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日本ダルク アウェイクニングハウス 山本 大
ダルクに関わり今年で14年、藤岡の代表に赴任してちょうど10年ですね。
「よく頑張りました！」（奥田弁護士の声）
近くにゴルフ場があり、もともとはゴルフの宿泊客用のホテルでした。大家
さんにダルクの活動を理解していただき、安い家賃で使わせてもらっていま
す。建物は４階建てで１階、２階にミーティングルームがあります。利用者の
居住空間は３、４階になります。食堂やスポーツジム、音楽スタジオもありま
す。もともとお風呂場だったところを今はスタジオとして利用しています。
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藤岡に入寮するにあたりまず最初に契約を行うのですが、人の物は取らない
でください…。物の貸し借りなどはしないでください…。そういったルールを
説明します。契約をした後、本人の状態、家族背景などの聞き取りをします。
その後にオリエンテーション行います。契約時の補足事項として、実際にダル
クではどのようなことをするのか？ NAとは？ など説明します。また簡易
的なIQテストも行います。こういうことは以前はやってなかったんです。この
10年の間で、利用される方々も変化してきました。薬物依存症以外にも薬物
精神病の方もいますし、発達障害、知的障害が隠れているケースも多い。僕も生活を共にしているのです
が、なかなか一緒に生活してもわかりずらいんです。早いうちに明らかにすることによってスタッフもど
ういう支援に取り組めるか？ という心構えができます。IQテストの中で低い数値が出た場合は、県立群
馬精神医療センターにて臨床心理士の方を交えて、さらに検査を行います。その上でアセスメントを行
い、支援計画を立てていくことになります。実際、入寮時のアセスメントでは10項目について本人から
聞き取りをします。薬物の使用歴、医療歴、家族関係、仕事、犯罪歴、セクシャリティなど。また将来に
ついてどうしたいか？ ダルクを出たときどうしたいか？ 家族とはどうしたいか？ など聞きとりを行
います。またご家族にも連絡し、幼少期からどのような生活をしてきたのか？ など生育歴を提出してい
ただきます。
ビギナーズオリエンテーションでは、12ステップについての補足説明もします。例えばいきなりプロ
グラムでハイヤーパワーとかの言葉がでてくると反応する人が多いんです。ここでは決して宗教的ではな
いということを説明します。また飲酒について、サプリメントについてはどうなのか？ という話もしま
す。あと、自身にとっての優先順位は何か？ 今までの優先順位は仕事、家族…だったかもしれない。で
もダルクに来たらまずは回復の土台を築くことが大切。悪い循環から良い方へ変えていくためには何が必
要か？
昔は入寮後すぐにミーティングに参加しました。ミーティングの中で、なんとなく仲間の話を聞きなが
ら「こいういうもんだな…」と理解していく。しかし、今は多様な人が多いので、最初のうちに理解して
もらってからプログラムに入ってもらうようにしています。
これが私たちのスケジュールです。わりと藤岡は厳しい施設と言われます（笑）厳しいというより、忙
しいんですね。スケジュールを見てもらえたらわかるんですが。就寝時間、起床時間は定めていません。
朝は午前９時半までに先ほどの１階食堂に集まります。一日のスケジュール等を伝え、掃除をします。午
前中のプログラムはこのように日毎に変わります。お昼に太鼓の練習。午後はまたプログラムがあり、夕
方の間は役割をします。５時に夕食を食べて、外のNAミーティングに行きます。ほぼ365日通っていま
す。NAが終わるのは夜９時。施設に戻るのは途中スーパーによって買い物をして22時頃。スケジュール
はタイトに組んであります。

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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標高600メートルの山の上にあって静
かな環境であるのはいいんですが、静か
ゆえに閉鎖的に感じてしまう場合があり
ます。なるべく時間の経過が早く感じら
れるように、このようなスケジュールに
組んであります。土日は施設自体はお休
みで、利用者はセルフケアです。
ダルクでの中心になるプログラムはグ
ループミーティングです。10人ほどが円
に な っ て 基 本 的 に は 言 い っ ぱ な し、聞
きっぱなしの中で自分の話をします。またディスカッション・ミーティングやスピリチュアリティに
ついてのミーティング、12ステップのステップや伝統についてミーティングもあります。
利用者の中にはミーティングがすごく苦手という方もいます。人の目が気になる、ミーティングに
なるとしゃべれないとか。そういう人が多くなってきたんですね。何か代わるものはないのかな？
と思いました。そんなとき、せりがや病院でやっている「SMARPP」認知行動療法を千葉、栃木のダ
ルクの協力を得て「フジオカープ」として取り入れました。普段のミーティングとは雰囲気を変え
て、少人数でリラックスした雰囲気の中でやっています。身体への影響は何か？薬を使う引き金は何
か？ などについて考えていきます。通常のミーティングがダメな人はこの中で上手くやっていける
場合があります。ミーティングよりこちらの方が自分のことを話しやすい…という人もいます。そう
やってミーティングを振り分けながらやっています。僕が入寮していたころはミーティングしかな
く、１日３回うんざりするほどやりました（笑）
エンカウンターグループは割と最近取り入れたプログラムです。もともと川崎、八王子のダルクで行
われていました。川崎や八王子に行きながらいろいろ教えてもらって、去年8月から始めています。通
常のミーティングの形式とは異なり、10名以内の参加の中で、1人がトピックを出します。例えば、
「施設から出たくてモヤモヤしてる中で気持ちがすごく揺れている」など…今感じていることを題材
に話してもらいます。みんなが安心できる環境を作りトピックを出しやすくするためにも、信用がお
ける関係性の中で行わないとグループとしての機能がしない為、グループ分けは慎重にします。その
後「なんでそういう風な気持ちになったのか？」「相談したことありますか？」など周りが質問して
いく。結果を意図したものを求めてはいけない。グループの自然な雰囲気の中で引き出していく。否
定はしない。質問の時間が終わったら、本人に対して全員がフィードバックしていく。「僕もそうい
う気持ちがあったけど、今はこのように思っている…」とか。また「一回出たけど、うまくいかな
かった…」など経験を交えながら述べる。最後に本人自身が感想を述べ、自分自身にできる提案を出
し、アファメーションして終了。ダイレクトに意見を聞け、抱えている問題を解決していくにはすご
く有効なツールだと思います。
普段の生活の中で困っていること、悩んでいることをディスカッションする場もあります。全員で
行うブレインストーミング、ＫＪ法などのグループワークもあります。あとはアサーティブトレーニ
ング。依存症の人は自分自身を表現することが苦手な人も少なくありません。表現する中で感情的に
なったり、言えなかったりする人も多いのですが、アサーティブトレーニングでは感情を抑えなが
ら、相手の権利を侵害することなく自分の言葉で表現できるか？ ということを行っています。月一
回実施しており、ダルクのＯＢが指導してくれています。
そして感染症予防教育。注射器の回し打ち等により、HIV、C型肝炎になっている人がいます。ダル
クで生活する中で、正しく理解する必要がある。HIVについて、80年代はエイズ＝死に至る病と捉え
られていましたが、適切に医療に関わり薬を飲んでいれば今は決して死なない病気です。通常の生活
の中で感染することもほとんどありません。そういったことを理解していないと誤解や差別、偏見な
どを生むことになる。また予防や性感染症について学ぶことも大事です。不定期ではありますが、ア
パリの古藤さんが行っています。
これもうちで特徴的なプログラムですが、音楽プログラム、アートプログラムがあります。これは
選択性です。どっちをやりたいかを本人に選んでもらいます。元スタッフでプロのミュージシャンの
方が来て指導してくれています。アートプログラムは、東京のダルク女性ハウスのスタッフにみても
らっています。
５年くらい前からですが、群馬県の更生保護女性連盟の方に仏画の指導に来ていただいています。
見本となる絵をトレーシングペーパーを使ってなぞる塗り絵のようなものです。でもそれぞれ色の塗
り方で個性が出て、その時の感情が出てくる。また描いたものを時々美術館に展示してくれるんです
ね。自分の絵が額に入れられて美術館に飾ってもらえるのはすごくヤル気になるみたいです。
またマックダルククリスマス会のために合唱の練習をしたり、自分たちで脚本を書いて、自分たち
のストーリーを演劇にして自分たちで演じたりもします。それから藤岡といえば琉球太鼓です。もと
もと僕も沖縄ダルクにいて太鼓をやっていました。その頃は沖縄と横浜だけでしたが、今はたくさん
のダルクで琉球太鼓をやっています。僕はその後沖縄から袖ケ浦のダルクに行き、そこで太鼓のプロ
グラムを始め、藤岡に移ってからもすぐにスタートさせました。最初始めた頃は障害者施設、老人施
設などにこちらから電話してやらせてもらっていましたが、今は年に80公演近く行うようにもなりま
した。年々レベルが上がっています。
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生活習慣の見直しというのがダルクでは大切です。クスリで乱れた生活を規則正しい生活に変
え、自立心を育てます。いろいろな人と関わりを持ちコミュニケーションスキルを身につけていく
ことも学んでいきます。週末には各部屋ごとにルームミーティングを行います。各部屋にはリー
ダーがいて、リーダーたちが集まって話し合いをして生活上の問題を討議し、週一回のハウスミー
ティングで施設全体で起きている問題を利用者全員で考えてもらう。みんな誰かに言われたりする
のがすごく嫌。自分たちのことは自分たちの責任で。自分たちが決めたからこそ意識します。そう
いうことも学んでもらうためにこのシステムを取り入れています。ここには僕たちスタッフは関与
しません。あとは、食事をつくる役割、館内清掃の役割、庭の手入れをする役割、犬の世話、水道
管理、ボイラー管理、お花の手入れの役割…いろいろあるんですね。３カ月に１度、部屋と役割を
総シャッフルします。各役割ごとにセクション・ミーティングをしてもらう。１週間の計画を立
て、庭の掃除をするなら、どういうことをしていくか？ 食事の当番ならどんな献立で、買い物に
いくらかかって･･･ということも全部自分たちでやってもらっています。
あとは就労前の支援。施設で就労前にできることはやっていきたい。施設にパソコンがあり、そ
こにエクセル、ワード、イラストレーターが入っているので、私たちも教えますし、仲間も教えま
す。あとは履歴書の書き方なども。通信教育で介護ヘルパーを学んでいる人もいました。これから
通信の大学を受けたいという人もいます。ダルクにいる間にできることがあればそういった支援も
考えています。
施設でのプログラムは、ざっとこういう感じですね。10年前から比べると現在は、プログラム
も増えてきて、それなりに充実させていると思いますが、実際にこれを回していくのは僕らも大変
です。新しいプログラム導入に際しては、まず僕たちスタッフがやってみてどうなのか？ 効果的
だなと思うものは僕たちが習得して利用者に提供する。やってみて今一なものも中にはあって、
とっかえひっかえした中で今に落ち着いたという感じがあります。
また3カ月ごとに個人面談をスタッフと行い、時には家族を交えての三者面談もします。どうい
う事をしていきたいのか？ どういうビジョンをもっているか？ ３カ月、半年、９カ月、１年…
という感じで行います。基本本人主体となりますが、本人がこうしたい！と言っても家族や僕たち
が考えていることと全くそぐわないこともあれば、こうしたほうがいいんじゃない？ という提案
もさせていただく。基本的に就労時は都心部のダルクへ移動することになります。
今はそれだけではなく、障害を抱えている方もいるので、施設にいる間に障害者手帳を取得した
り、障害区分認定を取る。本人が希望をすれば精神科のグループホームに入れるように支援をし、
体験入寮なども行ってもらう。でもこういったケースも現実的にアルコール、薬物などの依存症だ
と敬遠されてしまうことがあり、最低でも２年の断酒、断薬がなくては受け入れてくれない。そう
いう人たちに対して、僕たちも通常の支援の仕方を変える必要はあり、優先なのが依存症の支援な
のか？ 生活支援が必要なのか？ 僕たちの中ではある程度分けて支援しています。
ダルクで仲間たちと生活をする中で考え方、方向性が変わってくる人もいます。どこでどう回復
の方向に向かっていくのか？ 僕自身は矯正施設から直接ダルクに行った口なので仮釈放を終えた
らすぐに出ちゃおうと思っていた。でもなぜダルクにいようと思ったかと言えば、少なからずとも
ミーティングの効果もあったと思いますが、知らず知らずのうちに仲間の影響を受けていたと思い
ます。プログラムに対して熱心な仲間もいたし、不寛容な人もいる。いろいろな仲間を見てきた中
で、将来どうすべきか？ と考えた時、プログラムをちゃんとやっていった仲間が幸せそうだっ
た。残念ながらダルクを出て行った人は精神科病院、刑務所にいった仲間が多かった。僕も入寮中
はそこまでプログラムには熱心ではなかったけど、やっぱりダルクぐらいはきっちり出たい！とい
う思いはあった。
僕は２回ダルクを追い出されている（笑）いまどき少ない。沖縄だとそうそう家に帰れない。野
宿して、親のところに電話しました。たまたま母親が電話に出て、「ダルクはひどいところで、追
い出しやがって…」と言って。「とにかく家に返してくれ！」と親に泣きつきましたが、母親は
「あんたが嫌だというところだからこそ、あんたにとっていい場所。ダルクに帰りなさい！」と言
われて電話を切られました。「このクソババア！」と（笑）。
親にも散々迷惑をかけたし、過去を振り返ってみたらやっぱり自分の中の何かを変えないと、状
況は変えられないんだな！と真剣に考えました。そのとき、やっぱりダルクに戻るしかないと思っ
た。仲間は温かく優しく受け入れてくれました。ダルクに戻ったからこそ今の僕があると思う。刑
務所の面会室でも父親と口論しました。「お前の帰れる場所はない！」「ダルクに行きなさい」
と･･･。親が身元引受人にならないことにすごい憤慨しました。今思うと親も辛かったと思う。そ
ういうことがなかったら僕はダルクに繋がらなかったし、自分でなんとかできると思っていた。そ
れが病気。おかげで今がある。だから今、両親には感謝しています。
10人いたら10人違う回復の仕方がある。自分の中では回復とはこれ！というものがない。ダル
クの中での仲間との出会い、施設でのプログラム、ＮＡでの仲間、家族との関係、仕事など、いろ
いろなものが重なって化学反応を起こし回復に広がる。そんなイメージです。ミーティングだけで
はなく、スマープだけでもない。太鼓やって変わっていく人もいるし、音楽をやる中で楽しさを学
ぶ人もいる。たくさんの経験をしていろんな感情を出していく中で気づきがあり成長する。どこで
どう回復に繋がっていくか？ 一概には言えないけど、施設にいる間に様々なことにチャレンジし
ていくことが大切だと思う。ダルクには回復に必要なチャンスがたくさん落ちている。しかし、そ
れを拾うか拾わないかは本人次第。僕たちスタッフは見守りつつ、時には声をかける。ダルクには
希望があります。
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「なぜ私はダルクとアパリを離れ、神学校を目指すのか？」
NPO法人アパリ 広報担当
海東 強
アパリで働かせていただいたのはわずか１年ほどでし
た。しかし短い期間ながら尾田事務局長、精神保健福祉
士の志立さんのもと仕事を手伝わせていただく中で、薬
物問題を持つ当事者とご家族の思い、また薬物事犯につ
いて現在の司法制度ではどのように受け止められている
のか？流れが変わろうとしているのか？違法薬物で逮捕
された後に、いかに回復に向けて依存症者がダルクに繋
がってもらえるか？貴重な橋渡しの仕事を目の当たりに
し、学ばせていただきました。アパリに関わられる全て
の方々に深く感謝します。
左から志立、奥田弁護士、海東

私は３年前、アパリ理事長であり日本ダルクの近藤恒
夫代表から、「全国のダルクを結ぶような新聞が作りたい」という新たなビジョンを託されるような
形で、縁あって日本ダルク新聞（季刊）制作の専属担当者として働きはじめました。日本ダルク新聞
に関わるきっかけは、もともと茨城県内にある地方新聞で記者として勤務していたこと、その中でダ
ルクを取材していたことにありました。
私は成長する中、偶然、薬物を使用する友人、知人がなかったため薬物依存に至ることはありませ
んでしたが、ダルクに惹きつけられる所以であるかのように依存物を求める体質や精神構造にはダル
クの利用者、当事者スタッフの方々と変わりありませんでした。10代の頃から自傷行為をはじめ過食
から拒食、また過食、そして過食嘔吐を社会人になって以後も継続していました。仕事やプライベー
トで躓きがあるたび、職場のデスクから離れ、近くのコンビニなどで大量に菓子パンなどを買い込
み、社用車の中で血眼になって胃袋に詰め込み、それをトイレに駆け込み吐いて戻して、またデスク
に戻る…。嘔吐時の激しい頭へのダメージと、空っぽでスッキリ全てを吐き出した後の空虚さによ
り、不安や悲しみ、自罰の思いから逃れられた…そんな心地で日々仕事をしていました。摂食障害も
一つのアディクション＝依存症としてくくられます。薬物問題がなくとも、私は立派な依存症でし
た。過食嘔吐を続けアンバランスな精神状態で満足に仕事ができなくなった時に、仕事のチャンスを
与えてくれたのはダルク関連施設でした。
どこにも所属せず、漂うように日々、東に西に、取材に奔走していることは、深く人と関わること
が必要ありません。限られた時間で限られた情報を得るためだけに動く記者業は、孤独の病、自傷の
病＝依存症を抱えた私にとってはふさわしい仕事だったのかもしれません。自分がそのような問題を
抱えているということを誰にも悟られたくない。それは突き詰めると、私は人を信用できない、他者
と深く関われない、という事実に気付きます。それは人に対する‟怖れ“だったと思います。
さらに過去へ遡れば、我が家は『機能不全家族』であるという事実に行きつきます。両親とも田舎
町の公務員であり、過剰に地域の目を気にして模範的理想的な人物でありたい、またはあらなくては
ならないといった強迫観念があったと思います。地域から扉を隔てた我が家の内側は、自然に社会で
ふるまえないことを呪い、悲しみ、憎悪の姿勢が渦巻くものでした。仕事に支障がない程に大酒を飲
み、家族の心理を揺さぶりもてあそぶような父親のもとで私は怯えながら成長しました。母親は家族
を円満に回すために常に父親の立場を正当化する側に立ちます。アルコールの力を借りる以外、あり
のままの自分を表現できず、人間関係が築けない父親。それは父親自身も人と関わる上での問題を
持っていたということもダルクやアパリと関わらせていただく中で深く学ばされ、父親の生きる苦し
みに初めて理解することができました。
家庭という小さな世界では、神として君臨する父親。「社会は間違っている。誰もかれも信用など
できない。そしてこの世の中は苦しみに満ちている。だからお前も罪深い。罪深さを実感しているの
か？！」毎晩酒を飲むほどに、外での苦しみを家庭内で説教し押しつける父親のそばで私は、ののし
られ、ときに殴られ、直立不動で動くことを許されないような幼少期を過ごします。「世の中の人間
は皆、同じなんだ。どこの子供たちも同じように苦しみ生きているんだ！」そう指導されれば、我が
家以外、ほかの家庭の内部を知らない私にとっては、父親の言葉に抵抗するほどに自分自身に対する
罪深さが増幅します。加えて物置に閉じ込められるようなこともたびたびで、冷たい物置の中で涙し
ながら幼い私は、自分は罪深い人間であることを刷り込まれました。
父親を頂点とする、家族という“カルト”を母親も支えていました。しかし父親を選んでしまった
自分自身の罪深さを感じ、後戻りできずに本心から目を背け、苦しみを受け入れ生きてきたのは誰よ
りも母親だったのでしょう。
本音を語るどころか最も身近な両親の体に手で触れることさえも恐れる成長過程で、私は過度に相
手がどう反応するか？を危惧する人間として成長します。思ったことを言葉で伝えられないからこ
そ、活字を通じやりとりする記者業を選び、取材先でのその日限りのような刹那な人間関係だったか
らこそ、取材記者という仕事ができたのかもしれません。しかしそれも限界がありました。不安定な
精神状態は深いうつ病を生み出し、仕事を休職し結果復職することもできなくなりました。
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そんな中、導かれるように向かったのが、役割を与えていただいた薬物依存症リハビリ施設でし
た。私はダルクで自らを偽りつつ虚勢をはり、素直な自分を否定して生きてきた仲間たちに出会い
ます。
仲間たちは、私以上に地域にも家庭にも、自らが許される場所がなく、もがきながら居場所を求
めて若い時代を漂い、偶然たどり着いた居場所で薬物に出会ったようでした。薬物をめぐる仲間だ
けが自分を必要としてくれた…。『居場所』と『出番』が人間には必要といわれます。それを見出
すことができず、見出す方法も学ぶことができなかった仲間たち。その姿は誰でもない、私自身の
姿だったのでした。虚勢と威嚇と暴力のみで、柔らかな心を麻痺させるために薬物を使い黄泉の世
界に魂を眠せるような仲間たち。彼ら、そして私が立ち直るために必要な場所は、孤独ではなく常
に仲間の誰かが隣にいて、本音を分かち合い、ハグと握手で存在が許される場所でした。
最初に施設で働き始めた時、私は仲間たちと施設の中で寝食をともにしました。小指がなく刺青
だらけの方々との日々に最初は当然のように心身を委縮させました。しかし回復の先輩である仲間
たちは、大らかに飾らずに、許しあいながら生きていました。私は社会では恐れられ、距離を置か
れる方々の中で生まれて初めて心解かされる場所を得ました。人生で初めて素直に笑い、恐れなく
人に触れられることができるようになったと感じます。同時に過食嘔吐も止まっていきました。
ダルクは、米カトリックのメリノール宣教会のロイ・アッセンハイマー神父の支援を得て、近藤
代表がスタートさせました。
施設で仲間との日々を共にする中で、キリスト教とダルクの繋がりを見定めたいと思いました。
巡り合わせから通い始めたプロテスタントの教会と聖書の学びを通じ、私はダルクの中には教会の
精神が満ちて、イエス・キリストの教えが流れることに気付かされます。
仲間たちは、何もかも失って“底つき”を経てダルクにやってきます。そこで回復に向け、口に
される言葉、生き方から聖書に通じる言葉、考え方に出会います。
繰り返し口にされる回復への合言葉、今日だけクスリを使わないという“just for today”（今
日だけ）。これは、マタイによる福音書６章34節のキリストによる 「明日のことを思いわずらう
な。明日のことは、明日自身が思いわずらうであろう」そのものであると私には思えました。
また「人は何度でも生き直せる」と希望のように掛け合う言葉は、旧約聖書の箴言にある「正し
い者は七たび倒れても、また起き上がる」に通じるようです。 これら聖書の教えを学び、委ねる
ことではじめて「正しい人」＝「神に従う人」となり、七度も転んだら、普通なら立ち上がって前
向きに生きる気力も失う中でも、希望を持って起き上がることができるという意味で初めて通じる
と考えます。
薬物依存症の自助グループには無名であり、無力であるからこその力があるとされます。クスリ
やアルコールを通じすべてを失った、無名で無力で貧しい存在。しかしそんな人々が集い、自らの
失敗をさらけ出し、語ることだけで大きな力が生まれる。なぜならもっとも名もなく、弱い存在で
あるからこそ、それだけで物語になる。そんな人々のメッセージの力が、終わりのない権力や名
誉、財力を追い求めた末に社会で躓き、惑う人々を惹きつけ、生き方を変えていくほどの力を生み
出す。同時に依存症で失った自分自身の正気を取り戻していく。ここに私はキリストを信じること
で生まれ直し、生き直すクリスチャンの方々の歩みそのものを重ねます。
クリスチャン、とくにプロテスタントの国とされるアメリカで生まれた依存症の自助グループ活
動。私は導かれるように扉を開いた教会で牧師の先生から聖書の言葉を受けるごとに、心のどこか
で以前から教会の群れに集うことを求めていたことに気づかされました。罪と死の悲惨から人々を
救い出し、神との交わりを回復するために地上にやってこられたというイエス・キリスト。キリス
トの教えへの接近は、多くの人を傷つけ、誰よりも自分自身を傷つけ、変えられない過去と向き合
い新たな人生を生きる施設の仲間たちとともにいる理由そのものに感じます。
アルコール、薬物などの依存症の仲間たちがもう一度許され、生き直すための日々を重ねるダル
ク。教会に集まる方々にも依存症の問題を持つ当事者、またご家族の姿もあります。しかしそれだ
けには収まらず突然降りかかった事故や病、様々な苦しみを背負うなど、社会での苦しみの中でや
つれ果てた方々が大勢訪れます。
ダルクやアパリの方々との日々を通じ、無名であり無力だから持つ力を学ばせてもらったこの数
年間。これを糧に、血肉にして、さらに広い世界で自らの罪と苦しみの中で生き続けるための力に
なりたい。そう願い、私はアパリを後にしようとしています。しかし私のすべての原点はダルクや
アパリで出会った仲間であること。この原点を忘れずにこれからの神学生として歩みをはじめたい
と心に誓います。

海東さんへ贈る言葉
依存症は精神的、肉体的、
社会的、霊的な病い
と言われています。
日本では霊的という言葉は
意味嫌われています。
「霊的病い」を伝えるのが
あなたの宿題です。
理事長

近藤恒夫
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アウェイクニングハウス 入寮者からのメッセージ
「少し変われた自分」
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！

「拘置所のタンポポ」
が増刷されました！

拘置所のタンポポ
日本ダルク代表

近藤恒夫 著

■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
ションセンターまで
※住所、氏名、電話番号、ご
希望数をご記入ください。

コウキ
こんにちは。薬物依存症のコウキです。年齢は39歳です。1年8ヶ月前から日本ダルクアウェイクニ
ングハウスで仲間と共に薬物依存のリハビリをしています。
まず僕の生い立ちから話したいと思います。東京都で生まれ育ちました。家族構成は両親と妹の4人
です。仲がいい家族で、過去に不自由させられた思いなどもなく、今振り返ってみても両親の育て方
に対しては不満などなく感謝しています。自由に育てられていることをいい事に、中学生から、タバ
コ、酒を覚え、シンナーにも手を出した事があります。ただシンナーも経験はしたものの、特に常用
することはありませんでした。大きな問題なども起こさず無事に中学は卒業しました。
高校入学後、徐々に生活が変わっていきました。勉強には興味が持てず、学校も昼から登校するよう
になりました。遊ぶ場所も地元ではなく渋谷、新宿、六本木などの繁華街に変わりました。飲み会や
クラブでのパーティーなどに行っていましたが、薬物がなくても楽しむことはできていました。
僕の薬物との出会い（シンナーを除く）は高校2年の時です。親友がどこからか大麻樹脂を手にいれ
自分に勧めてくれました。特に怖いなどとは思わず、ドラックに対して好奇心もあったので何も考え
ずに吸引をしました。その時の感想は、衝撃的な物でした。具体的に言いますと、時間の流れがゆっ
くり感じ、自分の中の世界観が喜びで満たされ、友人との一体感を感じる事ができ、その時の音楽、
食事など全てが幸福な思い出となりました。翌日に感じたダルさを除くと【全てがいいもの！】これ
が自分の感想でした。それから僕の遊びの中に薬物が加わりました。ただ、一人で使ったり、お金を
借りてまで使うことなどはなかったです。その他にもLSDを経験しました。高校をなんとか卒業でき
ました。
その後、専門学校に進学しましたが、課題が多く、とてもついていけないと思い、ほとんど学校には
行きませんでした。パチンコ屋で友人と再会をし、その友人と遊ぶようになりました。その友人と大
麻樹脂を一緒にやろうという話になった時に「いっしょにSもやろう」と友人から切り出されました。
Sがドラックという認識はありましたが、それが覚醒剤とは知りませんでした。恥ずかしい話ですが、
ドラックに対しての抵抗はなかったが、僕は覚醒剤には抵抗がありました。Sは大麻樹脂とは全く違う
効きでした。大麻樹脂ほどの衝撃はなかったが、疲れを感じることなく遊び続けられることが、僕に
とって都合のいい物でした。大麻樹脂をやると、顔が弛緩したり目が充血したりするのに対して、Sは
見た目に出ない事も僕が常用する要因のひとつになりました。Sを決めて一日中パチンコ屋に入り浸
り、夜も寝ないで遊ぶような日々を送るようになりました。Sが覚醒剤と気付いたときには、もう手遅
れでした。覚醒剤と分かっても使い続けました。友人と一緒に使っていたのが、一人でも使うように
なっていきました。学校に行く気はまったくなくなりました。
その結果、専門学校は休学しました。両親に対しては社会に出て働きたいというウソをつきました。
就職するわけでもなく、パチンコで生計を立てていました。そんな僕を見かねて両親が、「 再度、学
校にいかないか？」と声をかけてくれ、自分の将来に対してもいいなと思い、2個目の専門学校に入学
することにしました。入学後、間もなくトラブルが起きました。覚醒剤をめぐって地元で揉め事に巻
き込まれました。それで地元を離れることになり、一人暮らしが始まりました。自分の家をたまり場
にしてＳをやり続けました。専門学校は半年で休学。同じ結果でした。人生が下っていきました。女
性との交際もだらしなくなり、複数の女性を利用して働かずＳをやるような生活に落ちていきまし
た。交際していた女性に、薬の事と浮気が発覚し、別れることになり、僕は一緒に薬を使っていた女
性と付き合うようになりました。
仕事を全くやる気がなく、薬や生活などは女性に面倒みてもらっていました。結婚しようということ
になり、なんとか仕事を始めることは出来ました。薬を使いながら働くようになりました。その機会
に親に立て替えてもらい車を購入しましたが1ヶ月で廃車にしてしまいました。反省もなく、再度車の
ローンを組み購入しました。ローンのことや立て替えてくれた事は親に感謝です。
親には反対されたが、反対を押し切り結婚することにしました。結婚前日に2人で最後の覚醒剤を楽
しみました。「これが最後の覚醒剤」･･･そのはずでした。しばらくの間は、覚醒剤をやることなく過
ごせていましたが、夫婦間がうまくいかないことなどを理由に何度か使いました。常用ではなくたま
に使用しました。が、その事が発覚した事もあり、約3年間で離婚する事になりました。離婚後、子ど
もは自分が引き取りました。その責任もあったので、しばらくの間は使用する事はなかったのです
が、そのうち使う様になってしまいました。以前よりも使う頻度はどんどん増していきました。薬の
量に比例して、ギャンブルや借金などの問題も大きくなっていきました。楽しいはずの薬が、毎日
使っているうちに、気持ちいい物ではなくなりました。
金の回りが悪くなってきたのもあり、毎日使う生活からたまに使うようになりました。薬の力で頑
張れていたのか、薬をたまに使うようになってから、職場を転々とするようになっていきました。薬
は自分へのご褒美と思って、これから先も続けていく気でいました。使い続けた結果、33歳の時に逮
捕されました。逮捕された時には、やめる気になりましたが、半年後にはまた使っていました。使う
こと自体がまずいのではなく、捕まることがまずいと思っての再使用でした。執行猶予の身だから慎
重にならなきゃと自分に言い聞かせ、こそこそ（上手く）使っていました。

「フェローシップ・ニュース」№75

平成28年3月1日

奇数月1日発行

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

3年の執行猶予期間が再逮捕される事なく無事に終わりました。薬の使用は続けていましたが、売
人との揉め事から薬を引けるあてがなくなってしまい、薬を続ける事が出来なくなりました。逮捕さ
れる事が自分にとっての問題と考えていたので、他の入手先を探すような事はしなかったです。覚醒
剤はこの時からやっていません。覚醒剤がない生活はつまらなく感じました。安心して覚醒剤が買え
る所がなくて困っていた時に、ふと逮捕された時に留置所で話した事を思い出しました。
「 危険ドラックの中には覚醒剤と似たトビの物がある！」 周りで、危険ドラックの経験者がいな
かったので、インターネットでリサーチをして購入しました。使用した結果、その以上の効果に満足
をしました。逮捕されない！値段が安い！手軽に買える！全てにおいて理想的な物だと思えました。
危険ドラックを使った結果、なんと約2週間で錯乱状態になり、はっきりとは憶えてないですが、親
に助けを求め家に帰り、親の前で大泣きをしました。離脱症状が治まるまでの間、親に看病をしても
らいました。そのおかげでまた仕事ができるようになりました。
「 使いすぎた事が原因だ」と考え、毎日使う事をやめ、たまに使うようにしました。コントロー
ル出来るわけなく、使用を続ける内に「 死にたい」 と思うようになってしまいました。危険ドラッ
クはこの時はまだ違法薬物ではなかった為、親に相談ができました。そして、精神科に通院すること
になりました。
今度は精神科でもらった処方薬に依存するようになりました。処方薬だけでは物足りなくなり、ま
た危険ドラックに手を出しました。その結果、処方薬のODによる自殺未遂をしました。家族が悲し
む姿を見て、心が痛くなり薬を止める決意をしました。退院後、通院しながら仕事をして、夜は自助
グループに通う生活を送りました。1ヶ月間のクリーンを作る事が出来ました。しかし、そのクリー
ンもすぐになくなります。「危険ドラックに規制が入り、今後買えなくなる」 という情報を聞いた
ときに、「今後なくなるのであれば、記念に使っておこう」という気になってしまい、再使用しまし
た。精神状態はどんどん悪くなり、その結果仕事に行けなくなりました。仕事を見つけることもせ
ず、実家で薬を使う日々を送りました。ただ薬を使うだけの日々に空しさを感じた事と、子どもの事
を考え、「 自分のこの惨めな姿を子どもに見せるわけにはいかない」、と思い立ち、自分から両親
に「薬をやめたい。施設に行きたい。」と話しました。その日のうちに、精神科への連絡、施設への
連絡を行い、都内の某施設に面接に行きました。
面接の日から1週間の体験通所をし、その後入寮することになりました。入寮しても、薬は止まら
ずまた使用しました。何度か使用しながら、施設に対してはクリーンだとウソをついていました。そ
のウソが発覚してしまい、今度使ったら自分の居場所がなくなるという恐れから、しばらくの間はク
リーンを続けることが出来ました。薬を止めたのが理由かどうかは分かりませんが、ひどい鬱に襲わ
れました。約3ヶ月の間、鬱で苦しみました。ひどい鬱から僕を救ってくれたのが、危険ドラックで
した。また、薬を隠れて使うようになりました。薬を使い続けた結果、危険ドラックのODをしてし
まいました。そして精神科に入院することになりました。病院を退院後、施設に戻ることは出来ず、
強制的（笑）にアウェイクニングハウス（以後：藤岡）に転入することになりました。
「使ってしまった罰で、来させられた」という思いが最初の頃は強かったです。だから藤岡での生
活は始めのうちは苦痛でした。薬物が使えない環境のおかげでクリーンを積み重ねていくことが出来
ました。クリーンが伸びていくにつれて、少しずつ施設の生活を受け入れられるようになりました。
共同生活にものすごくストレスを感じていたのですが、今では共同生活であることで、寂しさを感じ
ないですむと思える時もあります。繋がった当初は、精神科の処方をたくさん飲んでいて、普通に施
設で生活することも大変でした。定期的に精神科の受診を受けさせてもらい、医師と相談し、減薬し
た結果、今では精神科の処方薬は飲まずにいれています。自分の中で、処方薬がなくては精神状態が
不安定になってしまうと不安だったのが、今では処方薬がない中で施設の生活を普通に送れるように
なりました。この事にも感謝しています。
ミーティングを通じて、多くの仲間と分かち合いをしていく中で、正直に過去のひどかった自分の
事も話せるようになりました。忘れたい過去ではなくて、忘れられない過去だという現実を少しずつ
受け入れる事ができるようになってきました。自分の過去を自分で見つめていくことで、薬物によっ
て自分の生き方がおかしくなっていたことを、今では認められます。薬が好きな自分は変わらない
が、自分が薬を不幸にもコントロールすることができないという事実や、自分の回復に協力してくれ
ている人への感謝、今まで自分が迷惑を掛けてきた人への思いなどから薬はもう使えないと思うよう
になれました。
仲間との関わりの中で、仲間を理解することや仲間を受け入れることで、自分の考え方に変化が起
きました。自分の回復しか考えられなかったのが、今では仲間と共に回復したいと願えるようになり
ました。何よりも、何をしてもやめられなかった薬が、入寮した日から今日まで止まっています。こ
れは自分の力ではできない事だと思います。
今では自分が依存症者だという事を受け入れることが出来ました。薬でひどい人生を送ってきた自
分の事を少しだけ許せるようになりました。自分自信を受け入れる事が少し出来るようになりまし
た。してもらって当たり前という僕の考えが少しずつ変化してきました。してもらう事に感謝を憶え
るようになりました。
約2年たった今では、藤岡に送ってくれた、前の施設の代表に対して感謝できるようになりまし
た。自分がリハビリに専念できるよう、子どもを育ててくれている僕の家族、そして藤岡の仲間、職
員、施設長に今日も心から感謝しています。最後まで読んでいただきありがとうございました。

Page 7

「マーシーの
リハビリ日記」
2015年3月25日発売
著書：田代まさし
漫画：北村ヂン
定価：1200円（税別）
出版社：泰文堂

ダルクでリハビリ中の
マーシーが漫画本を出
しました！！
全国の書店でお買い
求めください！

「フェローシップ・ニュース」№75

平成28年3月1日

奇数月1日発行

アパリの支援

＜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》
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.jp
○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。

薬物事犯で逮捕

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。

起訴(面会・差入・通信ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)

保釈(身元引受)

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65％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。 裁判中のプログラ
ムの提供、受刑中の身元引受、出所出迎え
に行ってリハビリ施設に繋げるお手伝いをし
ます。

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

裁判（情状証人・報告書提出）

刑務所（身元引受

執行猶予

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。（窃盗、横領、詐欺等）ご相談くださ
い。

出所出迎え

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】

社会復帰

＜アパリ家族教室スケジュール＞

ホームページをぜひご覧ください。
http://www.apari.jp/npo/
Facebookも始めました！

第1月曜

連続講座

第3月曜

3/7（月）

第５回
気持ちの回復：家族自身の気持ちと本
人の気持ちの両方を大事にする

3/21（月）

4/4（月）

第６回
子どもの成長を助ける関わりについて

5/2(月）

第７回
薬物問題を持つ人の家族の
回復プログラム

5/16(月）

6/6（月)

第8回
あなたの環境や状態をいいものに
変えよう

6/20（月）

7/4(月)

第1回
薬物依存症によるダメージと脳

7/18（祝）

4/18（月）

アディクション関連講座
祝日のためお休み

№41
「刑の一部執行猶予を目前にして
アパリのこれから」
座談会
№42
「依存症・・・その病気の本質は？」
近藤 恒夫（理事長）

「

№43
未定

祝日のためお休み

【対象】

発行者：近藤恒夫
編集責任者：志立玲子
平成28年3月1日発行
定価 １部 100円

○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

