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全米ドラッグ・コート トレーニング カンファレンス
尾田 真言（事務局長）

2016年6月1日(水)～4(土)、ロサンゼルス郊外の
アナハイムで開催されたNADCPのトレーニング・
カンファレンスに参加しました。今回で11回目の参
加となります。今年は立正大学法学部の丸山泰弘准
教授と一緒に参加しました。おそらくドラッグ・
コートのない日本からの参加者は我々だけだったと
思います。全体では6千人を超える参加者がいたそう
です。
全米ドラッグ･コート専門家協会（略称NADCP)
は、最初のドラッグ・コートがマイアミ・デイド郡
で誕生した1989年から5年経過した1994年に設立
された組織で、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（ドラッグ・コートの卒業生とその家
族、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。
今年のテーマは"Reform. Recovery. Results." (改革・回復・成果）でした。NADCPの４日間にわた
る研修は、23個のさまざまなテーマに分かれたセッションで同時進行していました。
ドラッグ・コートは1989年の第1号から増加し続けています。2009年に2459の裁判所で採用され
ていたものが、2014年には598増えて3057裁判所で採用されており、この5年間の増加率は24%に
なります。また、薬物依存者以外の問題を解決するためのプログラムを提供している裁判所、メンタルヘ
ルスコート、DVコート、ギャンブブリングコート、銃コート、ホームレスコート、売春コート、性犯罪
者コートなど、これらを総称して問題解決型裁判所 (Problem-Solving Courts) と言いますが、2014
年には1311裁判所にまで増えています。全米では合計4368の裁判所が、刑務所収容を回避し、クライ
アントの持つ問題性に対して裁判官の監督の下で1年以上社会内の回復プログラムを提供することで解決
しようとしています。
日本では6月1日から刑の一部の執行猶予制度が始まりましたが、あくまで刑務所収容が前提となっ
ています。私は刑務所に行くのは、社会内のプログラムを拒否した人だけで良いのではと思います。薬物
自己使用等事犯者に対しては、原則、保護観察付全部執行猶予の判決で対応することを原則にしたらよい
と考えています。日本とは異なり、裁判官が保護観察の
遵守事項を随時変更し、弁護人がクライアントの代弁者
としていつも寄り添っているドラッグ・コート制度にあ
こがれを感じます。
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ＡＰＡＲＩとは、
アジア太平洋地域
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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
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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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「依存症、その病気の本質は？」
近藤 恒夫（理事長）
近藤恒夫・プロフィール
近藤と申します。知っている人は知っていると思いますが、日本ダルクとアパリの名ばかり理事長
ということで。今日はいい話ができないと思います。ボケと時差ボケが一緒になっています。ちょっ
1985年 ダルクを設立
と前までニューヨークに１週間、ハワイを合わせると10日間いっていました。さっぱり時差ボケはと
1995年 東京弁護士会人権賞
れず。今日は清原がどうたらこうたら…とテレビ局が来てなんとか終わりました。テレビはつまらな
受賞
いですね。皆（依存症が）病気とは思っていないですから。皆様も最初はそうでしたと思いますが。
2000年 アパリ理事就任
万能薬はありません。
2000年 法務省｢薬物事犯
受刑者処遇研究会｣
ニューヨークに行ったのは、とある財団が「ぜひ国連に日本の政府の人と一緒に来てください」と
委員
いうので、旅費がかからないならいいな…と行ってきました。
2001年 吉川英治文化賞受賞
その会議は、国連麻薬特別総会でした。日本から外務副大臣、キャリアの方々が来ました。飛行機
2006年 NPO法人アパリ理事
は別でしたが。目的は日本が厳罰化によって薬物犯罪が少なくなっていると豪語している日本の
長就任
“嘘”を見抜いてほしい、といった狙いが私にはありました。外国はそんなことを言っていません。
2006年 法務省矯正局東京
管区長賞受賞
薬物依存症は病気で症状だから刑務所に入れても問題解決になっていないじゃないか？ということ。
2009年 JICA草の根協力支援
ヒューマンライト。つまり人権的に考えるとおかしいのではないか？ ということです。たった2回目
型プロジェクトマ
の裁判でも前刑の執行猶予が取り消されて刑務所に5年も入っているような国は他にありません。ポル
ネージャー(3年間)
トガルでは薬物の単純自己使用は非犯罪化しています。薬を使っても犯罪にならないんです。クスリ
2009年 ｢拘置所のタンポポ｣
双葉社
を使って困ったら政府が手助けしましょう…というものです。ドイツだってハームリダクションとい
2009年 法務省矯正研修所東
う公衆衛生で害を減らすという考え方です。薬を使って隠れていると、注射器の回し打ちでHIVや肝炎
京支所講師
に感染したりします。日本の依存症の人たち、たとえばダルクの仲間の半分はC型肝炎を患っていま
2011年 ｢ニッポンの薬物依
す。ほっておくとガンになってしまいます。
存｣生活文化出版
2012年 ほんとうの「ドラッ
オーストラリアでも、新宿の歌舞伎町のようなキングスクロスの66というところではインジェク
グ」講談社
ションルームという注射を打つ場所があります。注射器を配ったり場所を提供しています。なぜなら
大勢がドラッグのオーバードーズで死んでしまうからだそうです。人間の命を大切にし、殺さないた
めにそこにお医者さんがいる。NＧＯなどが運営し、国が認めて、看護師をつけて、クスリをろ過する
もの、薬を砕く機械、酸素ボンベも設置されます。そして「ここでやってください」と言われる。自
動販売機にコンドームと注射器も売っています。路上で死なせないためです。最初からクスリを止め
たい人は1人もいない。止められないと諦めているんです。「今さら止めても…」と。だからこそその
場所でクスリをやめるための様々な情報を提供する。政府公認ではなくても市民レベルでやっていま
す。
国連で最も拍手があったのはカナダから参加した方々のスピーチでした。カナダはマリファナを非犯
罪化したんです。アメリカも州によっては医療大麻など非犯罪化しています。そんな流れの中で日本
は厳罰化一本ですね。「（厳罰化しているから）日本では薬物犯罪がこれだけで済んでいる！」と。
刑務所に薬物事犯で入っているのは３万人くらいです。しかし刑務所にいることでますます社会での
“孤立化”を招きます。クスリを長期間やっていれば離婚問題が起こります。クスリを使い続けるこ
とで、仕事も友達も全部失います。幻聴を聞いて、いれなくてもいい刺青入れてしまう。その上C型肝
炎になる。そして刑罰が重ければ嘘をつくようになります。隠れてコソコソしたくなるものです。
話は逸れますが、コソコソしなければクスリなど使っても楽しくないんです。たとえば僕はキングス
クロスのインジェクションルームのような明るくてきれいなところで、「近藤、ここでクスリ使え
よ！」と言われても面白くないと思います。看護師もいますし･･･。クスリは隠れてコソコソやるから
いい。つまりストレスをかけないと効果がないと思うんです。アルコール依存症の人はわかると思う
けど、クスリを使う時はどちらかというと『すきっ腹に焼酎』という感じです。腹が満腹な時にクス
リをやっても面白くもなんともない。ドブネズミのように裏通りを徘徊して、クスリを使うところを
探す。ネオン街がいいんですね。
私の話になります。昔、私はクスリをやめようと決心した時があります。クスリを買いに旭川の暴力
団の事務所にいって、「このクスリを使ってなくなったら止めるぞ！」と決心したんです。その後仕
講演会の様子
事で札幌の飛行場から中標津空港に行きました。すると迎えにきた運転手が僕の顔を見るなり聞くん
です。「ありますか？」と。「何がありますか？なんです？」と聞き返すと「クスリですよ！」と言
われました。そいつの顔を見るとポン中の顔をしています。もうそれからダメでした。止める決心を
した瞬間から運転手に「ありますか？」ですから。どこにいってもクスリを使う人のところにはクス
リがあるんです。
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入院しても「もう大丈夫ですから！」と退院してしまう。退院して仲間のところに連絡して、仲
間が退院祝いをやってくれるんです。札幌のすすきののあたりで。退院祝いやる前に“クスリ屋さ
ん”に行くんです。巷にある薬屋さんではないクスリ屋さんにいく。クスリを売ってくれる親分の
名前が“覚（かく）”というんです。覚せい剤の覚ですよ！
僕はアルコールが好きではないんです。飲んでいるうちにこんなものを飲む金があるのなら俺に
貸してくれ！と思う。それで貸してもらったら、もう私は帰ってこないですよね。そのままクスリ
屋にいきます。そんな風だから友達も少なくなっていきます。
一番残念だったのは結婚して子供ができてから、僕が働いていないから奥さんが働く。僕の仕事
といえば朝10時に郵便局が来たら督促状、サラ金の紙とか、請求書をバレないようにカギをあけ
て出してゴミ箱に捨てる。それしかできない。電話はジャンジャンかかってくる。居留守を使うん
です。日曜日に一番困るのは家族がいることです。その頃、私は過敏になっていますから、「こい
つらさえいなかったらどれほどクスリを気持ちよく使えるだろうか？」と思っていました。お袋は
この頃になると私が危ない状態であることがわかったんだと思います。寝る前にカチカチ音がする
から「なんだろう？」と思うと、包丁とかをしまって枕元においているんです。妻は新興宗教に
狂ってしまいました。僕の寝室にある神棚に毎日水を上げているんですが、そこの水で注射器を
使っていたんですよ。水汲みにいかなくていいですから！
トイレに行ってトイレに注射器やクスリを隠す。常に使えるようにセットしておくんです。ソ
ファなんかに穴をつくってそこに隠したりもします。あちこちに隠すんです。でもおかしいから見
つかってしまう。またやっている…と思われる。「こんな奴らさえいなければ！」と子供がいても
思ってしまう。結果、離婚することになります。つまり使うために人が邪魔になり、自分に文句を
いう人たちは敵になってしまう。清原さんも離婚したでしょ？使うためには邪魔なんです。クスリ
が白い恋人なんです。結婚していても不倫しているんですよ…。
依存症の怖さとはそれです。「近藤さん、止めたほうがいいですよ。私の友達もこうなりまし
た」とか言う人もいる。「俺とお前の友達は違うんだ！」となる。どんどん人に会わないようにな
るんです。
そんな時、兄貴は「お前、ブラブラしているからクスリなんて使うんだ。24時間働けとは言わ
ないが、俺が仕事を世話してやるから」と話してくれました。「またきやがった…」と思うんで
す。わざわざ室蘭からお金をかけてやって来るんですよ。そんな連絡があると私は姿を消します。
「また文句を言われる！」と思ってしまう。最後には「精神病院行くか、警察行くか。どちらかに
しろ！」と言われました。「わかった。仕事する」と返事しました。就職するためには履歴書を書
くことになります。これに取り組んでいると疲れてしまう。そして「明日から仕事なら、クスリを
使うのは今日しかない！」と考えてしまうんです。「使うのは今日だけ」「どうせ明日は忙しいん
だ」…。金がないので、同居していたお袋に「明日から兄貴から紹介を受けたところ、面接に行か
なくてはならないんだ。面接のために背広がいる。どの背広も痩せこけてしまって合わなくなって
いる」と話します。当時は56キロくらいまで痩せていました。今は80キロちょっとですが。「そ
うか！お前働く気になったか？！いくらいるんだ？」というので「ワイシャツも含めて３万円くら
いはいるんじゃないかな？」親はだまされているとわかっているのか？…でも多少信じていたので
しょう。「お前は兄貴と違って心根が優しいからなぁ」と言ってお金を出してくれたんです。私は
母親が36歳の時の子供でしたからね。結構高齢ですよね？ 当時72歳でした。96歳で亡くなり
ました。死ぬまで私の回復を信じていなかったと思います。
印象的なことが藤岡にアパリを作ったときにありました。車での帰り道。嵐山あたりで電話がか
かってきたんです。クスリをやめて15～20年くらいの時でした。お袋はそのとき96歳。電話で
必ず「恒夫、恒夫」と名前を２度言うんです。秋田生まれでなまりがとれない。“あっ、お袋だ”
と思いました。「元気か？」と聞いてくるので「元気だよ」と応えて、当時吉川英治賞をもらって
新聞に載りましたので「母さん、俺、新聞にでたよ！」と伝えると、「あっ？また悪いことしたの
か？！」と言われたんです。20年たっても親は信じていなかった。やっぱりずいぶん傷つけたん
だと思いました。その一週間後にコロッと死んだんです。死んだ日が４月１日のエイプリルフー
ル。冗談だとおもったら本当に亡くなったんです。少しは親孝行できたけど、借りた金は一銭も返
していません。
僕は運が良かったのは、精神病院に入院からはじまったことでした。いきなり警察ではなく医療
につながることができました。とくに精神病院は優しいです。上げ膳据え膳です。ミーティング場
のパンフレットなども看護婦さんが紹介してくれます。当時は「そんなところいったって無駄だ
よ」と放り投げていました。「俺は入院したんだから、外出なんかしない！」と当時僕は言ってい
ました。でも勤労感謝の日に外出したんです。
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当時の僕のマンションは地下が物置になっていて、ゴルフバッグにクスリがちゃんと隠してあった。
入院から１カ月もたたないうちに外出を要求したんです。地下室にいって、「あっ、あった…」と。
そのクスリを使ってまた病院に戻る。ネクタイをして、そのネクタイにクスリを隠して戻ってくるん
です。夜、みんな夜寝静まった時、広い小さな電気がついているだけの便所で使うんです。「俺、入
院しているのになんでこんなことやってるんだろう？」と思いながら使い続けました。涙流して注射
を打っているんです。母親は“自動金銭支払い機”くらいにしか思っていないです。AＴＭってあるで
しょ？ おふくろがＡＴＭに見える状態。嘘ばっかりついていました。
そんな時、医者に聞いたんです。「俺、入院しているんだから治してくれるんだろ？」と。その時
の医者の言い分はすごかったです。「あなたがクスリを使おうと、やめようと、私の生活と人生、そ
して給料には何の関係もありません」といったんです！「お前、治せるんじゃないのか？！」と問い
ただすと「治せません」という。じゃあ、こんなところで入院していてもしかたないじゃないか！と
いえば「そうです」というんです。
いい医者だと思いますね。「治せない」ってはっきり言うんだから。病院にいると、すべては人が
やってくれると思ってしまう。自分でなんとかしようとなんか思っていない。その後、「治せないけ
ど、あんたと同じ悩みをもっている人たちはいる」というので「先生、俺、悩みなんてないから」と
返事をしました。「いやいや。一度は行ってみなさい」と、それで退院した。あれが治せる医者だっ
たら大変なことになったと思う。治せないからこそミーティングに通い、前のアパリの理事長、ロイ
さんと出会うことになりました。
「アルコール依存症のロイです」と来たんです。病院でやっているミーティングへ。医者がファシ
リテーターやって。そこは外部から断酒会の人とかＡＡの人が来ていました。当時はＮＡがなかった
から。外部からメッセージに来た。そういうのが僕は嫌いでした。「こういうのは何かの勧誘なんだ
ろ？」と。そしてロイさんも外国人だし聞いたら神父だという。「神父がアル中になるわけないだ
ろ？」と思った。聖職者なんだし…。近くに行ってロイさんの匂いを嗅いだ。アル中なのだけどアル
コールの匂いがしない。「やっぱり嘘だ…」。でもロイさんは３カ月に１度は顔中傷だらけにして
ミーティングに来ていたんです。「昨日も飲んじゃいました」と。言わなければわからないのに正直
に話す。みんなが拍手する。神父が酒飲んでひっくり返って…。「なんでこいつら拍手するんだ？」
と思いました。「はい次、近藤さん」…と言われた。僕は「私は一日も早く退院して、社会復帰した
い。たくさん借金している母親や兄弟に恩返ししたいと思いまーす！」と、全然思っていないことを
ペラペラ話した。そうすれば早く退院できるものと思っていました。「以上です。皆さんのいいとこ
ろだけとって、一日一日クスリを止めていきたいと思います！」と。そんなうわべの話ばかり。する
と気分悪いんだよね。嘘ばかり言っているから。その気分の悪さに気がつかない。「もう大丈夫で
す」「二度としません」と言いながら、それで病院でクスリを使っているんだよ！ある日、同じよう
なことを言った。「一日も早く社会復帰して働いて、お金を稼いで、そして迷惑をかけた人たちに埋
め合わせしたい！盗んだようなお金をお母さんに返したい！」と。でも誰も拍手はしないんです。
「あれ？みんな眠ってんのかな？ なんでこんな立派な話をしているのに誰も拍手しないんだ？ な
んだこいつら？」と思いました。ロイさんの「また飲んでしまいました」という話には拍手するの
に、なぜ僕の話には拍手をしないのか？ そうしたらファシリテーターの主治医が「近藤さん。あな
たがクスリを使わないだけで、家族と社会はどんなに助かるかわからない。あなたがクスリを止める
んだったら、仕事など考えないで一日中へそを出して寝ていて結構です」と言いました。僕はそれを
聞いて怒っちゃって。その場から立ち去って、明日からもう退院します…と。で、３日後にまたクス
リを使って「入院させてください」と戻って来た。そんなときにロイさんから「近藤さん。いつでも
うちに遊びにきてください。退院してから･･･」と。退院して何週間かしてから、ロイさんがいるグ
ループに顔を出しました。お茶をわかしてコーヒーをわかして。ロイさんが僕に言いました。「近藤
さん、グループはじめて２年ですが、あなたが初めてです」と言われた。ロイさんは２年間会場を開
けていたけど誰も来なかったというのです。でも２年間「いつか誰か来るだろう。精神病院から必ず
来るだろう」と、毎週水曜と木曜、待っていたと言います。ドアにＡＡという看板を下げて。僕は
「なんて無駄なことをしているのか？」と思ったんです。手間暇かけて無駄な時間を費やして、来る
か来ないかのアル中を待っている。そんな外国人が北の北海道にいるのだ…ということを知りまし
た。２年間は誰も来なくても、同じ時間、同じところで待っている。そういう我慢強さが必要なのだ
と学びました。
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通い続けている時に、ロイさんに「今日、俺クスリを使いたくてどうしようもないんですよ。ロ
イさん、お金貸してくんない？」と尋ねると、「ああ、いいですよ」というんです。そして３万円
貸してくれた。返さずに合計で８万くらい借りました。普通止めるじゃないですか？「お母さん、
クスリ使うからお金貸してよ！」って言ったら「冗談じゃない！」ってなりますよね。ロイさんは
違ったんです。「お前いい加減に止めろよ！」と思った。「お前、神父だろ？！」と。「なんでク
スリを使う俺に金をお前は渡すんだ！」と。止めろとも言わなかった。もう一つは、僕は目上の人
は、忠告してサジェスチョンしたり命令する人だと思った。だけどロイさんは仲間というかフラッ
トな関係でした。だから私を子供扱いしていないということが大きかった。お互い大人。そしてア
ル中とヤク中。ロイさんは「ああ、面白いですね」とお金を貸してくれる。「神父様」というと
「ロイでいいです。神父という言葉を使わないでください」と言われた。なんかこう…教える側と
教えられる側、親と子、それから医者と患者…なんかそういう仕組みに慣れきっているのかどうか
わからないけど。依存症はこういう関係性ではダメだな！と後から気づかされました。フラットな
関係が必要なのだな、と学びました。どんな状態でも1人の人間として扱うということ。だから、
それから警察にすぐに捕まりました。
その時の裁判で裁判長だったのが、今アパリの監事をしてくれている奥田保弁護士でした。
1980年11月26日木曜日でした。判決は懲役1年2月執行猶予４年保護観察付き。それから東京
のみのわに来てアルコール依存症の人達と一緒に生活をしていました。なんでこんな話をするか？
と言えば、ロイさんは28年間、僕と一緒に歩いてくれたということを伝えたいのです。
28年…27年間かな？ 親でもここまで一緒に歩いてくれません。彼はいつもピタッっと一緒に
いてくれた。精神病院でも出た日に、「近藤さん、一緒にミーティング行きましょう！」と。マッ
クを札幌につくるとき「近藤さん、やりませんか？」と誘ってくれたのがはじまりでした。それか
ら27年間。いつも一緒。ダルクでも同じです。
彼から教えられたのはいろいろあるけど、「近藤さん、人生に失敗はないんですよ。どんなこと
でも。それは失敗ではなく必然ですから。必ず失敗が役に立つ時が来ます。前科を持っていよう
が、社会に対して仲間に対して正直にありのままで生きていけば、それさえあればいいんです」と
いうことが大きいです。ロイさんは性的には男性が好きだったんです。アル中でヤク中でゲイ。彼
が風邪で咳をしていたときに僕は「ロイさん、咳にはブロンが効くよ！」と教えてあげたんです。
そしたら近所の薬局のブロンを全部買い占めてしまったんです！ ひとつのものにハマってしまう
と、徹底して使用し続けます。たとえば牛乳を飲み始めれば牛乳ばっかり。コーラ飲んだらコーラ
ばっかり。一日に何リットルも飲むんです。結果、糖尿病になってしまいました。僕は「こんな意
志の弱い神父は初めてだ！」と思って伝えたんです。「立場が変わりましたね。今は近藤さんに説
教されている」とロイさんに最後に言われたこと。またトイレで隠れてチョコレートを食べていた
ことなどが思い起こされます。
ロイさんはミーティングで自らがゲイであることをカミングアウトした後、性的マイノリティで
あるＬＧＢＴの人たちのためのミーティングをメリノール教会でずっと開き続けてきたんです。そ
のミーティングを通じ自分自身が解放された…と話していました。また「なぜ女性が苦手なの
か？」という問いに、ロイさんは「女性のからだの凸凹がだめです」と言っていましたね。ちなみ
に私はゲイではありません。改めて彼がいなかったらダルクもなかったと思います。
そのようなことで私はロイさんと出会うことでいろいろなものをもらいました。ロイさんを見
て、この病気の深さを教えられたのも確かです。改めてロイさんに感謝したいと思います。
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「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。

熊本で被災した仲間へマーシーからのメッセージ
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木津川ダルク

入寮者からのメッセージ

『何やねんここ…。ええ奴やん』

NPO法人アパリは、京都
府木津川市にある木津川
ダルクを運営していま
す。（H26､4､1より）
同施設の入寮者からの
メッセージをお届けしま
す！

奇数月1日発行

しのぶ
私はどうしても薬が止まらずにずるずると使用を続けておりました。
今回で覚せい剤事犯は３回目で、今の状況は保釈中の身であります。
刑務所には１回行っており、４年間服役して出所して約２年目になるところです。
出た時には地元の友人が出迎えてくれて、もう薬はしないと決め、
４年間という無駄な時間を取り戻すために頑張ろうと思いました。
そして１週間くらいで好きな仕事ではないですが働きはじめ、薬のない日常を送っていたの
ですが、昔の売人仲間から『もう一回やってみいひんか？』と誘いがありました。
その時はすごく悩みましたが、女性とのトラブルもあって売人と再使用してしまいました。
半年が経ち所持と使用で捕まってしまったのです。
関係者から名前が出てガサ入れにあって留置所行きです。そして起訴されました。
何とかこの状態から出たくて、木津川ダルクに行くことを条件に保釈を認めてもらい入所す
ることになるのです。
施設に到着したのが夜の10時頃でした。そして仲間と挨拶を交わした時に『何やねん。ここ
変な奴ばっかやんけ』と思いました。でものちにその仲間とも心が通じ合うことになるので
す。個人個人と話していくうちに『えー奴やん』と思ったり、相談し合える仲間になっていく

「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！！

のです。
ダルクでのプログラムは１日２回のミーティングとNAとい
う自助グループのミーティングです。
計３回のミーティングをする事になるのです。そこには自分
の事を吐き出す事、人の話を聞く事で分かちあっていく大切な
ものがありました。
今までそういうことを言えることって無かったので、誰かに
聞いてもらうことがこんなに素敵な事だとは思いませんでし
た。

献品の自転車を
組み立てているところ

初めてNAに参加したのが誰かのバースデーで、こんなに薬
を止めていく仲間がいて皆で祝うことで幸せな感情になれるこ
とを知りました。
たった１時間のミーティングですが、１時間、１時間半かけ
て行くことが自分にとって大切なことだと思いました。
木津川ダルクの生活は楽ではありません。施設のことを仲間
で分かち合って、洗濯、掃除、食事作りをやっていき、その中
で回復に繋がっていくように思えています。

ソフトボール大会

１つ屋根の下で、皆で生活することは簡単なことではありま
せん。でもそこに互いを思う気持ちや、薬を止めていく仲間と
の分かち合いは他では中々無いように思います。

全国の書店でお買い
求めください！

私はこの先、刑務所に行くことになるのですが、出所したの
ちに必要なもの、私の新しい生き方であるのは間違いないと
思っています。
そう気付いたことが自分にとって本当に良かったと思ってい
ます。

ソフトボール大会
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アルコール・薬物依存症とその回復⽀援〜APARI・DARCの実践
加藤 武士（木津川ダルク 施設長）
回復とは、一言でいえば“昨日の自分より今日の自分が良い”ということ。そして、「今日一日」、
手にした回復と成長を日々更新していくのです。
物理的に長期間、薬物使用を止めれば回復するというものでもありません。かつての私は薬物
に溺れ、親や世間を恨んでいました。反面、そんな自分が嫌で仕方ありませんでした。そんな私に
とって、絶望を分かち合い、希望を見出した、薬物依存者が集う「ミーティング」が唯一、心の許せ
る場であり、癒される場所でした。回復が続くに従って、私が安心できる仲間やミーティングが当

ヨガプログラム

事者グループのミーティングだけでなくダルクの支援者たちにも広がっていきました。そして、家
族、友人、新たな仕事、新たな人間関係と広がっていきました。
「回復」とは、決して他者に“させられる”ものではないと思うのです。また、“選択できること”が
とても重要だと思っています。この点において、いわゆる「援助」となってしまうと、それは本人に
「やらせる」という関係性になりかねません。ダルクでは本人の主体性を大切にしてきました。
私たちは薬物によって問題を抱えた者同士が手助けし合って生きることを目的としてきまし
た。「薬物依存」ということの意味は、単に医療用語の意味するところにとどまりません。たとえ数
回だけ薬物を使った人でも（医療的には「依存症」と診断されないような人でも）、その人が「薬
物を使わない生き方」を選択するのであれば、その人は私たちの「仲間」であり、私たちは手を差

アートプログラム

し伸べ共に歩んでいくでしょう。
薬物依存が「症」であるとか「罪」であるとか、そういうことではなく、私を結びつけているもの
は「薬物からの解放」なのです。私たちの回復は精神科医療における寛解や刑事司法における更
生といった狭いものではないのです。
私たちは薬物を止めることがゴールではなく、止めることはしらふで生きることのスタートな
のです。薬物やアルコールを使うのは象徴で、解決すべき課題は薬物使用の裏に隠されている抱
え切れない感情や心の痛み、貧困、家庭、教育、人権問題などではないでしょうか。
こうした、当事者主体の資源はまだまだ数少ないわけですが、社会の中に回復するための資源
が増えることを望んでします。そして、これまでのダルクの経験やノウハウを自分たちだけのも
のにせず、活用して頂けるようなものにしていかなければならないと考えています。
私たちが求めているものは、「生きる」ということ、そして「生きる意味や人とのつながり」なの
です。
出会いとつながりの機会をコーディネートするアパリ・木津川ダルクの活動に今後とも変わらぬ
ご支援をよろしくお願いいたします。

日本ダルク アウェイクニングハウス
10周年フォーラムのご案内！！
皆様におかれましては、ますますご清栄のことと心よりお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当施設は今年で10周年を迎えます。つきましては、皆様への感謝と近況の報告
も含めまして、10周年の記念フォーラムを開くは運びとなりました。
この節目の年を無事に迎えることが出来るのも、ひとえに皆様方のお陰と思い感謝の
念に耐えません。
ぜひとも万障お繰り合わせの上、ご参加下さいますようお願い申し上げます。
日本ダルクアウェイクニングハウス
代表 山本 大
日時：平成28年10月8日（土） 13時～
場所：藤岡市 みかぼみらい館 小ホール
住所：群馬県藤岡市藤岡2728番地（群馬藤岡駅から車で約10分）
℡：0274-22-5511
駐車場：有 約660台収容

6月より新しく一部屋借りて
定員が10名になりました。
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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
○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：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。
○入寮期間： 個人により差が
あります。

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・東京＞
〇木津川ダルク
〒619-0214
京都府木津川市木津内田山117
番地
電話 ：0774-51-6597
FAX
：0774-51-6597
〇入寮費 月額16万円
（初月のみ19万円）（税別）
＊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。
〇入寮期間：個人により差があ
ります。

ホームページをぜひご覧ください。
http://www.apari.jp/npo/
Facebookもやっています！
発行者：近藤恒夫
編集責任者：志立玲子
平成28年7月1日発行
定価 １部 100円

第1月曜

連続講座

第3月曜

アディクション関連講座

7/4(月)

第1回
薬物依存症によるダメージと脳

7/18（祝）

祝日のためお休み

8/1（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

8/7～8
（日･月）

「家族のためのヒーリング＆シェアリ
ング in 軽井沢」 志立玲子

9/5(月)

第3回
依存症者の心にある２つの考え

9/19（祝）

祝日のためお休み

10/3（月)

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

「ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 家族のためのヒーリング
10/17(月）
＆シェアリング2」
志立玲子

第5回
「ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 家族のためのヒーリング
11/7(月) 気持ちの回復：家族自身の気持ちと本 11/21（月）
＆シェアリング3」
人の気持ちの両方を大事にする
志立玲子
【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

