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ハワイ ＨＯＰＥプログラムの視察に行ってきました！
（8/4～8/11）
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クション研究所

発行日
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リーガル・ソーシャル・ワーカー 志立 玲子
この度、公益財団法人日工組社会安全財団より尾田真言の個人研究費として助成を受け、ハワ
イで行われているHOPE（Hawaii's Opportunity Probation with Enforcement）という保護
観察・裁判制度の視察をしてきました。
研究メンバーは、尾田真言（事務局長）、近藤恒夫（理事長）、古藤吾郎（ソーシャル・ワー
カー）、市川岳仁（三重ダルク/アパリウエスト）、森村たまき（国士舘大学）、私の6名です。
視察団はこれに加えて日本ダルク アウェイクニングハウスの山本大と畑由宇、高橋洋平弁護
士、私の娘(大学1年）の合計10名でした。
多くの先進諸国では法律で禁止されている薬物を使用したり、使用するために所持する行為を
した者に対しては、できるだけ刑務所に入れずに、社会内で監督していこうとする潮流にありま
す。ところが日本では、初犯者に対しては、執行猶予判決が言い渡されて、そのほとんどが薬物
乱用問題の解決に向けた働きかけが何もないまま、社会に戻される一方で、再犯者に対しては懲
役の実刑判決が下されて、刑務所に収容されます。執行猶予中の再犯であれば初めての刑務所で3
年以上務めることになります。ところが刑務所の中や出所後の社会では薬物をやめるための働き
かけが十分とは言えません。
初めて逮捕された時こそ、この問題に介入する絶好の
チャンスなのですが、初犯の薬物事犯者は社会に戻され
るだけで、多くの人がいずれ再使用し、再逮捕されて、
刑務所に収容されてしまいます。
米国ハワイ州には地域社会の中で初犯者の逮捕時に介
入できるプログラムとして、驚異的な効果をあげ近年国
際的にも注目されているHOPEと呼ばれるプログラムが
あります。このHOPEと全く同じものをテキサス、アー
カンソー、マサチューセッツ、オレゴンで取り入れら
れ、全米40ヶ所で類似のものが実施されています。
HOPEは2004年、ハワイ州第１巡回裁判所（ホノル
アルム判事
ル市）のスティーヴン・アルム判事によって開始されま
した。アルム判事は元々ハワイ州の連邦検事出身の裁判
官です。2004年に重罪事件担当になった時にあまりに
も多くの保護観察の取り消し申請に驚き、憤ったのだそ
うです。そういった経緯もあり、元々始まっていたド
ラッグ・コートとも併せてさらに効果を上げています。
今回、このHOPEというものが一体どういうものかを
知るために裁判所に3日間通い、現場を見てきました。
また、この視察にあたりコーディネートをしていただ
いたホノルル在住のNAメンバーには大変お世話になり
ました。この場を借りて感謝申し上げます。
ハワイ州第１巡回裁判所

ＡＰＡＲＩとは、
アジア太平洋地域
アディクション研
究所（Asia-Pacific
Addiction

Research

Institute)の略称で

す。
全国のDARCやMACの
各施設、福祉・教
育・医療・司法関
係者と連携しなが
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。
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ドラッグ・コートは薬物事犯でなおかつ他にも問題を多く抱えていて困難なケースを扱いま
す。それほど多くの問題を抱えていない通常のケースはHOPEへと、その人をどちらのコート
に乗せるかを判事が判断します。ドラッグ・コートの方が手間暇がかかり、マンパワーもコス
トも高いので、HOPEに乗せる方が多いようです。
今回はアルム判事のドラッグ・コートとHOPEコートの両方を傍聴させてもらいました。ア
ルム判事の判断で両者をうまく組み合わせていました。例えば窃盗を何回か繰り返している薬
物事犯者には18カ月の拘禁ﾌﾟﾗｽHOPE5年間、もしくは5年の実刑を選ばせるというものでし
た。
それでは実際にHOPEとはどのようなものなのでしょうか？
①公開法廷で裁判官が述べる公式の警告によって始まる。
（遵守事項が読み上げられ、違反するとどうなるか説明を受ける。ドラッグ・コートと違って回復に寄り添い、
見守るのではなく、裁判官が警告し、あとは本人に任せて遵守事項違反があった時だけ裁判で会う。）
②警告の際に自分のカラーコードが割り当てられる。例えばあなたは赤色とか・・・。
③毎日平日の朝に検査ホットラインに電話し今日は自分の色かどうかを確かめる。
④自分の色の日であったら、その日の7時45分～14時までに尿検査に行く。
（検査は週に１回～月に１回ランダムで、その人の段階に応じた回数になる。）
⑤尿検査をする。
（陰性であればそのまま帰る。陰性結果が続き、遵守事項違反がなけれなHOPEｺｰﾄに出廷することはない。)

以下の遵守事項に違反したら・・・
Ⅰ薬物検査の日に出頭しない。 Ⅱ薬物検査で陽性になった。 Ⅲ保護観察官との面接に欠席した。
以上の３つのいずれかに1度でも違反したら速やかに逮捕状を執行し、刑務所に短期間（２～3日）
拘禁されます。検査で陽性の場合はその場で拘禁されます。定職に就いている人は週末の数日間、違
反が続いたり、陽性なのに使っていないと嘘をついた時は拘禁日数は長期化します。クライアントは
いつでも治療機関に行くことを望めば行くことができます。また、3～4回面接に欠席したり、3～4
回検査で陽性になった場合は、保護観察を取り消す代わりにリハビリ施設への入寮を義務付けること
ができます。これは自らの行為によって治療が必要なことを自らが証明することになります。
陪審員席で傍聴しました

HOPEの特徴を簡単に言うと・・・
＊

裁判官がクライアントを信じる

＊

一旦はクライアントに責任を課して任せてみる

＊

サンクションが迅速、確実、首尾一貫、罰の内容が均衡

＊

保護観察官の親身なサポート（住居・仕事・家庭環境・治療等）

＊

治療が本当に必要な人を見つけ出すことができる

＊

刑務所収容やドラッグ・コートよりもコストが安い

HOPEを視察して・・・
自らの行動を選択し続けて、その結果がわかりやすく本人に伝わる。素晴らしいシステムだと思い
ます。行動の結果が自分に返ってくることを学ぶと同時に、それを成し遂げた時には達成感を味わう
ことができ、本人の自信に繋がるのではないでしょうか？

裁判官がクライアントに期待をかけると

それに応えようとする。アルム判事はあるクライアントに「私の人生はあなたが助けてくれた」と言
われて、「あなたが自分自身を助けたんだ」と言ったそうです。その言葉が強く印象に残っていま
す。

尿検査の見学

排尿する際は必ず立ち合いま
す。立つ位置も決められてい
ます。

同じ裁判所の建物の１階に尿検査の会場があ
ります。まず尿検査担当スタッフから尿検査に
ついての講義を受け、その後検査の現場を見せ
ていただきました。
検査はどんな言い訳も許しません。例外は本
人が死亡したときだけと強く語っていました。
検査でごまかすことがないように色々な工夫を
していました。この仕事に情熱と誇りをもって
いることが伝わり私たちは感動しました。
熱心に尿検査の説明をする検査担当職員
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【視察スケジュール】
2013/8/5（月）

2013/8/6(火)

2013/8/8（木）

ﾎｰﾌﾟ・ｺｰﾄ卒業生イン
タビュー(3号法廷)
尿検査見学ジーン・
救世軍依存症ﾄﾘｰﾄﾒ
オシロ氏
ﾄﾞﾗｯｸﾞ・ｺｰﾄ卒業生、 ﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ見学
ﾎｰﾌﾟ･ｺｰﾄ参加者イン
タビュー(3号法廷)

アルム判事とミー
ティング
ﾄﾞﾗｯｸﾞ･ｺｰﾄ傍聴
午前
(3号法廷)
ﾎｰﾌﾟ･ｺｰﾄ傍聴
(3号法廷)

保護観察官のチェリ
ル井上氏、シドニー
中本氏とミーティン
午後
グ
アルム判事と共にｵｱ
ﾌ･ｺﾐｭﾆﾃｨ刑務所参観

2013/8/7（水）

トレーダー判事のﾎｰ
ﾌﾟ･ｺｰﾄ傍聴
(1号法廷)
キャシイ・スミス検
察官、キルシャ･デｭ
ランテ公設弁護人と
ミーティング
(3号法廷)

奇数月1日発行

HOPEの評価研究も含め、更に詳しく聞き
たい方は、以下のスケジュールで報告会
を行います。ぜひご参加ください。
◇

◇

◇

ＮＡに参加
（ﾋﾅﾏｳｶ･ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ･ｾ
ﾝﾀｰ）
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10月5日(土)日本犯罪社会学会で
尾田真言が報告
会場：北海学園大学豊平キャンパス
10月27日(日)DARS（薬物依存症者回復支
援セミナー）で尾田真言が報告
会場：ｱﾊﾟﾘ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ・ｾﾝﾀｰ
11月18日(月）18:30～20:30 ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ
関連講座で森村たまきが報告
会場：ｱﾊﾟﾘ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ・ｾﾝﾀｰ

※来年1月発行のフェローシップ・ニュース
にて報告書を掲載予定

アルム判事よりHOPEの説明を受けている様子
現地の新聞に日本からHOPE視察団が来ているという
記事を読み、訪ねてくれた日本領事館の職員2名。
（右2名）

オアフ・コミュニティ・コレクション・センター参観
クライアントを短期拘禁する「オアフ・コミュニティ・コ
レクション・センター=OCCC」というハワイ州の刑務所を
参観してきました。これにはアルム判事も同行してくれまし
た。ここに迅速に拘禁するということは、保護観察所、裁判
官、刑務所との連携がとても良くできているからこそ実現で
きるのだと実感しました。ここは、未決の人とHOPEのクラ
イアントがサンクションとして入るところです。男性ユニッ
ト、女性ユニット、精神障害者ユニットの3種類に分かれて
いて、１つのユニットには40名位います。それが十数個あ
りました。
クライアントはここに入る前に全裸になり水のシャワーを
浴びせられます。これは施設内を清潔に保つ目的でやってい
ることですが、抵抗感のある人も多いようです。
近藤恒夫はここを訪れるのは2回目だと言います。1回目
はいつなのか尋ねたら
17 年 前 に、入 れ 墨 の
ある仲間と団体でハワ
イに行ったときに1泊
だけさせてもらったと
のことでした（笑）。

救世軍依存症トリートメント・サービスを見学
SALVATION ARMY ADDICTION TREATMENT SERVICES
（ｻﾙﾍﾞｰｼｮﾝ･ｱｰﾐｰ･ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ･ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ）
このリハビリ施設はドラッグ・コートやHOPEコート傍聴
の際に「ATSに行きなさい･･･」など判事がよく口にしてい
るところでした。
入寮者51名、デトックス15名、うち女性が24名の大き
くてきれいな施設です。通常の通いのプログラムの他に退寮
後のアフターケアとしての通所プログラムもあります。景観
もよく気候もよく（エアコンなし）、環境に恵まれていま
す。国から認可を受けている施設だけあって、スタッフもプ
ログラムも充実している感じを受けました。
近藤恒夫はダルクを立ち上げる前にこの施設を訪れたこと
があり、当時のことを覚えているスタッフもいました。ダル
クが28年経った今、またこの施設を訪れて感じたことは
「なんか、ダルクっぽいな･･･（笑）」ということでした。
この施設はダルクの原点なのかもしれません。
NAのメッセージも最初
はハワイのメンバーから
もらいました。日本はハ
ワイから良い影響を受け
ています。
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第１９回 NADCPトレーニング・カンファレンスに参加して
事務局長 尾田

NADCPの会場

ホラ元判事と共に

真言

全米ドラッグ･コート専門家協会（National Association of Drug
Court Professionals、以下NADCPと言います)は、最初のドラッ
グ・コートがマイアミで誕生した1989年から5年経過した1994年
に設立されたNPOで、ドラッグ･コートの実務家（裁判官、検察官、
弁護人、保護観察官、ケースワーカー、カウンセラー、TCや薬物依
存症リハビリ施設などのトリートメント・プロバイダーのスタッフ
等）と関連団体の関係者（自助グループ、薬物検査キット製造業者、
出版社等）がメンバーになっています。NADCPの活動目標は、ド
ラッグ･コートを発展させ、資金援助を行い、最新情報を提供し、相
互に情報交換しあうことにあります。NADCPは1995年から毎年ト
レーニング・カンファレンス（研修会）を開催し、ドラッグ･コート
の担い手たちに、ドラッグ･コートをめぐる諸問題についての最新情
報を提供し、参加者の教育をしています。これは依存症、精神保健及び司法制度に関する世界
最大規模の研修会です。
出席者のほとんどがドラッグ･コート業務に携わっている実務家であり、この研修会自体が、
NADCPとしての統一的な見解を関係者に周知徹底する場になっています。今年は第19回目の
研修会です。また、ドラッグ・コートの卒業生とその家族が参加して体験談を話します。
私は2013年7月14日(日)～16(火)の３日間、ワシントンDCの郊外にある、メリーランド州
オクソンヒルのウォーターフロントにあるゲイロード・ナショナル・リゾートというマリオッ
ト・ホテル系列の巨大なコンベンションセンターで開催されたNADCPのトレーニング・カン
ファレンスに３年ぶりに参加してきました。
本当は17(水)も含めて4日間の研修会のはずだったのですが、16(火)の午後に突然、ナショ
ナルーハーバー地域は巨大な水道パイプラインの修理のためにいきなり今日から断水するので
17（水）から1週間程度コンベンション会場及びホテルは閉鎖されるというアナウンスがなさ
れ、研修会も急遽16(火)の夜に翌日の行事を前倒しにすることになりました。もともと3日間
の参加で帰国予定だった私にとっては最終日のセッションに参加できてラッキーな事態でし
た。後の新聞報道によれば、結局1日で修理が完了したとのことです。
今年の研修会のテーマは「A Proven Budget Solution（ドラッグ・コートはひとつの実績
のある予算解決策である）」でした。４日間にわたる研修は、24ものさまざまなテーマに分
かれた研修が同時進行し、のべ175時間の研修会でした。
様々な研修があったのですが、その中から興味深かったものをいくつか紹介しましょう。
処方薬と脱法ハーブがアメリカでも大問題になっていて、状況は日本と似ていると感じまし
た。アメリカでは、毎日100人が処方薬のオーバードーズで死亡しています。アメリカ史上初
めて、死亡原因の第１位が、交通事故から処方薬のオーバードーズにとって代わりました。ま
た、薬物乱用者数が増加しているのですが、それは違法な薬物の乱用に代わり、バス・ソル
ト、合成大麻、合成麻薬といった、日本では脱法ドラッグと言われている薬物の登場によって
従来の尿検査では把握できないことが多く、またトリートメント上も混乱を来たしているとい
う報告がありました。
トレーニング・カンファレンスの参加者は年々増加していて、今年は4,200人でした。外国
人の参加者も増えていて、ドラッグ・コート制度を導入した20か国からの参加がありまし
た。日本からの参加者はほとんど私一人という状況だっ
たのですが、私が参加しなかった一昨年からDARS(薬物
依存症者回復支援)仲間の立正大学専任講師の丸山泰弘氏
（刑事政策専攻）が参加していて、今年初めて一緒に行
動しました。
丸山氏は日本で講演したことがあるペギー・ホラ元判
事から、「私の日本の子ども」と呼ばれるほどホラ元判
事と仲が良く、そのおかげで私も、外国人のための昼食
会に招かれました。
外国人参加者のための昼食会
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そこでは、ドラッグ・コートを採用している20か国からの参加者が一堂に集まりました。
私たちが着いたテーブルには、世話役として、ホラ元判事とアメリカでドラッグ・コート判事
歴が最も長いジェイミー判事がいて、他にペルーからの参加者たちがいました。ペルーからの
参加者から、日本の薬物事犯者対策について簡単に紹介してと言われて、「ドラッグ・コート
はまだないが、徐々に、刑事司法手続きの中で薬物依存症の回復プログラムが取り入れられつ
つある」という話をしましたが、ペルーの話は聞く間もなく、あわただしく名刺交換して写真
を取り合って1時間はあっという間に過ぎました。
来年は、5月に第20回目の研修会がロサンゼルス郊外のアナハイムで開催されます。

第4回 作田明賞 授賞式
この度、アパリの理事長である近藤恒夫が第4回作田明賞の最優秀賞をいただくことになりまし
た。8月24日（土）15時より授賞式が住友ビル８階のPMG本部事務局で行われました。

最優秀賞：近藤恒夫（日本ダルク代表、NPO法人アパリ理事長）
優秀賞：小畑輝海氏（更生保護法人両全会理事長、渋谷区保護司、立川拘置所篤志面接委
員会会長ほか）
優秀賞：小森榮氏（弁護士）
審査員は、江田五月氏（民主党最高顧問）、郷原信郎氏（元検察官、弁護士）、飛松五男氏（飛
松実践犯罪捜査研究所）など6名でした。
今回の受賞者3名ともに薬物問題に関わる活動をした人た
ちでした。近藤の受賞の理由は何か一つというものではな
く、今までダルクが全国にたくさん出来たことやそれに付
随する活動実績。それに加え、アパリでのアジア地域の薬
物依存症者の支援、特にフィリピンの貧困層の支援活動に
ついても触れていました。近藤は最後のスピーチで、札幌
地裁の法廷でクスリが止められないので刑務所に入れて欲
しいと裁判官にお願いしたにもかかわらず入れてもらえな
かったエピソードを話し、参列した当時の裁判官であり弁
護士の奥田保先生がこの活動にどれだけ協力してくれたか
を話していました。

元被告人と元裁判官との友情

作田未緒子理事長より
表彰状を授与

受賞者、審査員との
記念撮影

アパリは11月より新宿に移転します！！
この度、アパリは新宿に移転することになりました。兼ねてからアディクション・ヴィ
レッジという妄想を抱きながら歩んでまいりました。社会的弱者（刑務所や少年院を渡り歩
いていた人たち）を地域の中で受け止めていくことが必要だと思っていました。なぜ再犯率
が高いのか、それはその人たちの問題ではなくて、地域社会にその人たちを受け止めるシス
テムがないからだと思っています。再犯をする人たちは厳しい司法の力で最悪な生き方にし
か導けない仕組みを疑問に思っています。初犯に厳しく再犯に手厚いサポートがあると社会
的弱者にならないと確信しています。保護観察が付く人は刑務所に入れる必要があるのだろ
うか？ 仕事があって住むところがあって家族がいて、こういう人たちは刑務所に入れるこ
とで孤立化させていってしまいます。そして再犯してどうしようもない人たちに地域が手厚
く見守っていくことが再犯率を下げることに繋がるのではないかと考えます。保護観察が付
かない満期出所者に手厚いサポートシステムが必要であります。
アパリはインテグレーション・センターを作ることにいたしました。法律問題を抱えた人
には法律事務所もあり、医療が必要な人にはクリニックもあり、そして止められないことを
正直に話せる仲間と住居を提供していきたいと考えてい
ます。福祉を含めたフォローアップができる体制を整え
ることを目的としたAPARI・Integration・Center
（AIC）が東京に誕生しました。
理事長 近藤 恒夫
新しい住所：〒162-0055 新宿区余丁町１４－４
アパリ・インテグレーション・センター１Ｆ

Integration=統合す
る。差別をなくすとい
う意味もあります。

アパリ・クリニック上野
の移転は年内を予定して
います。
詳細はお問合せくださ
い。

「フェローシップ・ニュース」№59
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フェローシップ・ニュース

アウェイクニングハウス 入寮者からのメッセージ
「回復の道」との出会い
タケ

書籍のご案内！
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。

皆さんこんにちは。僕は今年の３月に福井刑務所を仮釈放で出所し、病院での治療プログラ
ムを経て、５月に日本ダルク アウェイクニングハウスにつながりました。僕自身、受刑生活中
に送付されてくるフェローシップ・ニュースを読んでいましたので、そこに自分の体験談が載
るというのは、少し気恥ずかしく妙な感じを覚えます。
僕がクスリに深くはまっていってしまったのは33歳頃のことでした。その当時は、ある会社
の労働組合の専従役員として大阪へ赴任して仕事をしていました。近畿北陸四国と担当範囲が
広く、遠距離の出張もとにかく頻繁で、そのため一人で巡回行動する時間がほとんどでした。
そうした環境下、人間関係からのストレスも多いなか、徐々に自分の中で「逃げの世界」を大
きく広げていってしまったのです。それが「クスリの世界」へと向かう入口でした。
僕は社会に出てからいくつかの世界を持って生活してきました。仕事仲間との世界、学生時
代の仲間との世界、異性の相手との世界、ひとりで遊ぶ世界、飲み友達との世界、家族との世
界･･･これらの世界はそれぞれ互いに人間関係が重ならないように自分の中で区分けしており、
自分はそれらの世界を渡り歩いてきました。つまり、ある世界に必要に応じて逃げ込んではス
トレスを解消し、また時に自分を解放し、それぞれの自分を満たす･･･そうしてうまく自分のバ
ランスを取って生きていたつもりだったのです。
しかし実際には、何かに積極的になれている時期にはその何かに依存症的であったり、逆に
うまくいかなくると逃避して悪循環に陥ることが多いなど、今にして思えばバランスが悪いう
えに自分に成長をもたらすこともない、まさに自分の抱える病的な問題のひとつだと思えるの
ですが、当時はうまくやれていると思い込んでいました。だんだん状況が悪化しているなんて
考えもせず･･･もしかしたら心の奥底では気付いていたのかもしれません。職位や給料が順調に
上がっていこうとも、得体の知れない不安や苦しさや恐れが常に背後に潜んでいました。今の
生活ではそれらから解放されているため、当時のその恐れの存在を認識することができます
が、それは今だからわかることなんですね。
そんな僕ですから、前向きになれる世界を持てない状態の自分の中には、覚醒剤は実に簡単
に浸透していきました。遊びに、女に、仕事に、ストレス解消にこれほどいいものはありませ
んでしたし、使うことに迷いなんて全く感じませんでした。それまでいくつか持っていた「逃
げの世界」はどんどん「クスリの世界」へと集約されていきます。
こうしてクスリの世界を手に入れた僕は、加速度的にクスリへの傾斜を強めていきました。
クスリの世界以外のことはどんどん疎かになり、いいかげんな言い訳や嘘を積み重ね、社会生
活は成り立たなくなり、やがて覚醒剤使用が周囲にばれて一度目の逮捕･･･その時には、これで
クスリから離れることができるものと思っていました。
しかし薬物依存症はそんな簡単なものではありません。執行猶予をもらった1ヶ月後にはも
う再使用していました。その時から、他に逃げる世界を無くしてしまった僕が逃げ込むのは、
当然のようにクスリの世界でした。そのことで、クスリの世界無しでは自分の人生が立ち行か
ない状態に陥っていました。それでも自分の頭の中は「まだなんとかなるさ、うまくやれるは
ずだ」と根拠のない甘すぎる考えに支配されており、それがおかしいなどとは思いもせずに
日々を過ごしていたのです。
そんな生活がまともに続いていくはずもありません。２度目の
逮捕では家族にこの上なくひどいダメージを与えてしまいまし
た。家族を自分以上に傷つけてしまったことに自分自身が耐え切
れず、深い深い絶望の中に沈んでいた時に、ある一冊の本と出合
いました。それは「拘置所のタンポポ」という本です。あらゆる
希望を失っていた僕の前に示されたのは、自分と同じ薬物で苦し
んできた仲間と共に歩む回復の道でした。

「フェローシップ・ニュース」№60
特定非営利活動法人

平成25年9月1日

奇数月1日発行

アジア太平洋地域アディクション研究所

こんな自分にもまだ生きる道があるんだ、という新しい希望を与えられました。それから
はもう自分の中に迷いは全く有りませんでした。面会に来てくれた両親に、なんとか出所後
はダルクへ入れるように連絡を取ってほしいと自分からお願いをしたのです。
そして、その本との出会いから２年半後、僕はこの日本ダルク アウェイクニングハウス
につながり、回復へ向けて一歩を踏み出すことができました。毎日、仲間と共に、ミーティ
ングや役割（自営作業を割り振って担当）、琉球太鼓エイサーなどのプログラムをこなし、
自分にとっては結構充実した時間を送れているように思います。
ここに来てまだ短いながらも、いろいろと気付きを得ることができています。回復へのプ
ログラムとしてはNAの12のステップの実践が軸となりますが、その最初のステップは「薬
物に対しての無力さを認めること」と「生きていくことがどうにもならなくなったと認める
こと」です。僕の場合、このステップはどん底に落ちたとき既にクリアしたと思っていたの
ですが、数年の時が経ったことで、最近は「もう薬物は使いたくない」けれど「もしかした
ら今度は薬物をうまくコントロールして使えるんじゃないか」という思いが浮かんでくるよ
うになりました。それならばどうなるにせよ、もう一度使ってみてさらなるどん底を突いた
方が自分の気持ちを納得させられるのではないか、とも考えました。しかしミーティングで
仲間の話を聴いたり、仲間に相談したり、自分で静かに考えをめぐらせるなかで、こうして
使おうか使うまいかと迷うことに対して「降参」することにしました。現に今こうやってク
スリを使わない１日を選び取れていること、それは「自分の意思」ではなく「自分より上の
力の意思」なのだと最近では感じるようになりました。事実選び取れているならば、自分の
意思を使って「無理に」クスリを使う必要はないのです。これは自分にとって、とても大き
な気付きでした。
依存症からの回復は一生続くもの、あせらずに、少しずつ出来ることをやっていこうと
思っています。ダルクやNAで目指す「回復」とは、クスリを止めるだけではなく、自分の
人間性を変えていくという、大変奥深いものです。僕がプログラムに本格的に取り組むのは
まだこれからですが、それでもミーティングでの経験の分かち合いや仲間とのフェローシッ
プを通じて、回復への力と勇気をもらいながら日々生活しています。ひとりで回復すること
は困難でも、仲間がいることで、時に支えられ、時には支え、それぞれが回復していくこと
が出来る･･･ それをだんだん実感できてきているように思います。そしていつか、自分が
傷つけてしまった人たちに埋め合わせをしたい、と思っています。

リカバリー・パレード「回復の祭典」
第4回リカバリー・パレード「回復の祭典」を開催します。
心の病、依存症、生きづらさなどからの回復を歩いている。本人と、家族、友人、支援者、その他
の賛同者が、回復の喜びを祝うパレードを行います。私たちは、回復が可能であることを自分の声
と顔で社会にアピールします。
新宿を一緒にパレードしたい方は集合してください。
日時：2013年９月23日（月・祝）11時集合
集合場所：新宿区中央公園 水の広場
北九州・広島、同日開催！
後援：神奈川県社会福祉協議会、新宿区、新宿区社会福祉協議会、東京都、東京都社会福祉協議会

第13回ＤＡＲＳのご案内
10月26～27日、アパリ・インテグレーション・センターにおいて第12回DARS（薬物依存症
回復支援セミナー）を行います。
アパリの新しいビルを見る内覧会も併せて行います。ぜひご参加いただければ幸いです。
日時：2013年10月26日（土）13時～17時、27日（日）10時～15時
会場：アパリ・インテグレーション・センター内会議室
参加費：5,000円
お申込み・お問合せ：木津川ダルクの加藤までお願いします。（電話＆Fax077-451-6597）
※詳しくはアパリのホームページをご覧ください。
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近藤恒夫著
ほんとうの｢ドラッグ」
販売中！
この度、小学校高学年～
中・高校生向けの薬物依
存症を理解するための本
ができました。
学校教育の現場でご活用
してはいかがでしょう
か？
発売：講談社
定価1,260円（税込）

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！

弁護士の先生方へ
全国ダルク次世代スタッフ
研修会を10月2日～3日に行
います。
今回は特に弁護士の先生
方にも聞いていただけたら
と思っています。お時間が
許す限りご参加頂ければ幸
いです。
日時：2013年10月2日(水)
10時～17時、10月3日(木)
10時～12時
会場：浅草ビューホテル
4階飛翔の間
参加費：無料
申し込み：アパリ（志立）
03-5830-1790までお願いし
ます。
※一般の方は参加できませ
んのでご了承ください。

「フェローシップ・ニュース」№59
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＜アパリの司法サポート＞

アパリの支援

《薬物事犯で逮捕された刑事被告人に対す

薬物事犯で逮捕

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

薬物犯罪で逮捕されたら刑務所に行くか、

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)

再犯防止に向けた何の取り組みもないまま

○アパリ東京本部

執行猶予の判決を受け、また薬物のある日

〒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

常に戻るしかない日本において、はじめて刑

保釈(身元引受)

罰以外の再犯防止に向けた取り組みです。

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
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

○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
○入寮費 ：月額￥160,000
（初月のみ￥175,000）
＊生活保護の方も可能
○入寮条件：薬物依存症から回復
及び自立をしようとしている本
人。男性のみ。年齢制限はありま
せん。
○入寮期間： 個人により差があ
るので、話し合いながら決めてい
きます。

談などあらゆるニーズにお応えします。なお、
裁判（情状証人・報告書提出）

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

執行猶予

刑務所（身元引受
通信ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・

釈放の時に出迎えに行き、リハビリ施設に繋

面会等）

げるお手伝いをしています。
出所出迎え

ギャンブルの問題が原因で逮捕された方の
司法サポートも行っています。（窃盗、横領、
詐欺等）ご相談ください。

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

[費用：コーディネート契約料として一律21万円
（税込）。交通費・宿泊費の実費が別途必要です]

社会復帰

【お問合せは東京本部まで】

＜アパリ・家族教室＞
第1月曜

連続講座・テーマ

第3月曜

ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ関連講座・テーマ・講師

9/2（月）

第8回
あなたの環境や状態をいいものに
変えよう

9/16（月）

祝日のためお休み

10/7（月）

第1回
薬物依存症によるダメージと回復

10/21(月)

№16
「弁護士とアパリ・ダルクとの連携」
奥田 保氏（東京弁護士会）
髙橋 洋平氏（東京弁護士会）

第2回
薬物への欲求と「きっかけ」「危険な状 11/18(月)
況」への対処について

№17
「ハワイHOPEプログラム視察報告」
森村 たまき氏（国士舘大学講師）

11/11
（月）振替

12/2（月）

5/1よりホームページがリニューア
ルしました。ぜひご覧ください。
http://www.apari.jp/npo/
発行者：近藤恒夫
編集責任者：志立玲子
平成25年9月1日発行
定価 １部 100円

1/6(月）

第3回
薬物依存症者の心にある2つの考え

№18
12/16(月) 「ﾄﾞﾗｯｸﾞと感染症＆ｼﾞｪﾝﾀﾞｰについて」
古藤 吾郎氏（ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ）

第4回
本人・家族の心の成長－自律心・自尊 1/20(月）
心を伸ばす関わり

№19
「警視庁の薬物再乱用防止の
取り組み」
蜂谷 嘉治氏（警視庁）・交渉中

【対象】
○連続講座（全8回）は家族のみが参加可能で、どの回からも参加できます。
○アディクション関連講座はどなたでも参加できます。
【時間】18：30～20：30

【場所】アパリ･クリニック上野 ２階（11月より新事務所）

【参加費】3,000円 （2名の場合は4,000円）

【申し込み】不要

