったのが、ワンデーポート設立に向けて活動している中村施設長でし

た。その後、私はワンデーポートに深くかかわるようになり、現在に至っています。 

 ワンデーポートとのかかわりは、私に変革の機会を与え続けました。私は、債務の原因であるギャ

ンブルへののめりこみ等問題行為からの回復こそ、肝心であるとの考えで、クライアントに接するよ

うになり、そして現在は、ギャンブルという問題行為の発生より先に存在する本人の特質に着目して

います。社会にうまく適応できず、その生きづらさから逃れるためにギャンブルに逃げ込み、そして

借金漬けになっているとしたら、私たちが行う支援は債務整理ではないのかもしれない、そんな思い

を強くしていったのです。 

本稿では、多重債務問題への関わりをモデルに、法律家等専門家の対人支援について考察します。 

 

専門家の支援の現状 

 まず、法律家のクライアントへの具体的な対応から考察していきます。そのためには法律相談につ

いての過去の研究を整理することで、法律家とクライアントの関係性についてこれまでどのように考

えられてきているかを考察することができると思われます。 

樫村志郎さん(1994)1)は、法律相談におけるコミュニケーションの側面に焦点を当て「相談のコミュ

ニケーションをつうじて、相談者のもちこむ問題は、ある定型化された法律問題へと加工される傾向

にある。この結果としてあきらかになってくる相談者の法律問題は、必ずしも個性をもっていないも

のとして定式化される」と指摘をしています。さらに、実際の法律相談の具体的な場面を分析し、

「法律相談の場が、しばしば非法律的な生活関心を保っている相談者と、事件の法律的把握を優先し

ようとする弁護士というきわめて異なった当事者同士が接触する場である」と指摘しています。 

木下麻奈子さん（2004）は、多重債務問題における弁護士と相談者との間の意思決定プロセスをイ

ンタビュー法で調査し、この両者がそれぞれ独自の意思決定プロセスを辿っているとしています。弁

護士と相談者は異なる規範文化のなかにおかれているため、相互理解は容易ではなく、この異なる規

範文化の存在を意識すること自体が、相談者の誤解を防ぎ、両者のよりよきコミュニケーションを確

保する第一歩として必要だと提言しました2)。 

これらの指摘は、私が2010年に行ったワンデーポートＯＢ会メンバーへのインタビュー調査でも明

らかになっています。多重債務の相談現場でのプロセスは次のように整理されます。クライアント側

は、借金の本当の原因の自覚はあります。しかし、その一方で、罪悪感やギャンブルを続けたいとい

う気持ちから原因を隠す気持ちが働いています。これまでギャンブルが原因でひどい目にあってきた

ことも自覚があるため、ギャンブルへののめり込みから回復したいという一定の期待感も存在してい

ます。このような心の中の「葛藤」とはうらはらに、借金の整理をしてもらった時には、「債務整理

の時は、これさえ解決すれば次は大丈夫だという気持ちだった」「借金を整理してもらったときに

は、ラッキーという気持ちだった」「自分の気持ちを一時的に軽くしてくれた感じだった」「自分の

中で逃げ道を探していたので、正直になれなかった」と語っています。 

一方、対応する専門家には「枠組」が存在し、それにあてはめた対応がなされています。「それで

ヤミ金に借りたのが問題だということになってしまった。自分もそう言われて、ギャンブルが原因だ

と分かっていたが、確かにヤミ金に脅されたからこんなになったのであり、ヤミ金さえ何とかなれば

やり直せると思い始めた」「施設の話をしたが、そんなところは行く必要がない、と言われた」とい

うクライアント側の話では、専門家の持っている正義感が、かえってクライアントの正直な話をさえ

ぎってしまうプロセスになっています。また、相談中に正直にギャンブルに使ったと語ったクライア

ントに対して、「浪費は認められないから自己破産は無理だ。この歳でこんな借金作って、お前本当

にしょうがないな。若いのにギャンブルで身を持ち崩すなんてどうかしている」と言われているケー

スでは、専門家自らの価値観で人間を評価している対応がありありと感じることができます。 

稲村 厚 
(いなむら・あつし) 

1959年生まれ。1982年 日本

大学法学部卒業。2011年南山

大学人間文化研究科教育ファ

シリテーション専攻修了。

1989年司法書士登録、川崎市

多摩区にて開業。 

NPO法人ワンデーポート理事

長。NPO法人日本メディエー

ションセンター理事。NPO法

人消費者機構日本監事。 

主な著作「司法書士の羅針

盤」日本評論社 編共著 

「病的ギャンブラー救済マ

ニュアル」PHP出版 共著

「司法書士ADR実践の手引」

新日本法規 共著 

 

ワンデーポート主催の家族セ

ミナーの講師のほかに、多摩

総合精神保健福祉センター等

においてギャンブル問題を持

つ家族セミナーの講師を務め

る。 

プロフィール 
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 その後彼らはどうなったのでしょうか。多重債務の原因であるギャンブルへのアプローチがなされ

ていないため、ギャンブル自体はとまりません。ギャンブル資金が必要になりますが、法律専門家が

債務整理という形で金融業者に介入することにより、金融業者の交換する信用情報に事故として登録

されるため一般の消費者金融業者からは融資を受けることができなくなっています。そこで、親族や

友人にうそをついてお金を借りることで、さらに多くの人を悪循環の中に巻き込むようになります。

次に違法業者であるヤミ金から借り入れます。「トイチ」と言われる10日で１割どころか、10日で３

割や５割の到底支払うことのできない金利を取り、支払がないと本人ばかりか家族や会社、隣近所に

まで嫌がらせをする悪質な輩です。そして、会社のお金を横領するという犯罪に手を出し、ついには

失踪という経過をたどっています。そして、どうにもならなくなって死ぬか生きるかの瀬戸際で、回

復施設であるワンデーポートにつながっているのです。 

 

問題解決と生活支援 

法律専門家は、クライアントのためを思って彼らなりの支援を懸命に行っています。それが、なぜ病

的ギャンブラーたちの真の助けにつながらないのでしょうか？そこで、法律専門家の支援の方法に一

定の特徴があるのではないかと考え検討を行いました。 

まず、法律専門家の対照として、社会不適応のある人たちを社会参加へ導いているソーシャルワー

カーに注目しました。そこで、まずソーシャルワーカーの対人援助観について文献調査し、整理して

みました。 

ケースワーカーの基本的な姿勢として最も有名な対人関係の原則として、次のようなF・P・バイス

テックの７原則が挙げられます3)  。①個別化の原理（問題をその人個人にしぼって援助）・②意図的

な感情表出の原理・③統制された情緒的関与の原理・④受容の原理（あるがままに受容する）・⑤非

審判的態度(考えを押し付けない)・⑥自己決定の原理・⑦秘密保持の原理です。白石大介さん(1988)

は、ソーシャルワーカーの到達目的が、クライアントのパーソナリティの変容や適応の改善をはか

り、その発達を促進しながら社会適応を果たすことだとしています。そのために、面談者として自分

の影響を意識できるか、相手の立場に立ち人間的な配慮をする対等な人間関係が求められ、クライア

ントに対しては、自分のことを自分で解決すること、そして支援者が全てを引き受けるものではない

としています。樺山登志子さん(2008)は、ソーシャルワーカーが、問題解決からその人らしい生活実

現の支援へと使命感が変化してきたと指摘しています4)。 

 このように概観すると、ソーシャルワーカーの援助に、クライアント自身が自らの問題を認識し、

無理なく等身大で社会に適応していけるような姿が浮かび上がってきます。それに対比して、法律専

門家は自らの専門性に基づいて、クライアントの現に抱えている問題に注目し、それを解決している

姿が描き出されるように思えます。 

このようないわばクライアントを主役におくような観点が、法律専門家にあるでしょうか。「バイス

テックの７原則」のいくつかを法律専門家にあてはめて考えてみると、法律専門家は、事件を類型化

し問題解決をはかるため5)  、個別化の原理についてはあてはまりません。事件に着目して対応してい

れば、必ずしもクライアントをありのままに受容していなくても問題解決は可能であると考えられ、

受容の原理についても当てはまりません。事件を類型化するため、専門家の考えは一定程度クライア

ントに理解させる説得技術も重要視されており、その点で非審判的態度ともいえないでしょう。訴訟

代理人としての法律専門家がクライアントの意に沿わない決定をするなどの苦情も多く、そのため説

明責任を徹底させるなどの職能団体の動きもある現状は、ソーシャルワーカーの自己決定の原理とは

次元が違うように思えます。 

 これらの違いについて、両者の到達目標の違いだけで容認できるものなのでしょうか。私は、両者

ともに人に対する職能であると考えるのであれば、人とのかかわりの中では共通に論じる部分がある

べきだと考えます。 

 そこで、実際に多重債務相談の現場で対応している弁護士18名・司法書士44名・相談員（弁護士・

司法書士以外のもので相談員として対応している行政などの消費生活相談員等）21名・福祉職の相談

員37名・多重債務相談経験者18名に対人支援傾向尺度質問紙調査及び因子分析を行いました6) 。その

結果、「生活理解」「相談者中心生活自立支援」「専門家中心問題解決支援」「傾聴技能」の４つの

因子が抽出され、それぞれの因子に対する各職種群の傾向を比較しました。その結果、次の図に示さ

れるように、多重債務相談に関わっている専門家は、福祉職と比べて「専門家中心問題解決支援」の

傾向が高く、逆に「相談者中心生活自立支援」「生活理解」の傾向が低いことが統計上明らかになり

ました。（次頁図1、図2参照） 

 現在の多重債務問題への現場対応について、対人援助職としてのソーシャルワーカーの視点を比較

対象としながら、検証することによって、二つの事象から問題点が見えてきました。二つの事象と

は、多重債務者の何を援助するかという支援目的の点、そして、多重債務者の抱えている課題を誰が

解決するか、という当事者性の点です。まず、支援目的の点ですが、現在の多重債務問題において 

ワンデーポートより 

-依存問題を発達障害か

ら考える-報告書が完成

しました。 

 

この報告書を入手された

い方はワンデーポートに

お申し込みください。 

送料のみご負担いただき

ます。 

℡045-303-2621 
 

<2010年度 若者のｷﾞｬﾝﾌﾞ

ﾗｰ自立支援普及事業> 

社会福祉振興助成事業 
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は、借金の整理のみが対象であり、ソー

シャルワーカーは人の社会適応と言って

よいでしょう。多重債務をソーシャル

ワーク的な視点で見るとすれば、社会不

適応の表出された現象ということがで

き、社会適応の点から考えるならば、多

重債務問題の支援目的が借金の整理だけ

でよいはずがありません。その人らしく

社会に適応して生きていける支援ができ

てはじめて、債務の整理を行うことに

よって問題が解決されるのではないで

しょうか。次に、当事者性の点である

が、多重債務者を被害者と位置付けそれ

を専門家である弁護士・司法書士が救済

するという構造を取る限り、主役は専門

家になってしまいます。本人の潜在的な

力を信じ、その力を充分発揮できるよう

な環境を整えるまで継続的に支援し続け

ることが人に支援として必要とされてい

るのではないでしょうか。現にフランス

においては、多重債務問題を社会福祉の

問題と位置付け、ソーシャルワーカーが

相談窓口になっているのです7)。 

多重債務相談におけるそれぞれのアプ

ローチの違いは図3のように図説できま

す。 

 

個別支援のためのソーシャルワークのす

すめ 

これまで、私のフィールドである多重

債務問題の現場を中心に専門家の対人支

援について考察を重ねてきましたが、あ

らゆる分野において専門家の陥りやすい

問題として考えてよいのではないでしょ

うか。個別問題の解決において専門性を

発揮するのが「専門家」であれば、対人

支援は問題解決型になるでしょう。問題

解決をはかろうとすれば、専門家中心の

アプローチになりがちになるのは前述の

とおりです。そのような対人支援では、

被援助者にから個性を奪い、類型化した

対処方法が与えられることになります。

多重債務であれば債務整理、うつ病であ

れば抗うつ剤、依存症であれば自助グ

ループのミーティング・・・という具合

です。 

問題行為をその人の社会不適応の表面

化として捉えるならば、まずは、ありの

ままのその人を理解し、無理のない社会

生活を送るための支援をすることによっ

て、本人の潜在的な力を引き出すことに

よって問題行為を消滅させる(減少させる)というようなアプローチがとられるでしょう。この方法

は、個別性が重視されることになります。手間はかかりますが、その人に対して、かけがえのない唯

一の存在として関わることになりますから、人間の尊厳を重視した支援アプローチということができ

るでしょう。 

社会が複雑化し、表面化する問題行為も私たちが知りえない新たなものになってきています。この

ようなときに支援者である私たちは、表面的な問題行為に惑わされることなく、一人ひとりを理解

し、本人を中心にした生活支援を続けていくために様々な分野の支援者が連携を深めていくことが求

められているのではないでしょうか。 

1)樫村志郎(1994).法律相談制

度の可能性 自由と正義４５卷

２号 p5-11  

2)木下麻奈子(2004).弁護士・

相談者間における意思決定プロ

セス―多重債務問題を題材とし

て― 法社会学第61号「弁護士

論の現在」日本法社会学会編

p8-p23   

3)ここでは、白石大介(1988). 

対人援助技術の実際―面接技法

を中心に― 創元社による  

4)樺山登志子（2008）．ソー

シャルワーク感覚 ㈱弘文堂  

5)前出樫村志郎(1994).法律相

談制度の可能性 自由と正義４

５卷２号 p5-11、また、法律

専門家は、民事訴訟における要

件事実論は、法曹養成において

も徹底的にトレーニングされ

る。 

6)詳細は、稲村厚(2011)．対人

支援職としての法律専門家―多

重債務相談におけるクライアン

ト中心アプローチの研究―南山

大学人間文化研究科教育ファシ

リテーション専攻修士論文  

7)前述西村隆男（1997）.クレ

ジットカウンセリング 東洋経

済新報社、編集委員会代表仲村

優一・一番ヶ瀬康子（1999）．

世界の社会福祉５フランス・イ

タリア ㈱旬報社を参照。  

図2 マトリックスとして示すとこのようになります 

図3 それぞれのアプローチの違い 

図1 それぞれの因子に対する各職種群の傾向 
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三重ダルク 夏みかん農園見学   
志立 玲子 

  
 3月11日、日本では未曾有の犠牲を出した東日本大震災が起き
た日に、私は三重ダルクで実施している「東紀州プロジェクト」の

夏みかん農園を見学させていただきました。 

 この農園のある尾鷲市は人口約2万人、漁港の町で、世界遺産で

も知られている熊野古道のあるところです。昔、地震による津波で

多くの犠牲を出した町でもあるため、今では防災に強い町になって

います。 

 その漁港を見下ろす高台に夏みかん農園はありました。そこから

の景色は絶景で、その時は津波による被害を心配した船が沖にたく

さん出ていました。 

 このプロジェクトは、津市にある三重ダルクから尾鷲市の夏みかん農園

まで車で約2時間、そこにダルクメンバーを派遣し、農作業を手伝い、収

入を得て、自立を促そうという活動です。それぞれが働きに応じて時給制

でお給料をもらっています。月に7万円位の収入になる人もいるようで

す。この夏みかん農園から依頼が入るとダルクメンバーは近くの借家で共

同生活をしながら数日間農園のお手伝いをします。 

 その日は収穫を終えて、近くにある倉庫で作業をしていました。そこで

は大きさを測り、それぞれの規格に分け、出荷のための袋詰めなどしま

す。仕事を終え、すぐ近くに借りている家に戻ると仲間との共同生活が始

まります。コミュニケーションがとりづらい人もいるため、寝室は個室になっています。 

 本誌№44で紹介した栃木ダルクの農業プログラムでもそうでしたが、自然を相手にする農作業

はストレスが少ないようです。こちらの三重でも発達障害の方が多く働いています。三重ダルクは

地域の協力を得るために精力的に活動し、牡蠣の養殖にダルクンバーを派遣するなど、今後も更な

る展開が期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

＜プロジェクトの背景＞ 

 薬物などの依存者は、発達障がいなどの重複障がいである例も多く、社会復帰への新しい道筋をつける

必要性が出ています。こうした重複障がいの人たちに農業をとりいれて、地域の人たちの協力を得ながら

回復へと導く新しいモデルです。過疎化・高齢化により農業の担い手が不足している東紀州地域を選び、

県や地域の方々の支援を得て活動をしています。 

＜プロジェクトの成果＞ 

 重複障がい者の中で雇用が出来たことで、社会復帰への足がかりになること。地域で障がい者が生活で

きることで、社会の一員として認められ、個人の尊厳を取り戻すこと。高齢化・過疎化が深刻な問題と

なっている地域で、1次産業への労働力の提供とコミュニティの再生に寄与できることなどです。 

 

■目次 

プロローグ のりピー、ダルク

へおいでよ 

第１章 絶頂からの転落～そし

て再起 わが波乱の半生  

第２章 誰が、なぜ、ヤク中に

なるのか  

第３章 あまりに知られていな

い覚せい剤の世界 

第４章 なぜ薬物依存者は立ち

直りにくいのか  

第５章 立ち直るためにはどう

すればよいのか  

第６章 新生した仲間たち 

 

アパリではこの本を拘置所や

刑務所にいる人への差し入れ

用として使っています。 

 

■発売：双葉社 

定価1,470円（税込） 

 

増刷されました 

全国の書店でお買い

求めください！ 
 アマゾンでも購入 

できます！ 

拘置所のタンポポ 
日本ダルク代表  

近藤恒夫 著 

新刊本のご案内 

 ニッポンの（薬物）依存 発売！ 

書籍のご案内！ 

第1部：のりピーから押尾学、朝青龍、マイケル・ジャ

クソンなど、デーブ・スペクターと近藤恒夫が鋭く切

り込む。さらに、海外の薬物依存対策の豊富な例をあ

げて、これからの日本の進むべき方向を示唆。 

第2部：近藤恒夫が、司法、医療、地域の無知によって

依存症が増えている日本の病巣にメスを入れ、依存症

とともに生きる日本の未来を語る。今後の日本の薬物

依存対策を展望します。 

付属DVDの内容 

1 オーストラリア・ヴィクトリア州政府CMキャンペーン 

(ｵｰﾊﾞｰﾄﾞｰｽﾞの人を見つけたときの対処方法です。) 

2 ｱﾒﾘｶ・ﾏｲｱﾐ･ﾄﾞﾗｯｸﾞｺｰﾄのﾛｼﾞﾈｯｸ判事の裁判風景 

(日本初！ﾄﾞﾗｯｸﾞ･ｺｰﾄの裁判風景を見せます！)  

3 ダルクスタッフの体験談 

(ダルク施設長の体験談と女性スタッフの体験談です) 

4 ダルク・フィリピンプロジェクト 

(ダルクで回復した経験をフィリピンの貧困層の人たちに

伝えていく国際協力活動の模様です） 

ついに近藤恒夫とデー

ブ・スペクターの対談

本が発売されました！ 

 

特に教育関係者、司法

関係者の方にはお勧め

です！ 

4月27日発売 

定価：1,680円(税込) 

発行：生活文化出版 

全国の書店でお買い求

めください！ 

アマゾンでも購入できま

す！   

出荷の準備を終えて ここで共同生活をします 採れたての夏みかんを 

みんなで試食 
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「一人で薬は止められない・・・。」 

    

ハジメ 

  

 相手の目は、ワクワクしていて、とても楽しそうに注射器に白い粉を入れ水で溶かして、

準備をしてくれた。俺は何の迷いもなく右腕を出し、その液がスゥ－ッと俺の身体の中に

入っていった。一気に身体中の毛は逆立ち、身体は半分浮いた感じになり、即、快楽に落ち

入ってしまった。これが初めて俺が薬を使った時の感想です。 

 約５年半位前に当時マッサージの仕事をしていた時、お客さんに勧められて、何の抵抗も

なく覚せい剤を打ってもらいました。 元々、好奇心旺盛で気持ちいい事が大好きな俺は、

すぐに覚せい剤の虜になり、ほぼ毎週末使う様になりました。 

 その後どうなっていくかというと、やはり薬の使用頻度は増えて行き、仕事も休んだり遅

刻したり早退したりで、結局は辞めてしまい、薬欲しさにカードローンや、身内からお金を

借りまくり、マンションのローンや電気代、ガス代、水道代、電話代等の全ての支払いが出

来なくなり気がついたら、あっと言う間に精神病院の閉鎖病棟に入っていました。 

 俺はHIVに感染していて定期的に通院をしていて、その病院の看護士に今の現状を全て話

した所、即、解毒入院を勧めてくれて、ダルクという施設も紹介してもらいました。 

 無事、精神病院を退院して出たところに京都ダルクの施設長が俺を迎えに来てくれまし

た。これが１度目の入寮です。がむしゃらに施設でやって、アルバイトもする様になって、

又、覚せい剤を使ってしまい、施設を飛び出してしまいました。でも、もうこの時点で俺の

帰る場所は失っていて、また施設に戻り再入寮したんですが、結局は駄目でした。自分の意

志で何とかやってやると思っていたのでしょう。馬鹿な俺は又、自分の意志で、他の施設の

入寮をお願いして埼玉ダルクに約２年ほど前に入寮しました。この施設でも俺は、薬物依存

症の病気に真剣に向き合わなく、早く自立する事や、一人暮らししたいとかばかり考えてい

て、結果、また覚せい剤を購入して再使用を繰り返すようになりました。 

 「もう俺は駄目なんだ・・・。辞めようと思ってもダルクに入寮しても、何をしても駄目

なんだ。」って気持ちを埼玉ダルクの施設長に相談する事が出来た日に、ここの群馬県藤岡

市にある日本ダルク アウェイクニングハウスに「最低半年間入寮してこい。」と言われ、

現在約半年が経ちました。今は、毎日朝の７時４５分に起床し、水道のメーターを開栓して

施設の水道タンクに水を補給する係と皆の食事を作る係をしながら、ミーティングや琉球太

鼓の練習、楽器はトロンボーンを吹いたり、ピアノを弾いたりしながらすごく充実している

毎日を過ごしています。 

 以前の俺なら入寮半年過ぎたあたりから施設を出して下さいと自分の意志や考えを言って

いたでしょう。でも、俺の薬物依存症という病気は、かなり重度の病気なので、もう大丈夫

ですって言ってくれるまで、治療に専念したいと思っています。今後、もっと回復していけ

ば、埼玉や京都でお世話になった仲間に再び、俺の元気になっている姿をみせて、再会でき

る日がくるといいなって思っています。 

 今現在も30数名の沢山の仲間と楽しく、過ごしていますが、今の俺には、ここの仲間に

助けてもらって凄く感謝しています。これからもずっと仲間の中で共に回復をし続けていき

たいです。本当にありがとう！ 

 

アウェイクニングハウス 入寮者からのメッセージ 

アパリ発行 

「Ｂｏｒｎ・Ａｇａｉｎ  

（ボーン・アゲイン）」 

体験談 販売中！ 
 

2005年5月に第2版が発

売になりました。 

体験談が13人分収めら

れています。 

アパリではこの本を拘

置所や刑務所にいる人

への差し入れ用として

使っています。 

 

定価：1,500円 
(会員価格:1,000円) 

 

お申込はメールか

ファックスで 

FAX：03-5830-1791 

ﾒｰﾙ：info@apari.jp 

ご住所、お名前、お電

話番号をご記入の上お

申込下さい。 

書籍のご案内！ 
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お知らせ！！ 

ダルクフォーラム2010  

25周年記念DVD発売開始 

 
昨年8月18日に浅草公会堂で

行われた25周年記念のDVDが

発売開始しました。2枚組み

で当日のフォーラムが全て収

められています。 

<DISC1> 

オープニングビデオ 

講演：土山希美枝氏「多機関

連携を“つなぐ・ひきだ

す”」 

祝辞：田中康夫氏（衆議院議

員）、法務省矯正局 

<DISC2> 

シンポジウム：「多様化して

いくダルク」 

各ダルク施設紹介スライド 

講演：近藤恒夫「ダルク25年

の歩み」 

 

定価：5,000円 

メールあるいはFAXでお申

し込みください。 

FAX：03-5830-1791  

ﾒｰﾙ：info@apari.jp 

薬物依存症者処遇プログラム研修 

第7回薬物依存症者回復支援者 

養成セミナー DARS in 札幌 

日時：2011年6月11日(土)12日(日) 

会場：北海道クリスチャンセンター  

住所：札幌市北区北7条西6丁目 

資料代：3,000円+カンパ 

問合せ・申し込み：龍谷大学矯正･保護総合セン

ター ℡075-645-2040 締切5月27日(金) 

主な講師：近藤恒夫、尾田真言、三重ダルク市川

岳仁、京都ダルク加藤武士ほか 

 

 
こんにちは、日本ダルク アウェイクニングハウスの山本です。先月、皆様もご存じのよう

に東日本を中心に大地震がありました。被災地及びに被害に遭われた方々に心よりお見舞い

申し上げます。幸いなことに藤岡では地震による直接的な影響はありませんでしたが、未だ

避難所での生活を送っている方、大事なご家族を亡くされた方々の思いを察すると心苦しく

なる今日この頃です。 

さて、前回カルチャー・プログラムについてお知らせをさせていただきましが、今月より

群馬県更生保護女性会の皆様の協力の元に仏画を教えていただくことになりました。これは

元にある仏画の原画をトレースし、色を付けていくというものです。教えていただくにあた

り、仲間たちの集中力がどれくらい持つか心配しましたが、意外にもみんな集中力が高く真

剣に取り組み、終わったときには楽しかったという感想がありました。今後は月に1回定期的

に教えていただくことになります。地域の方々に支えられ、また一つ新しいプログラムが増

えたことを嬉しく思います。         

日本ダルク アウェイクニングハウス 

ディレクター 山本 大 

 

 

平成23年4月より新規会員（正会員・賛助会員）を募集します。ご入会していただいた方

には、会報「フェローシップ・ニュース」を毎号お届けします。また、書籍購入の割引や公

開講座・フォーラム、自助グループ開催に関する情報提供等、様々な特典がございます。ア

パリは立ち上げて12年目に入った組織です。今後も、薬物関連問題の新たなシステムとネッ

トワーク構築のために全力を尽くしていく所存です。アパリに関するご意見ご要望がござい

ましたらいつでもご連絡ください。 

既に会員になられている方には、継続のお願いと会費納入のご案内を別途郵送させていた

だきました。 

【年会費】 正会員：12,000円  賛助会員：6,000円 

【期 間】 平成23年4月1日～平成24年3月31日まで 

【郵便振込】 番号：00170-0-616579 NPO法人アパリ 

 ※古い振替用紙「アパリ東京総本部」は使用しないでください。 

会 員 募 集 中 ！ 

藤 岡 ニュース！ 

研修のご案内 

更生保護女性会による 

仏画プログラムの様子 
仲間とともにリフォームした 

ミーティングルーム 
4/13に行われたマック・ダルク

ソフトボール大会で記念写真 

下総精神医療センター                   

第１回看護師対象 薬物乱用対策研修会 

目的：薬物乱用者の治療と看護の実際、周辺機

関との連携のあり方について理解を深めること

を目的とする。 

平成23年7月1日(金)9:30～16:50 定員40名 

対象：看護師、看護学校職員、保健師 

受講料：8,000円(資料代込み)昼食弁当600円 

懇親会参加費：4000円 

申込期間：平成23年4月18日～5月20日 

問合せ：043-291-1221 

住所：千葉県千葉市緑区辺田町578番地 

kusuri@simofusa.hosp.go.jp 

担当：板倉洋子、高埜宗平 



 「フェローシップ・ニュース」№46  平成23年5月1日 奇数月1日発行 

 

○アパリ東京本部 
 

〒110-0014 

東京都台東区北上野2-2-2 

電話 ：03-5830-1790 

FAX ：03-5830-1791 
Email：info@apari.jp 
       

＜アパリの司法サポート＞ 

《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。 

 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、

日本の覚せい剤事犯の再犯率は約60％です

が、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。最近では特に、受

刑中に身元引受契約をし、仮釈放又は満期

釈放の時に出迎えに行き、リハビリ施設に繋

げるお手伝いをしています。 

 ギャンブルの問題が原因で逮捕された方も

ご相談ください。 

[費用：コーディネート契約料として一律20万円。交通

費・宿泊費の実費が別途必要です] 

【お問合せは東京本部まで】 

 

アパリの支援 

○アパリ藤岡研究センター 
（運営：日本ダルク アウェイクニン

グハウス） 

〒375-0047 

群馬県藤岡市上日野2594番地 

電話 ：0274-28-0311 

FAX ：0274-28-0313 
 

【入寮条件】 

1、本人が薬物依存から回復・自立し

ようとしていること 

2、男性(年齢制限なし）であること 

【入寮期間】 

基本的に13ヶ月 

【入寮費】 

月額16万円 （初回17万5千円、生活
保護の方も可能） 

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 

 ホームページもご覧ください 

 http://www.apari.jp/npo/ 

社会復帰 

薬物事犯で逮捕薬物事犯で逮捕  

保釈(身元引受) 

裁判裁判（情状証人・報告書提出）（情状証人・報告書提出）  

執行猶予執行猶予  刑務所刑務所（身元引受（身元引受  

通信ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ通信ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・・  

面会等）面会等）  

薬物依存症回復プログラム 
アパリと密接な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

研修を行う 

薬物依存症回復プログラム 
アパリと密接な連携関係のある全

国各地のダルク等において薬物依

存症回復のための研修を行う 

発行者：近藤恒夫 

編集責任者：志立玲子 

平成23年5月1日発行 

定価 １部 100円 

起訴起訴((面会・差入・通信ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ面会・差入・通信ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ))  

出所出迎え

日 時 テーマ ファシリテーター 

5月2日（月） 共依存からの回復とは？ 町田 政明 

5月16日（月） 親との関わり方 
ゲストスピーカー 山本大             

（日本ダルク アウェイクニングハウス施設長） 

6月6日（月） 思いやりと境界線 町田 政明 

6月20日（月） 家族の落とし穴 町田 政明 

7月4日（月） 囚われからの解放 町田 政明 

＜アパリ・家族教室＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

【対象】薬物依存症などの諸問題を抱える家族、知人、友人、援助職従事者 

【日時】第1・第3月曜日18：30～20：30（祝日も開催します） 

【場所】アパリ･クリニック上野２階  【参加費】3,000円（2名の参加は4,000円になります） 

【内容】ファシリテーターと家族との分かち合いを行います。   

【予約】不要です 

＜個別相談・カウンセリング＞ 

【対象】薬物依存症などの諸問題を抱える家族・本人など 

【料金】45分 9,000円 

【場所】アパリ東京本部 

【カウンセラー】町田政明（元神奈川県立せりがや病院勤務､ホープヒル代表､寿アルク理事） 

【予約】アパリ東京本部 03-5830-1790 


