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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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 2月27日～3月2日、フィリピンより保健省の大臣、大統領府次官補等6名の視察団が日本の薬

物依存対策を学ぶために来日しました。2月28日（火）には、視察団に加えてJICA(国際協力機

構)職員2名、日本の研究者、JICA専門家、通訳合わせて11名がアパリを訪問し、近藤恒夫やア

パリ、ダルクスタッフと意見交換の時間を持つことができました。 

 既に報道されているように、昨年6月に就任したフィリピンのドゥテルテ大統領の薬物政策

「麻薬犯罪者を殺害せよ！」が世界の人権団体から“超法規的殺人”と非難を浴びています。こ

れまでに麻薬犯罪者や麻薬常習者など約6,000人以上が殺害されたと言われています。 

 そして本年1月に安倍首相がフィリピンを訪問した際にドゥテルテ大統領と会談し、ドゥテル

テ氏が推し進めている麻薬撲滅戦争関連での支援を約束しま

した。「違法薬物対策については、フィリピンと手を携え

て、有意義な支援策を考えていきたい。我が国としては民間

の知恵を活用し関連施設の整備・治療プログラムの策定など

を支援します」と表明しています。 

 フィリピン政府から是非ダルクを見学したいとの要望があ

り、視察団は日本での滞在中、医療機関、法務省関連施設に

加え、アパリと川崎ダルクを視察することになりました。 

 

フィリピン保健大臣 
Paulyn Jean B. Rosell

-Ubial氏  

アパリ理事長、日本ダルク

代表 近藤恒夫 

意見交換会の様子 

安倍首相とドゥテルテ大統領との会談 

1月12日マニラ 



 「フェローシップ・ニュース」№81 平成29年3月1日 奇数月1日発行 

 

Page 2 フェローシップ・ニュース  

コージープレイスにて 

マガンダン・ウマガ 

（おはようございます） 

フィリピンの薬物問題の背景には貧困問題があります。

現在同国は人口約1億人ですが、覚せい剤使用者は約700

万人とも言われており（2004年政府調査）、アジアで最

も覚せい剤使用者が多い国です。しかし全てが薬物依存者

とは限らず、貧困問題がある程度解消されれば使用者数は

半分以下に減るのではないかと予想されます。貧困のため

に薬物の売買に手を染めるしかなかった、他に収入の手段

がなかった人々、そしてまた、貧困ゆえに食べるものがな

くシンナーなどの薬物で空腹を紛らわすストリートチルド

レンがいます。そのような状況が変わらない限り、フィリ

ピンの薬物問題は解決に向かいません。また、国営のリハ

ビリ施設があるとはいっても内実は刑務所と変わらず、民

間のリハビリ施設は入寮費が高額で富裕層しか入ることが

出来ません。NAなどの自助グループもありますが、貧困

層の中にはメッセージが届けられていません。 

アパリが以前行ったJICA草の根支援プロジェクト

(2009年～2012年)では正に貧困層の薬物依存対策を実

施してきました。次のフェーズに移ろうと申請しましたが

2回不採択となり、フィリピンの支援は諦めていました。 

しかし、今回このように安倍首相がフィリピンに対し薬

物対策の支援を申し出たことを受けて、アパリも出来るこ

とがあれば協力していきたいとJICAに伝えました。 

今回の意見交換会では日本のリハビリ施設「ダルク」が

どのような経緯でできてどのように発展していったかなど

近藤から話がありました。フィリピン側からは、ダルクが

たくさんある中で不正はないのか？ また当事者活動で誰

の許可もなく出来るダルクを一体誰が監督していくのか？ 

管轄の省庁はあるのか？ などストレートな質問もありま

した。近藤からは「誰も監督していません」。しかし、ダ

ルク同士で連携する中でチェックしていることも伝えまし

た。1時間では足りず、現在のフィリピンの状況をお聞き

する時間もありませんでした。しかしとても有意義で活発

な意見交換会となりました。 

（文：志立玲子） 

フィリピンからの視察団と記念撮影 

フィリピンと日本の国旗を

用意しておもてなし 

川崎ダルクの女性デイケア 

コージープレイスにて 

川崎ダルク ホームページより  

フィリピン保健省視察団の来所 
 

  フィリピンにて、大きな社会問題となっている薬物依存。 

  貧困や環境が取り巻く中で、国として対策に動き始めました。 

  今回２月末日からの４日間に渡り、大統領の任命を受けた視察団が来日。 

  日本国内で行われている薬物依存症に対するプログラム視察が行われました。 

  プログラム視察の一箇所として川崎ダルクに来所されました。 

  ダルクでのプログラムや運営に対する補助金や障害者総合支援法の制度のプレゼン 

  施設内プログラムの内容や回復施設の雰囲気を見学されました。 

  川崎ダルクが行っている琉球太鼓の演舞もビデオでご覧いただきました。 

  男性と女性のデイケアセンターで行われた、２時間という貴重な時間の中で依存症者に 

  対する支援について、たくさんの意見交換を行いました。 

  今後のフィリピンにおける依存症対策が、苦しんでいる人々に届くように祈っております。 

 

 

参加者：大統領府次官補、保健省職員

４名、JICAの方、日本の研究者や専

門家の方合計11名 

アパリ東京本部 志立玲子 

藤岡ダルク 山本大 

との意見交換でした。 

 

（文：川崎ダルク 施設長 岡崎重人） 意見交換会の様子 

2009年2月8日マニラタイムス日曜版 

フィリピンに150万人いるストリートチル

ドレンの約半分はシンナーを乱用し、特

にラグビーと呼ばれる接着剤を吸引して

います。空腹を紛らわせたり、嫌なこと

を忘れるためと言われています。 

視察団の皆さんをお見送り 

記念撮影 
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アジア太平洋地域アディクション研究所 

      「アディクションは孤独の病」  DARS in 大阪 1/7～8 
 

加藤 武士（木津川ダルク） 
 

アディクションの反対はコネクションなんだ、繋がりなんだ・・・と。 

アディクションの反対は正常、健康であるということではない。とここでは言われていました。薬

物と繋がることが不健康な繋がりではあるんですが、それ以前に不健康な繋がりや、繋がりの薄

さ、そういったことがあった人たちが、更に薬物を使ってより深い不健康な繋がりになっていっ

た。そして色々なものをさらに失っていくということではないか。 

それは自分自身の体験からもそんな風に思いますし、その解決のためにいろんなことが行われて

きたわけです。医療の中ではかつてはアルコール依存症にLSDやコカイン等を投与したりしていま

したが、そういう状況の中、良き繋がりとして、その解決の糸口をみつけたのがＡＡじゃないかな

と思います。 

一人のアルコホリックがもう一人のアルコホリックを尋ねて、そして共通の課題を分かち合いな

がら飲まないでいくことを始めたという。 

これが昭和10年位にアメリカで始まり、その流れの中で薬物のNAができ広がっていったわけで

す。ベースにはプロテスタント教会で行われるの懺悔をすることから始まり、また飲んでしまった

という人たちのグループが出来て、その流れの延長にAAなどの12ステップグループが生まれてき

ました。その12ステップが始まったときには心理学者のユングも協力したと言われています。 

日本にAAが入ってきたのは随分と後になりますが、昭和50年にAAが出来て、のちにMACとい

うアルコール依存症の施設ができました。近藤恒夫氏もここでロイ神父と出会い、薬物を止めてい

くということを始めたのです。その随分前には断酒会というものが始まっているのですが、断酒会

自体もAAのプログラムを取り入れて日本流にアレンジしたものになります。 

日本のアルコール回復支援から遅れることの10年～20年あとに薬物のグループができ、DARC

が始まったわけです。今年で32年になります。 

その昔には、明治20年くらいには京都の浄土宗の門徒たちによる「京都反省会」というお酒の禁

止のグループや節酒のグループなどいろいろあって、盆と正月だけは飲んでいいとか、法事のとき

だけ飲んでいいとか、いくつものグループができて、最終的には京都反省会というグループはなく

なってしまったのですが、そういうものは元々日本にもあったということを少しご紹介しておきま

す。 

今、12ステップグループという説明しましたけど、薬物版がナルコティクス・アノニマス＝NA

です。アルコールのグループ、アルコホリック・アノニマス＝AA。今、総合型リゾートIR法案で

話題になっているギャンブルのグループがギャンブラーズ・アノニマス＝GA、それから薬物も当

事者の家族や友人たちのそばにいる方たちのグループとしてナラノン・ファミリーグループ。アル

コールの家族や友人たちのアラノンというグループもあります。日本は断酒会が多いですが、

DARCもどちらかというと断酒会に近いものを持っているのかなと少し思います。 

このDARC＝Drug Addiction Rehabilitation Centerの頭文字をとって、DARC（ダルク）と

呼んでいます。昭和60年、東京の荒川区で近藤氏が始めました。 

今、全国で87くらい施設があります。利用者が1,000人程度。おそらく、これが最新の正確に

近い数字ではないかと思います。DARCは薬物依存者による薬物依存者のための回復施設ですし、

基本的には専門家が入らない施設としてやってきました。薬物依存から回復したいと思う仲間が集

まる場所であり、また回復したいと望む人の手助けをする場所です。私は、職員とか利用者の間に

線を引いて距離を取る感じではなく、DARCに集う者として経験豊かなものがスタッフになってい

るだけで、それぞれが持つスキルを使ってダルクの回復の雰囲気を保つようにしています。 

これが二十数年前の大阪DARCですが、10畳位の部屋で６人位寝ていたと思うんですよね。入

所当時からワープロを使って大阪DARCのニュースレターを作ったりお手伝いをしていました。こ

の写真の奥は今大阪DARCの職員をしております阪本氏です。 

さきほどの映像でアメリカでは友人の数が減って部屋の広さがどんどん広がっている。ダルクは

10畳くらいのところに6人で暮らし、押し入れの布団を出してそこに2人ぐらい寝ていました。そ

のことについて大した苦情も出ていませんでした。 

夜はいつも修学旅行の晩のような、そんな感じでした。ただこれが精神保健の障害福祉サービス

になると、一人何㎡必要とかプライベートがどうだとか言うのです。僕たちは自由な意思で自由な

場所で自由にやってきたから大した文句を言わずにやっていました。次の写真ですが、真ん中が東

京ダルクの幸田さん、左が埼玉ダルクの辻本さん。辻本さんはダルクに繋がる前から友人でした。 

1月7日、8日マイドーム大阪

において第16回DARSが開催さ

れました。 

その中から加藤武士の報告を

掲載します。 

左から辻本、幸田、加藤 
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精神科病院に同じく入院していた友人です。セミナーなどで体験談を話していた写真です。当時、こ

の3人がいずれダルクの施設長になり、活躍するなんて誰も思っていなかったし、誰も期待はしていな

かったと思う。ここにダルクの回復であるし、薬物依存者の回復はこのように回復するという事では

ないでしょうか。長い時間をかけて回復していく。回復はプロセスなのです。 

これは木津川ダルクです。2013年に全国で53ヶ所目のダルクとして誕生しました。5LDK2階建

ての一軒家で186㎡。今は７人入所しています。もう一つマンションの1室を借りていて2名がそこで

寝起きしています。このマンションに少しづつダルクホームを増やして、いずれ全部をダルクにした

いと考えています。6部屋あります。 

薬物依存は病気なのか、どう取り扱うのか、病気であることには間違いないと思いますが、糖尿病と

一緒で、どこから治療の対象になるのか、もしくは未病という言葉もありますが、病気になる前にで

きることがあればそこから始めてもよいと思う。治療が医者の権威をもって、その監督下に施設があ

り、生活保護担当や社会福祉施設や家族が、医者の指示を受けて回復支援を行うのは反対なんです。

医者も同じ平場で、医者がおり、ケースワーカーがおり、心理職、家族、対等に話し合い回復につい

て考えていけるようにしたい。ポルトガルも医者の権威はあまり高くないように感じました。心理と

同じような立場で関わりあえる。そんな風になっていってほしいなと思っています。 

また、使った量や期間で、たった5回しか大麻吸ったことがない、もしくは数回のアルコールしか飲

んだことがない。だけど交通事故で人を殺めてしまった。だからこれから先、お酒を飲まずに生きて

いきたい。大麻を吸わずに生きていきたいと決心をすれば、ダルクの利用して止め続ける支援もある

と思うのです。その人が精神科において大麻性精神病やアルコール依存症もしくは薬物依存症という

診断は出ないと思います。でもその人は止めたいと思っているし、その支援が必要であるのですが、

今の障害福祉サービス、公的な支援の中には、このような病気や障害になっていない、薬物をやめた

い人が利用できるサービスや支援がほとんどないような気がします。一人前の精神障害者か薬物依存

症にならないと手助けの対象、支援の対象にはならないところがある。もっと早い時期に薬物使用を

思いとどまらせる、もしくは使わない生き方を選択したくなるような、その気にさせるような関わ

り、支援、資源を増やしていければいけないと思っています。 

これが最近の木津川ダルクです。近所でもらってきたソファーにくつろぎサーフィンの映像をのんび

り観ています。 

アディクトが回復を始めるにあたり、本当にリラックスして言いたいことが言える。自分の気持ちが

表現できるような場所があっていいでしょう？回復の目標は社会の中で有用な一員として、役割を

担ったり、家族との関係を取り戻していくことになるんでしょうが、そんなに一足飛びに模範的な社

会人としてやれるものでもないです。 

 私は、生活保護費のお金を使いこんでパチンコして、家賃も払わずに、いよいよ部屋を追い出され

るようになり、ダルクに行こうと決心したわけで、ダルクのプログラムが素晴らしいからやってみよ

うという気になったわけではない。クスリをやめたい気持ちがないわけではないが、住むところがな

いからとりあえずというのがあった。その他には素敵な女性がいたとか、そういうことで利用が始ま

るのですが、そういう不純な動機を持ちながらもプログラムに参加しているうちに動機が変わってく

る。最初は止めなければならない。あー止めた方がいいのかな？ もう止めたいな～。もう使いたく

ないな～と。どんどん気持ちが外的なもので受け身に動いているところから、主体的に自分がどうし

たいのかというところに辿り着いていく。そういうものだと思います。その過程には再使用や失敗も

ありながら、再発も当然のことと受け止めながらやっていくことが必要なのではないか。短期間に薬

物依存症が治るわけではなくて、薬物依存症者がクスリを使わずに生きていく。より良い生き方にな

る。社会が十分に受け入れるに値する生き方になるには随分と時間がかかるのではないかと思ってい

ます。その回復過程で正しさを強要するのではなく、絶望的な状況を分かち合いながら、希望を手に

入れていく、そんな場所がダルクだと思うし、もっとそういう場所が増えてほしいです。哲学とまで

はいかなくても信念をもって、薬物依存者に関わってもらえればと思います。 

精神科医療では寛解。刑事司法では更生という言葉がありますが、それは限定的ですし、そういう制

度の中である回復は不自由で、本当の意味で回復ではない。ただ従わされている気がします。回復に

ゴールというのはないような気がします。クスリ止めたくてダルクやってきたのですが、来てみると

クスリを止めるのはゴールではなくスタートなんですね。まずクスリを使わずにいる。この目の前の

仲間とどう関わるか？ そんなところから始まっていったので、回復っていうのは何か月か何年か先

に手に入れて完了するようなものではないと思っています。昨日の自分より今日の自分の方が良い、

シラフの自分のほうがホッとするなという気持ち。その連続の中に成長があると思う。頑固で、こだ

わったりすると、回復にとっては邪魔になる気がします。こうしなければならない。ああするべきだ

とか。男らしさとか、女性らしさとか、そういうものにこだわっているとなかなか回復がないし、ダ

ルクを利用した経験のある頑固な人は命を落としている数が多いように思います。 
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アジア太平洋地域アディクション研究所 

ボランティアの清掃作業 

ヨガプログラム 

耳針 

木津川ダルクでは、ミーティングだけではなくて、ヨーガも取り入れています。少々、瞑想っぽ

いことをやっています。汗をかくような感じはなく、自分の身体に集中することを呼吸法などを使

い行っています。そうするとミーティングの中でも集中力が高まってくる。耳針もやっています。

耳のツボに渇望を抑えるところがあり、ここに耳針をしてリラックスしたり集中したり落ち着きを

取り戻したりすることを実践しています。このようなプログラムはボランティアで来てくださって

います。ヨーガ療法学会が、データを集め、ヨーガを教えながらその効果を検証することをしてい

ます。やる前とやった後の気持ちを書きながらデータを取り、その効果を証明しようとしていま

す。こうようなプログラムは欧米では効果があるとして使われていますが、日本では国民健康保険

による医療制度が邪魔をして、安くて副作用が少なくて安全なものであるにもかかわらず、医療や

福祉支援の現場では多く使われていない。保険適用できないので広がっていかない。アメリカでは

個人が入る保険で自分の治療費を払うので、それを払うのは保険会社なので、なるべくなら安くす

ませたい。ですからヨーガや鍼灸などの取り組みを取り入れてやっていくことが進んでいる。日本

では医師業界や製薬メーカー、精神科医療制度が変わらないと進まないでしょう。今はSMARPP

（スマープ、Serigaya Methamphetamine Relapse Prevention Program：せりがや覚せい剤

依存再発防止プログラム）などしかないのが現状です。 

これは、それぞれメンバーが作ったものをブックカバーにして家族に送ったりしている。 

治療や矯正プログラムは短期的なものとしての活用はいいのですが、それでよくなるものではな

い。長期的な回復のプロセスの中に、精神科治療やSMARPPがあったり、就労支援があったり、

教育の機会があったり、様々な取り組みを組み合わせて続けながら薬物を使わずに生きるという気

持ちを継続させるのが、本来の回復支援モデルではないかと思います。 

最後に、木津川ダルクのメンバーが近くの清掃作業をしています。これは私がやらせたわけでは

ありません。これは彼らが自分たちの意思で始めたことです。これは近所のコンビニで何度も万引

きをして、数名が出入り禁止になり、最終的に文書で利用者、職員とも出入り禁止の通知がきまし

た。このことを利用者に説明をした。「仕方ないがそのコンビニは利用しないでほしい。少し遠い

ところにあるコンビニを利用してほしい。そこでも万引きは絶対しないでほしい」と言った。自分

たちの居場所をこうして失っていく。これまでも失ってきたし、ダルクに来てまで利用できる場所

を失ってほしくない。そう説明したが、また万引きしに行きました。 

今度は店長がダルクに乗り込んできた。僕と話をした。「スタッフが利用者に対して首に縄を付

けて買い物に行かせるわけにもいかないし、それぞれに任せるところしかないんです。自分たちは

お酒も止めてるんです」と･･･。「えっ？あの人、毎朝お酒買いに来てますよ！」と。「それなら

店長の口からも利用者に一言、言ってやってください」とミーティングに入ってもらって、「あな

たもお酒を買いに来ているではないか？」と言った。そして店長の思いや、万引きでお店がつぶれ

ることなど、いろいろとシェアしてもらった。でもまた行くんですよ。「なんで来るんだと･･･。

ほとぼりが冷めるのも早すぎるだろうと。」店長談。そんなこともあって、自分たちも木津川ダル

クの連中は万引きするような酷い人ばかりだと言われるのが嫌だ。少しでも自分たちで出来ること

を地域の人に見せたいということになった。スタッフも協力して、道具を買ったり、役所に問い合

わせて、ボランティア活動を支援する助成をお願いして始まった。今は月に2回、自分たちで清掃

作業をしています。最近では見かけた地域の人たちが、「ご苦労さま」、「ありがとう」と声をか

けてくれるようになっています。 

その人が地域の中で地域の人と繋がっていく。依存症問題をダルクの職員だけが関わって良くな

るのではなく、地域も一緒になって薬物依存症になってしまった人を見ていく。だから僕はコンビ

ニの店長には感謝している。文句を言いに来てくれるわけですから。ほとんどの人は無視して警察

に突き出す。警察に突き出された人もいますが、事件にするのも面倒なようで、警察がダルクに連

れて来ました。 

だからこのような関わりをもって回復していく、役立っていくという方があるべき姿ではないか

な？と思います。どこかの施設や病院に入って、数か月後、良くなりました。治りました。と家族

の元に帰って、問題なく生活が続けていけるのかと言えば、そういうものではないと思います。 

わたしたちには、多くの良きつながりが必要なのです。 
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 「回復の歩み」 

まさ   

 

 こんにちは、現在、木津川ダルクで入寮しているアディクトのまさです。私は2014年９月

４日に覚醒剤取締法違反の罪で逮捕されて懲役３年の判決が言い渡されました。今から約３年

前です。その頃の私は逮捕されて、「あーまた、刑務所か」と憂鬱な気持ちで留置所での生活

をしていました。刑務所へ行った数は今回の３年の刑を含めて５回目とあって刑務所へ行く事

は確かに辛くて憂鬱ではありますが、ある程度の諦めや覚悟をしていました。そんな時、当時

私の担当であった弁護士に「指定された病院に入院して薬物治療をするのであれば保釈で出れ

ますよ」と言われ何度も刑務所へ行っている私は内心「絶対ムリでしょ！」と思い、半信半疑

で「じぁ、保釈申請お願いします」と言い、申請をしたところ、何度も刑務所に行っている私

を裁判所が保釈を許可してくれました。病院とはいえシャバに出れるのであればというヨコシ

マな考えを持った私ですが、こうして回復の第一歩を歩き出したのです。 

 その病院での薬物離脱治療を受けながら裁判を並行にするという生活がスタートしました。

薬物離脱治療というのは条件反射制御法という治療法で覚醒剤の欲求が現れた時に「私は覚醒

剤ができない」と唱える事で欲求を抑えたりするおまじない動作や、本物の注射器を使って覚

醒剤ではなく食塩水を自分で注射したり、先生に打ってもらったりする疑似摂取や、自分が覚

醒剤を使っていた頃の事を作文で書き、わざとクスリが使えない状況で覚醒剤の欲求を出す、

想像摂取であったり、病院での薬物離脱治療が進んでいきました。そのような治療が進んで行

く中で、先生からの提案で木津川ダルクに３泊４日で入寮体験をして来て下さい・・・。と言

われ木津川ダルクへ入寮体験する事になりました。でも、この先生の提案が、そののち私が木

津川ダルクへ入寮するきっかけとなりました。そして、３泊４日の入寮体験も無事に終わり、

裁判も３年の判決が出て、保釈で入院していた病院での薬物離脱治療生活も終わり、そのまま

病院から刑事施設へ収監される事となりました。 

 回復の第一歩を踏み出した私は、刑務所での生活も希望に満ち溢れていましたが、刑事施設

の中では、ダルクへ行って回復したいと思う人は少なく、まだまだ認められていませんでした

ので、仲間という仲間はできませんでした。それでも自分は自分で回復の道を歩き出した事で

わずかな光が見え、今まで分かっていても止められなかった薬物依存症という恐ろしい病気を

治したいと心から思うようになりました。５回目の懲役ながら、今回６カ月以上の仮釈をもら

い、ダルクでの生活も早や３ヶ月目になりましたが、今、自分が毎日薬物のない生活を送れて

いるのは奇跡であり、心は平安です。薬物を使っていたあの頃はクスリさへあれば、それだけ

で幸せだと思っていましたが、このシラフの生活には夢があり希望があります。そして回復を

共に願う仲間がいて孤独ではありません。 

 木津川に来て一週間ぐらいの夜、ふと昔のことが脳裏に浮かんできました。 

「なぜ、覚醒剤なんか使ったのか？」 

 幼少のころ物心ついた時、私には足りないものは、あまりありませんでした。ごく普通の両

親、普通の兄弟、普通の生活、普通以上の愛情・・・。小、中学生の頃も、どちらかと言え

ば、友達も多く、クラスでも活発なタイプでした。成績は自分が嫌になるぐらいの数字を取っ

たことは無かったと思います。周りには不良と言われるタイプの人間とも仲は良かったです。

自分にとって、特別な何かが足りないと感じた事はありませんでした。 

 それから、社会に出て、仕事の都合上、外国で働くようになりました。その時、私は22歳に

なっていました。分からない言葉、慣れない生活習慣や合わない食事、勿論、仕事のイロハ、

全てが自分にとって初めての経験でした。でも、そんな生活も徐々に軌道に乗ってきました。 

                 

「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 

 木津川ダルク  入寮者からのメッセージ 
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！ 
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 そして、24歳の春、当時の彼女と籍を入れました。彼女を現地に呼び、仕事もプライ

ベートも、今考えれば絶頂期でした。その後、子供にも恵まれて順風満帆で幸せな時期を過

ごしていました。休みの日は嫁と子供を連れて現地の観光、食事、レジャーに出かけ、平日

は仕事に精を出す毎日でした。しかし子供が成長するにつれ、子供の将来的な教育をめぐっ

て、彼女と衝突を繰り返すようになりました。仕事をしている時も家庭にいる時も心が休ま

る時間はありませんでした。やがて、その時は訪れました。 

 「子供を連れて日本に帰ります。」 

 その時から自分の中で、何かが崩壊するのが分かりました。仕事も、何をするにも虚しい

し、自己嫌悪に落ち、全ての景色が灰色でした。 

 27歳の冬、日本に帰国する機会がありました。車からふと外を眺めた時、ある考えが頭

をよぎりました。「覚醒剤」。以前から大阪のとある場所で取引が日常的なのは耳にしてお

り、気が付くと、自分の思考と車のハンドルは、そのとある場所に向かっていました。簡単

に手に入りました。使い方は見様見真似、まさか、そこまでの効果は期待していませんでし

た。体に入った瞬間、「これで又、生き直せる。」と確信しました。 

 それから、帰国する度に、売人仲間や一緒に使う仲間が増えていきました。最初は仕事と

クスリの両立は出来ていました。次第に仕事は休みがち、何か言い訳を作って日本に帰るよ

うになりました。それから、転がる石は止まりませんでした。会社を辞め、離婚、家族、友

人も全て失いました。私にはクスリしか残りませんでした・・・。 

 今の生活は自分の半生と真逆です。環境、仲間、生き方、価値観、辛い事もありますが、

でも、変えられないものは過去、それを受け入れる落ち着きを。変えられるものは未来、そ

れを変えていく勇気を。 

 Ｒｏａｄ ｔｏ Ｒｅｃｏｖｅｒｙ ｆｏｒ ｍｙ ｌｉｆｅ！ 

ＤＡＲＳのご案内  第17回 DARS in タイ  3月22日～23日 

 ＜予告＞        尾田 真言（事務局長） 

 

薬物依存者回復支援者研修を実施しているDARSでは、第17回の研修会を3/22(水)と23(木)

の2日間、タイの東北部のコーンケン県にある国立タンヤラック・コーンケン病院で開催します。国

家レベルで薬物依存症治療が進んでいるタイと厳罰主義の日本における新な試みについて、日

本からはDARSメンバーら講師7名、タイからはマヒドン大学教授、精神科医、少年裁判所裁判官、

保護観察所長ら6名の講演があり、タイ・日本両国間で情報交換がなされます。またネパールの

回復施設からの参加者による報告もあります。3日目にはコーンケンの刑務所参観とタンヤラッ

ク・コーンケン病院の訪問を計画しています。 

私はタイの薬物政策の視察に2001年と2002年の2回行きました。あれから15年経過して、どの

ようにタイ政府の政策が進展してきたか興味深いです。 

なお、6月26日は国連の国際麻薬乱用・不正取引防止デーです。それに合わせ6月下旬に韓国

でダースを開催する予定です。詳細は後日お知らせいたします。 

アパリの看板をリニューアルしました！！ 

アパリのバッジを作りました！ス

タッフはこれをつけて活動します！ 

第一東京弁護士会研修

会でアパリが講演 

 

3月2日(木）18時より第一東

京弁護士会主催の研修会で 

アパリ嘱託研究員の高橋洋平

弁護士が「薬物事犯の刑事弁

護とその後の更生」というタ

イトルで、藤岡ダルクの山本

大代表が「薬物事犯の更生」

というタイトルで講演しまし

た。 

70名位の弁護士が参加してい

ました。 
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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者率は約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。 

 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。 

[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 

○藤岡ダルク 

〒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。 

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/ 

  Facebookもやっています！ 

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29年3月1日発行 

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 

3/6(月) 

第1回 

「薬物依存症によるダメージと回復」 

 

3/20(月祝) 

「ワークショップ 家族のための 

12ステップ講座3」 

笹瀬 健児氏(ﾘｰｶﾞﾙ・ｶｳﾝｾﾗｰｽﾞ） 

4/3(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 

4/17(月) 

「ワークショップ 家族のための 

12ステップ講座4」 

笹瀬 健児氏(ﾘｰｶﾞﾙ・ｶｳﾝｾﾗｰｽﾞ） 

6/5(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 

6/19(月) 

「ワークショップ 家族のための 

12ステップ講座5」 

笹瀬 健児氏(ﾘｰｶﾞﾙ・ｶｳﾝｾﾗｰｽﾞ） 

7/3(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 

 

7/17(月祝) 

「ワークショップ 家族のための 

12ステップ講座6」 

笹瀬 健児氏(ﾘｰｶﾞﾙ・ｶｳﾝｾﾗｰｽﾞ） 

5/1(月) 
第3回 

依存症者の心にある２つの考え 
5/15(月) 

アディクション関連講座 

「間違いに寄り添う！」 

近藤 恒夫（理事長） 

＜アパリ家族教室スケジュール・東京＞ 

【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 

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。 


