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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。 
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 アパリの恩人の皆さまのおかげで、今年も無事、新年を迎え

ることができました。 

 昨年は連日のように危険ドラッグに関連する事件事故が報道

され、薬物問題がクローズアップされ、身近な問題とされまし

た。今だからこそ福祉、教育、医療、司法各界のシームレス

（節目のない）な連携が不可欠です。まさに各分野のAll in 

One機関であるアパリの存在が求められていること、胸に新た

にします。 

 昨年末には衆院選挙がありました。しかし投票率は戦後最低

を記録するなど、景気回復の恩恵を受ける層から漏れた人々は

日陰に追いやられてしまうような雰囲気を感じるのは私だけで

はないでしょう。経済優先だけでなく、失敗しても自らの選択

で、もう一度立ち直れるチャンスが与えられる、希望ある国と

なることを期待します。 

 最高裁判事に就任されたことから一時離れていた横田尤孝元

理事がアパリの顧問として昨年11月から復帰しました。ますま

すパワーアップし、依存症に関する継続的支援の場を推進して

まいります。 

 本年も皆さまにとって素晴らしい一年

となること、スタッフ一同お祈り申し上

げ、新年のご挨拶といたします。 

 

理事長 近藤 恒夫 

 

 

 

他者に温もりを・・・ Ｂｙ 



 「フェローシップ・ニュース」№68 平成27年1月1日 奇数月1日発行 

 

Page 2 フェローシップ・ニュース  

 インドの首都、ニューデリーから西に約600キロ離れた街、ジョードプル。広大なタール

砂漠の入り口に位置し、長さ10キロに及ぶ城壁に囲まれた旧市街のほとんどの建物が青色に

統一されていることから、“ブルーシティ”とも呼ばれています。その街の郊外にあるホテル

にて開催された“アジアの薬物政策と人権”という10日間の国際セミナー（11月5日〜14

日）に参加させていただきました。 

 このセミナーは、米国のオープン・ソサエティ財団と、現地の国立ジョードプル大学公衆衛

生学院が協働で開催するもので、これまでに2回実施されたようです。参加費用はすべて財団

が負担するため、参加のための審査があり、今回は約200人の応募に対して30人弱が参加で

きたということを聞きました。参加者はすべてアジア圏から来ており、インドをはじめ、アフ

ガニスタン、バングラデシュ、インドネシア、キルギスタン、ミャンマー、ネパール、パキス

タン、スリランカ、タジキスタン、そして幸運にも、日本人として私もこの機会を得ることが

できました。セミナーの講師陣はアジアに加えて欧米からのさまざまな分野の専門家が務め、

多様なプログラムがおこなわれました。その一部をここでご紹介したいと思います。 

①公衆衛生と薬物政策 

 注射によるドラッグの使用と関連の深い感染症（とくにHIV）に焦点を当て、麻薬撲滅戦争

（という世界的なキャンペーン）にもかかわらず、1990年代〜2000年代にかけて世界中で

ヘロインを中心としたドラッグの注射使用による感染が拡大していきました。そのなか、注射

器交換や薬物代替療法などが実用的・効果的な対策として展開されてきており、それでも世界

中で十分に対策がとられていないという課題が残っていることなどがテーマとなりました。 

 その他にも、女性が直面する問題と、公衆衛生の観点で国際的な薬物政策がどのような方向

を目指してきているのか、ということも取り上げられました。前者では、世界中の薬物政策に

おいて女性に関わる問題や対策（女性の受刑者や妊婦への社会サービスなど）が軽視され差別

的な扱いを受けてきていること、後者では、例えばドラッグ使用に対する非犯罪化・非収容政

策、強制的な治療の禁止などが盛り込まれたWHO（世界保健機関）の提言などが論じられま

した。 

②医療用大麻をめぐる議論 

 米国コロラド州で合法化されている医療用大麻の生産者が講師を務め、医療用大麻の作用や

効果、使用当事者やその家族のエピソード、合法化を選択した州の目的や経済改革等について

議論されました。 

③薬物政策と人権・法システム 

 前国連人権理事会特別報告者を務めたインド出身の弁護士による講義でした。第二次世界大

戦後、国連で人権に関する条約が作成さら、到達しうる 高水準の健康を享有する権利が唱わ

れていくようになっていきましたが、その一方で、国連内の国際麻薬統制委員会（INCB）が

展開してきた薬物規制は、結果的にドラッグを使用する人への差別を助長し、健康に関する権

利を脅かしてきたことが議論されました。さらに、麻薬撲滅戦争は効果を出せずにきたうえ

に、ドラッグ使用の犯罪化・差別化を強めてきたこと、薬物政策を国際的な人権問題として取

り組んでいくことへの課題などが取り上げられました。 

④国際的な薬物規制システム 

 国際的な薬物規制システムの歴史、関連する機関、システムの構造と機能について取り上

げ、そして、そのシステムの有効性や費用を検証し、今後どのように展開されるべきかをディ

スカッションしました。例えば、非犯罪化という政策は薬物の単純な所持と使用を対象とする

ものであるため、流通や製造等に関する規制についても合わせて検討することが重要であり、

そのなかには規制化（医薬品のような販売規制制度など）が含まれることなども取り上げられ

ました。 

 その他のプログラムのテーマとしては、⑤ケシに対する代替農業開発の是非、⑥アディク

ションと臨床治療、⑦同性間で性行為をする男性コミュニティにおけるドラッグ使用への介

入、⑧政策提言（アドボカシー）の実践などがありました。 

国際セミナー“アジアの薬物政策と人権”in インド  
 

ソーシャルワーカー 古藤 吾郎 

プログラムの風景 

ジョードプルの青い壁と、

そびえる城壁（手前の建物

の壁が、パステル・ブルー

に塗装されています）  

セミナーの看板 

《研修報告１》 
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アジア太平洋地域 

 こうした多様な分野のプログラムに加えて、参加者同士のネットワーキングもセミナー

の主要な目的の一つであると、主催者は話していました。実際に、さまざまなアジアの地

域で保健、医療、法律等の分野で活動している方々と交流できたことは本当に貴重なこと

でした。ほとんどの参加者は開始前日にニューデリーのホテルに宿泊し、本来はジョード

プルまで飛行機で行く予定だったのが、繁忙期で私を含め15人くらいの参加者は飛行機の

チケットが手配されず、その代わりにデリー駅から夜行列車に乗ってジョードプルに向か

うことになりました。インドの主言語であるヒンディー語を誰も話せない私たちは、夜の

12時近くに時刻表より30分以上遅く来た列車に半信半疑で乗り、まだ夜も明けないうち

に見知らぬジョードプルの駅に降り立つ、そんな冒険からこのセミナーが始まりました。

そのおかげもあってか、終わる頃にはまるで同じ職場で働く同僚のような親しみを抱きな

がら、再会の約束をして別れを告げることになりましたが、いまでもFacebookをはじめ

インターネット上のコミュニティ・サイトや、LINEのようなツールを使ってつながってい

ます。ドラッグ使用者に対する差別や偏見が根強い社会をいかに変えていくことができる

のか、目指しているところはお互いに共通しているところが多くあることを感じました。

印象的だったことの一つとして、ドラッグを使用した患者を医者が警察に通報することが

あるかと尋ねたとき、私以外は誰も手を挙げなかったことです。医者は守秘義務があるか

ら通報しないよ、と当然のことのように、みな言うのです。そうした国でも人権を軽視し

た法制度があって、さまざまな差別や偏見が存在しているにもかかわらず・・・。 

 ドラッグをめぐる国際的な政策がこれまでにどのように展開してきたのか、そして、そ

れは果たして有効と言えるものだったのか、さらに、今後、どういった方向を目指してい

くべきなのか、こうした視点であまり考えてこなかった私にとって、このセミナーでの学

びはとても実り多いものでした。国際的な視点と日本国内の政策を結びつけていくという

活動は、まさにアジア太平洋地域におけるアディクションを研究するアパリが目指すとこ

ろなのだろうと考えています。微力ながらもこのセミナーで得たことを活かすことができ

るように、より幅広い活動に励んでいきたいという思いでおります。 

 

 

 

 

メキシコでの治療共同体世界会議に参加して 
フィリピンプロジェクト・チーフ 梅田 靖規 

 

 メキシコのカンクンにて、11月２日から１週間開催された、２年に一度の、TC（治療

共同体）世界会議に参加し、ニューヨークのデイトップの首脳陣と話し合い、その後、

ニューヨーク郊外、レインベックのデイトップ入所施設３箇所に滞在研修してきました。 

 初めてこの会議に参加したのは、２年前の同じ時期になりますが、「米国の施設で働い

て多くのことを学びたい」と準備していた頃に、現木津川ダルクの加藤施設長とともに、

急遽インドネシアで開催された会議に参加できたのがきっかけです。メキシコは危険だ。

そう言われていたので、少し不安もありましたが、カンクンは、メキシコでも有名なリ

ゾート地で、カリブ海が一望できる、安全なところです。関係者曰く「メキシコが危険と

いうのは、大きな間違いだ。危険なのは全て麻薬がらみ。麻薬がらみは命の保証はない

が、それ以外は安全ですよ」と伝えられ、逆に薬物問題の壮絶さを思い知らされました。

現地で、東海大学の宮永耕先生と合流し、先生のこれまでの研究を聞きながら参加できた

ので、「内容２倍」という感じで始まりました。 

 会議の冒頭では、会議の前週に亡くなられた神父であるデイトップ代表の写真が映し出

され、深い黙想から始まりました。今回はメキシコでの開催とあり、ラテンアメリカ治療

共同体連盟と密な関係である、メキシコ青少年統合センターの主催で、メキシコ全土より

500名近くの青少年の薬物問題解決を支えるボランティアの方々が参加しており、全員が

入場した時には大きなエネルギーと麻薬問題に取り組む熱意を強く感じました。実際には

ほとんどがスペイン語でしたが、通訳がしっかりと入ったので問題はありませんでした。 

  

 

修了証を持っての 

記念写真 

会場の様子 

《研修報告２》 
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 実際の内容詳細は、今後伝える機会があればお伝えしていこうと思いますが、２年前に、

TCは大きく変わらなければいけない時期に入っており、全てを見直して構造改革をし直して

いくということでした。今回は実際にそれを実践してその経過を報告するプレゼンテーショ

ンがほとんどで、それによって変化した事項の報告、米国の研究者からは、現状のマリファ

ナ問題から新型ヘロインの大流行によるヘロインプログラムの再開なども興味深く、アジア

からは中東での児童の薬物問題など、また実際に米国の薬物依存症治療現場における国の支

援減少による運営困難から来る、さまざまな対策なども切実に伝わってきました。これまで

のデイトップ哲学の共有が基本になることは重要事項として伝統を守られていますが、プラ

イマリーケア、エビデンスベースドアプローチ、そしてデイトップ哲学を統合した現在のTC

がこの２年で大きく変化したことが伝えられ、また政府指導の諸外国のTCが実際のものと違

う内容になってきてしまっている問題の修正など、取り組みに対して多くの研究者、当事者

が意見を共有、尊重し、構造改革が行われている報告が主になっていました。 

 また、デイトップ広報のAJと今後のことについて話し合い、その後、単身デイトップに向

かい、３日間の施設滞在を経験しました。滞在中に、30日プログラムのヴィレッジにて、危

険ドラッグが持ち込まれたりもあり、どの国もその辺りは同じだと思い、逆に安心したの

と、職員会議にも参加させていただき、たくさんの質問にも対応していただきました。 

 デイトップで感じたのは、当事者職員が当事者としての役割をしっかり認識して、それを

越えず、自分の役割を適切にこなす姿に、大きな刺激を受けました。当事者だからできるこ

とを 大限に活かし、朝のアファメーションミーティングのファシリテートは見たことのな

い感動を覚えました。また、専門職職員によるワークショップや、それぞれが平等に尊重し

合っている姿が、利用者にも反映されている姿は、理想のデザインと感じられました。広大

な施設は、教会の神父である代表が福祉施設を改良して設立したもので、空間の大切さを、

アミティと同様感じました。実際の運営についても確認してきましたが、ここでは割愛させ

てもらいます。デイトップに関しても、１ヶ月研修をして、逆に日本の良いところを伝えて

欲しいと打診され、非常にありがたい限りです。 

 終日は副代表とレインベックの街を散策し、その中で、 初はデイトップも街じゅうか

ら大反対の時代があったこと、彼の修士論文がTCと12ステップについてだったことなど、

楽しい時間の中、日本で起こっている問題も、アメリカでも通ってきた道だということを知

り、大きな希望もいただきました。 

 次回の治療共同体世界会議は、おそらくマレーシアで開催されることが有力でほぼ決定し

ているとのことです。マレーシアはペンガシというTCがマレーシア全土で日本のダルクのよ

うに展開しており、今回、ペンガシの代表であり、アジア治療共同体の中心となって活動し

ているユネス氏と話し合う時間を設けていただき、次回の会議まで（フィリピンプロジェク

ト開始前）に長期研修を打診されております。そのようなことが実現すれば、アジアの依存

症治療の現状を、もう少し洞察でき、なにか日本へのフィードバック、また友好関係を築け

ると思っております。 

 実際には毎回この開催時期は僕自身のクリーンタイムの記念

日と重なっており、前回はバリ島のミーティング会場で、今回

はニューヨークのミーティング会場で自身の記念日を仲間に

祝ってもらいました。２年毎の会議で、年々依存症治療現場は

各国共に急速に変化を続けています。 

 次回の参加までにも大

きく変化があると思いま

す。多くの治療施設やコ

ミュニティ、関係機関が

綿密なネットワークをこ

れからも築き、多くの仲

間が、苦しみから解放さ

れる資源を見つけること

ができることを願ってお

ります。 

チェチェンイツァ遺跡

にて 

デイトップ副代表フレッド

とギリシャのPSW 

クレオパトラと 

メキシコのメンバーと 

デイトップ首脳陣、ペンガシの 

ユネス代表、宮永先生と会合 
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 愛光女子学園を参観して 
森村 たまき 

（アパリ嘱託研究員・国士舘大学法学部講師） 

  

 10月の終わり、国士舘大学法学部の尾田真言ゼミをはじめとする３ゼミ合同で愛光女子学園を参

観し、それにアパリスタッフも同行した。 

 女子学園という名称だが、ここは全国に９カ所ある女子少年院のひとつで、14歳以上20歳以下の

女子少年を収容する初等・中等少年院である。1949年設立と、国内で も歴史が古い。 

 初に、学園の歴史、生活などについてお話を伺った。歯みがき、洗面も知らない子に基本的な

日常生活習慣を身につけてもらうところから始めることもあって、というお話にさっそく衝撃を受

ける。家庭環境に恵まれない子が多く、彼女たちは非行少年という側面と同時に、虐待などの被害

者という側面を持っている。彼女たちのつらさを受けとめ、正常な女性のモデルを知らない子たち

に、ケアと再非行防止指導の両方を与えてゆくというお話であった。またその際、意図的に問題が

表出するよう配慮指導しているというのも興味深かった。 

 その後、施設内を見学。 初の面会室で伺ったお話が印象に残った。月に一度30分の限られた保

護者面会の時間をなんとか実りあるものにしようと、施設の方は前もって母親に「お母さん、はじ

めの10分間はどうか娘さんの話を聞いてください」と頼むのだそうだ。だが大抵母親は娘の話の途

中で「またそんなこと言って」といった調子で割り込んで自分のペースで話をしてしまう。それな

のに面会後、「どうでしたか？」と聞くと、涙ながらに「今日はいい話ができてよかったです」と

答えるケースが多いそうである。他方、娘さんの方に「どうだった？」と聞くと、「話にならな

い。やっぱりお母さんは私の話なんか何も聞いてくれなかった」と答えるのだそうだ。「ちゃんと

話ができなかった」と、母親が落胆している場合はまだましで、多くの母親は娘とのコミュニケー

ションが成立してないことに気づきすらしない、との由であった。 

 授業中の教室が多く、教室内は参観できなかったが、居室や食事ホールなどを見てまわった。食

事の際に向き合って座るとどうしても互いが気になって喧嘩等が起こりやすいので、あえてテレビ

をつけるなど、生活の中で細かい配慮をしているそうだ。外の運動場にも案内していただいたが、

至近にマンションや住宅が隣接する環境で、外部から写真を撮られるおそれもあって、なかなか外

で運動させるのは困難だとの由であった。年に一度の運動会の時には庇の深いサンバイザーをか

ぶって運動するそうである。近隣への配慮等、都市型施設ゆえのご苦労もあるそうだ。 

 在院中に中学校を卒業する少女もあり、それぞれが学籍を置く地元中学校の校長・教頭先生に臨

席してもらって卒業証書授与を行っているそうだ。自分もここでこういう卒業式をしたかったと、

泣く少女もいたそうである。 

 今回、案内をしてくださった方は、以前法務省矯正局時代、アパリ藤岡センターを訪問、宿泊さ

れたことあるそうで、事務局長の尾田とはその時以来だと懐かしがってくださった。非常に丁寧な

説明をしていただき、有意義な参観であった。 

愛光女子学園正面 

第9回 ＮＯ ＤＲＵＧ 警視庁 12/21 
髙橋 洋平 

（アパリ嘱託研究員・弁護士） 

 

 平成26年12月21日（日）午前、警視庁本部（霞が関）で、第9回NO DRUG警視庁が開

催されました。参加者は、過去に薬物事件で逮捕されたことのある当事者やその家族、刑

事、弁護士、援助職、アパリ・ダルク関係者ら約80人。 

 アパリ理事長の近藤恒夫は、冒頭の挨拶で、「警察は事

件にするだけでなく、再乱用防止の取り組みまでやるべ

き」と語り、その後、当事者やダルク職員の体験談、蜂谷

警部から平成26年の総括、本年のNO DRUG警視庁の概要

等の話がありました。 後は、アパリ監事の奥田保弁護士

の講話があり、再乱用防止の輪を広げていくためのメッ

セージが伝えられました。 

 NO DRUG警視庁は、蜂谷警部ら有志者の非番の時間で

の活動であり、警視庁内ではあまり知られていないとのこ

とでした。警視庁内での連携（周知拡大）も今後の課題と

して挙げられていました。 

  

警視庁正面玄関にて 

左から市川弁護士、奥田弁護士、

蜂谷警部、志立、髙橋 

愛光女子学園全景 

アパリ監事の 

奥田保弁護士 

近藤恒夫 
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「依存症からの回復～仲間とともに～」 

ピース 

  

 日本ダルクアウェイクニングハウスに来て、約２ヶ月が経ちました。 
 

 僕は、違法薬物使用の罪で逮捕されました。留置所の中でこの施設のことを知り、保釈後す

ぐに施設への入寮を決意しました。裁判で懲役１年６ヶ月、執行猶予３年の判決が言い渡され

た後、引き続き施設での生活を送っています。 

 

 逮捕される直前の生活はというと、日中は仕事をしながら、夜は都内で開かれる自助グルー

プのミーティングに通っていました。自助グループとは薬物依存症者が匿名で集まるミーティ

ングのことです。依存症にはアルコール、薬物、ギャンブルなど様々な種類がありますが、い

ずれの依存症においてもこのようなミーティングに通うことが治療につながると考えられてい

ます。 

 

自助グループのミーティングに通いながら、約半年間は薬物を使用することなく生活を続け

ていました。そして、このまま、薬物を使わない日々が続くと思っていました。しかし、ある

日突然、再び薬物を使ってしまう日が来てしまったのです。それまで、薬物から遠ざかるため

に自助グループのミーティングに参加し、いろいろな努力をしていたにも関わらず、急に自分

のまわりの世界に霧がかかったように、周囲の人の言葉がだんだんと聞こえなくなるような感

覚に支配され、気がつけばあっという間に薬物の世界に戻ってしまっていました。 

 

「誰かに命を狙われている」、「誰かに殺されてしまう」。そんな幻覚や妄想が現れたのは

今回が初めてでした。約半年間も薬物を使っていなかったにも関わらず、今回の幻覚と妄想は

これまで経験したものの中で もひどいものでした。その時のことは、今でも思い出すだけで

恐ろしく、辛く、苦しい心の傷となっています。 

 

“自分のことがわからなくなる”とは正にこのことです。本当の自分は薬物をやめたいと

思っている。にもかかわらず再び薬物に手を出してしまった自分もいる。本当に薬物をやめた

いのか、それとも本当は使い続けたいのか。留置所の中で、何度も何度も自分に問い続けまし

た。そして、たどり着いた答えは、“やめたいと思っていてもやめることができない”、これ

こそが依存症の本当の恐ろしさであり、このことに気づいたとき自分が依存症であるというこ

とを初めて心から認めることができました。 

 

依存症という病気において、「治癒」や「完治」という考え方はありません。依存症は一生

つき合っていく病気であって、決して治ることはありません。けれどもそこから、少しでも良

い方向へ「回復」することができる、ということを知りました。 

「回復」という言葉が何を意味しているのか、 初は全くわかりませんでした。薬物を二度

と使わないという強い意志があれば、目の前から薬物がなくなれば、まわりに薬物を使う人が

いなければ、依存症から回復できると思っていました。しかし、それだけでは不十分であるこ

とがわかりました。なぜ薬物に手を出したのか？ なぜ法を犯すことをためらわなかったの

か？・・・自分が抱える“生きづらさ”とは何なのか。自分を知り、「ありのままの自分」を

認めること。「ありのままの自分」を受け入れること。・・・自分の感情と向き合うこと。恐

れ、怒り、悲しみ。これまで誰に傷つけられ、どんなときに傷つき、自分の中の何が傷つけら

れたのか。自分の欠点や短所を知り、それを変えていくこと。そして、自分の生き方、考え方

を変えていくこと。 

 

  

アウェイクニングハウス 入寮者からのメッセージ 

NPO法人アパリは、群

馬県藤岡市にある日本

ダルク アウェイクニン

グハウスを運営してい

ます。 

同施設の入寮者からの

メッセージをお届けし

ます！ 
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 近、一日の終わりに、「感謝リスト」というものを書いています。その日あった出来

事、その日気づくことができた“感謝”を書き出していきます。 初は、誰かに何かを貰っ

たり、何かをしてもらったり、そういった目に見える物事に対して感謝をしていました。そ

のうち、自分の何気ない日々の生活が、実は目に見えないたくさんの物事の中に成り立って

いること、これまで当たり前と思っていたことがかけがえのない尊いものだったのだという

ことに気づくことができました。 

 

“依存症からの回復”という共通の目的をもった仲間との生活の中で僕は、少しずつ自分の

中の変化を実感しています。仲間は僕にたくさんのことを気づかせてくれます。一人では依

存症から回復することはできません。ここでの生活では一人ひとりに「役割」が与えられま

す。仲間のために、“やってあげる”、そう考えていた役割の仕事も、“させてもらってい

る”、そう考えられるようになりました。一人では、誰かのために何かをすることなどでき

ません。それを受け取ってくれる仲間がいて、はじめて誰かのために何かをする機会を得る

ことができるのです。 

 

 天は自ら助くるものを助く（Heaven helps those who help themselves.）。これまで

の生活を何もかも手放し、薬物を使わない人生を送るためにここに来ました。今は自分の回

復を 優先して、自分の回復のためだけの生活を送ることができています。自分を大事にす

ること。そして、それこそが自分にとって大事な人を本当に大事にすることだと気づきまし

た。ここでの生活を通して、ゆっくりと一歩ずつ、“仲間との回復の道”を歩んでいきたい

と思います。 

お待たせしました！ 

「拘置所のタンポポ」 

が増刷されました！ 
■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 

 

■発行：双葉社 

価格：1,400円（税別） 
 

※お買い求めの方は下記へ

FAXでお申込みください。 

FAX：03-5312-7588 

日本ダルク インテグレー

ションセンター・杉本まで 
 

※住所、氏名、電話番号、ご

希望数をご記入ください。 

拘置所のタンポポ 
日本ダルク代表  

近藤恒夫 著 

   

  

  

  

 

 関西地区でも家族教室を開催して欲しいという声もあり、今年の1月より、アパリウエス

ト家族教室を始めることになりました。  

連続8回で1クールの講座です。講義に加えてグループワークやロールプレイなど行ってい

きます。全8回ですが、どこの回からも参加できますし、1クール終了後も引き続きご参加 

いただけます。 

講師：志立玲子（アパリ・精神保健福祉士） 

   加藤武士（木津川ダルク・施設長） 

日時：2015年1月より 毎月第３火曜日 13：30～15：30 

場所：おおさかドーンセンター ４階中会議室２号室 
  (大阪市中央区大手前1丁目3番49号 ) 

費用：お一人３,０００円  （ご夫婦等2名で参加の場合は4,000円） 

お問合せ：アパリ東京本部 （03-5925-8848） 

   木津川ダルク （0774-51-6597） 

 

 

 

 1月19日（月）はアパリ顧問に就任しました元最高裁判事の横田尤孝（よこたともゆき）顧問が「最高裁

あれこれ・・・」と題して、最高裁判事時代の経験談をお話します。 

 2月16日（月）は柑本美和さん（東海大学法科大学院准教授）に、「治療プログラムと法制度～医療

観察法、DV、児童虐待の観点から」と題して、これらの法制度に関わる研究を通じた最新情報を提

供していただきます。 

 3月16日（月）は、ダルクの責任者3名による座談会を行います。今回は、長野ダルク・竹内剛氏、

日本ダルク・篠原義裕氏、とかちダルク・宿輪龍英氏の3名にお越しいただき、「私とダルクとの出会

い」というテーマでお話いただきます。 

 皆様のご参加をお待ちしております。 

アパリウエスト家族教室 開催！ 

アディクション関連講座 

家族教室からのお知らせ 
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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.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、

日本の覚醒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。 

[費用：コーディネート契約料として一律20万円  

（税別）。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。 

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 

ホームページをぜひご覧ください。 

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

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 

平成27年1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 第3月曜 アディクション関連講座 

1/5(月) 

第７回 

薬物問題を持つ人の家族の 

回復プログラム 

 

1/19(月) 

 

№29 

「最高裁あれこれ･･･」 

横田 尤孝 

（アパリ顧問、元最高裁判事） 

2/2(月） 

第８回                    

あなたの環境や状態を 

いいものに変えよう 

2/16（月） 

№30 

「治療ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑと法制度～医療観察

法、DV、児童虐待の観点から」 

柑本 美和 氏 

（東海大学法科大学院准教授） 

4/6(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                      

4/20（月） 

№32 

「ダルク30周年に向けて」 

近藤 恒夫 

（アパリ理事長、日本ダルク代表） 

5/11(月) 
第３回  

依存症者の心にある２つの考え  

 

5/18(月) 

 

№33 

未定 

 

3/2(月) 
第１回 

薬物依存症によるダメージと回復 

 

3/16(月) 

 

№31 

ダルク責任者による座談会 

（長野ダルク、日本ダルク、 

とかちダルク） 

＜アパリ家族教室スケジュール＞ 

【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・インテグレーション・センター １階会議室   

【参加費】3,000円 （2名以上の場合は4,000円）  【申し込み】不要 


