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報告！！ 韓国では連日イベントが開催されました！     

志立 玲子  
 
＜韓国 薬物問題対応シンポジウム /6月23日（金） ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ＞ 

     
 
 
 
 

＜第5回 ソウルダルクフォーラム /6月24日（土） ｿｳﾙ国際ﾕｰｽﾎｽﾃﾙ＞ 

 

＜韓国 麻薬退治運動本部主催 記念式典 /6月26日（月） ｿｳﾙﾌﾟﾚｽｾﾝﾀｰ＞   

 

 初日は、(財)韓国 麻薬退治運動本部が主催する薬物対策のシンポジウムが開催され、日本から

は近藤恒夫が冒頭に祝辞を述べ、龍谷大学の石塚伸一先生は「多様化するアディクションと回復

支援～“えんたく”という考え方～」というタイトルで講演しました。研究者、司法関係者、心

理職など様々な立場からの報告やリハビリ・治療に関する活性化案の討論もありました。最後に

は麻薬退治運動本部の李理事長と近藤恒夫が日韓交流の証でバッジの交換をしました。 

2012年にソウル市内にダルクが出来て5回目のフォーラム開催

になります。テーマは「回復を続けよう！」。韓国でダルクを支

援している関係者、日本から近藤恒夫やアパリ、ダルクのメン

バーが多数駆けつけました。近藤の挨拶に始まり、石塚伸一先

生、(財)韓国 麻薬退治運動本部の李理事長、ウルチ大学のチョウ

先生からお話がありました。また、日本から沖縄ダルクの森さん

らが回復のメッセージを届け有意義なフォーラムとなりました。 

6月26日は６・２６国際麻薬乱用撲滅デーです。世界各国、もちろん日本でも同時期に様々な

イベントが行われています。ソウルでは(財)韓国 麻薬退治運動本部が主催する記念式典が開催さ

れました。李理事長の挨拶から始まり、政治家や関係者の挨拶に続いて、薬物撲滅に貢献した人

を約20名表彰したり、大勢の大学生が壇上に上がり、撲滅宣言をしていました。 

最後に今年の薬物撲滅に貢献した最優秀作品のビデオ映像を会場に流し鑑賞したあと、記念写

真を撮り閉会となりました。 
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診察室にて 

梅野充先生 

「アパリクリニックで働くことになりました」 
 

医療法人社団アパリ アパリクリニック医師 梅野 充 

 

フェローシップニュースをご覧のみなさん、おはこんばんちはです。医師の梅野 充（ウメ

ノ・ミツル）と申します。この度、非常勤医師として火・水・金曜日にアパリクリニックで働

くことになりました。自己紹介させていただきます。 

＊ ＊ 

 私は1965年に兵庫県尼崎市で生まれました。ものごころついた頃には母方の実家で祖母や

父母と暮らしておりました。祖父は若くしてなくなったとかで、写真でしか知らず、祖母が毎

日、仏壇の前でお経を唱えていたのをよく覚えております。実は祖父はDV加害者で、祖母や

母、母のきょうだいに対して飲酒しては高圧的な態度をとっていたようです。僧侶をしていた

ようですがお寺を任されるような立場になることができず、祖母が特技にしていた和裁の仕事

をして一家を支えていたようです。 

 父は結婚して母の実家に入った「マスオさん」的な立場であったわけですが、性格的に飄々

としたところがあって、余り母や母の実家についてコメントしたことはなかったようです。私

が小学生のころに神戸市内に転居して父母との三人暮らしになりました。母は思い返せばAC的

な人でもあったわけで、私には愛情深く接してくれていましたが、体調が今ひとつよくない時

もあり、情緒的に不安定な時もあったように思われます。 

 大学では心理学を専攻しました。やはり心理学をやりたいと思ったのは自分の当時の自分の

生活や性格にどこか屈託をもっていたためだろうと思います。ただ心理学という学問は性格や

感覚を外面からいかに科学的にとらえるか、ということに汲々としている狭量なものであるよ

うな気がしました。その後の心理学の発展や大学教育のありかたには大きな変化があるような

ので、現在、心理学を学んでいたり教えていたりする方々とは異なっていることと思います。 

 大卒後、１年の浪人生活ののちに関西にある医科大学に入学しました。この大学は私のよう

な「再受験組」にもハンデが少ないと言われていて、やはり各地からいろいろなユニークな学

生が集まってきていました。学生同士の交流が楽しかったことをよく覚えています。私が大学

を卒業する年に阪神淡路大震災と、地下鉄サリン事件との２つの大きな出来事が起こりまし

た。上京の準備のために夜行バスで早朝の新宿駅に到着しようとしたその直前に、バスの中の

ＴＶニュースでとてつもない事件が起こったことを知りました。 

 私は地震が起こった神戸からサリン事件が起った東京へと生活の場を変えたことになりま

す。東京都世田谷区の都立松沢病院で医師としての研修を始めました。当時は現在と異なって

研修にはバリエーションがあり、基礎的な内科や外科の修練を積めばあとは自らがめざす科で

の研修を行う方法（セミローテーション）をとることができ、私はこの方法で精神科を主とし

て2年間の研修を受けました。 

 3年目には東京都職員になって台東区入谷にある「東京都立精神保健福祉センター」で勤務

しました。精神保健福祉センターは、現在、各都道府県と政令指定都市に設置されております

が、ここは最初期に設立された精神保健福祉センターであり、浅草や山谷の近くという土地

柄、古くからアルコール・薬物依存症の相談や家族教室が盛んに行われており、私はここで依

存症を専門的に勉強するようになりました。 

 当時は相談員として東京ダルクの森田邦雅さんが非常勤として勤務していらっしゃったり、

家族教室では伊波真理雄先生（雷門メンタルクリニック）や弁護士の森野嘉郎先生（池袋パー

ソナル法律事務所）が講演していたりして、依存症の基礎的な知識や考え方を、こうした方が

たから学ぶことができたことは私にとって幸せであったと考えています。 
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医療法人社団アパリ アパリクリニック医師 梅野 充 

 

フェローシップニュースをご覧のみなさん、おはこんばんちはです。医師の梅野 充（ウメ

ノ・ミツル）と申します。この度、非常勤医師として火・水・金曜日にアパリクリニックで働

くことになりました。自己紹介させていただきます。 

＊ ＊ 

 私は1965年に兵庫県尼崎市で生まれました。ものごころついた頃には母方の実家で祖母や

父母と暮らしておりました。祖父は若くしてなくなったとかで、写真でしか知らず、祖母が毎

日、仏壇の前でお経を唱えていたのをよく覚えております。実は祖父はDV加害者で、祖母や

母、母の兄弟に対して飲酒しては高圧的な態度をとっていたようです。僧侶をしていたようで

すがお寺を任されるような立場になることができず、祖母が特技にしていた和裁の仕事をして

一家を支えていたようです。 

 父は結婚して母の実家に入った「マスオさん」的な立場であったわけですが、性格的に飄々

としたところがあって、余り母や母の実家についてコメントしたことはなかったようです。私

が小学生のころに神戸市内に転居して父母との三人暮らしになりました。母は思い返せばAC的

な人でもあったわけで、私には愛情深く接してくれていましたが、体調が今ひとつよくない時

もあり、情緒的に不安定な時もあったように思われます。 

 大学では心理学を専攻しました。やはり心理学をやりたいと思ったのは自分の当時の自分の

生活や性格にどこか屈託をもっていたためだろうと思います。ただ心理学という学問は性格や

感覚を外面からいかに科学的にとらえるか、ということに汲々としている狭量なものであるよ

うな気がしました。その後の心理学の発展や大学教育のありかたには大きな変化があるような

ので、現在、心理学を学んでいたり教えていたりする方々とは異なっていることと思います。 

 大卒後、１年の浪人生活ののちに関西にある医科大学に入学しました。この大学は私のよう

な「再受験組」にもハンデが少ないと言われていて、やはり各地からいろいろなユニークな学

生が集まってきていました。学生同士の交流が楽しかったことをよく覚えています。私が大学

を卒業する年に阪神淡路大震災と、地下鉄サリン事件との２つの大きな出来事が起こりまし

た。上京の準備のために夜行バスで早朝の新宿駅に到着しようとしたその直前に、バスの中の

ＴＶニュースでとてつもない事件が起こったことを知りました。 

 私は地震が起こった神戸からサリン事件が起った東京へと生活の場を変えたことになりま

す。東京都世田谷区の都立松沢病院で医師としての研修を始めました。当時は現在と異なって

研修にはバリエーションがあり、基礎的な内科や外科の修練を積めばあとは自らがめざす科で

の研修を行う方法（セミローテーション）をとることができ、私はこの方法で精神科を主とし

て2年間の研修を受けました。 

 3年目には東京都職員になって台東区入谷にある「東京都立精神保健福祉センター」で勤務

しました。精神保健福祉センターは、現在、各都道府県と政令指定都市に設置されております

が、ここは最初期に設立された精神保健福祉センターであり、浅草や山谷の近くという土地

柄、古くからアルコール・薬物依存症の相談や家族教室が盛んに行われており、私はここで依

存症を専門的に勉強するようになりました。 

 当時は相談員として東京ダルクの森田邦雅さんが非常勤として勤務していらっしゃったり、

家族教室では伊波真理雄先生（雷門メンタルクリニック）や弁護士の森野嘉郎先生（池袋パー

ソナル法律事務所）が講演していたりして、依存症の基礎的な知識や考え方を、こうした方が

たから学ぶことができたことは私にとって幸せであったと考えています。 

 当時は上野公園で不良外国人が偽造テレフォンカードを売ったりしていた時期で、若年層へ

の覚せい剤汚染の拡大が社会問題となり、「第三次覚せい剤乱用期」が宣言された時期に当た

ります。当時は主としてご家族からの相談を受けていたのですが、覚せい剤についてのご相談

が多かったように記憶しています。 

 その後、平成12年から14年間にわたって東京都立松沢病院での臨床に従事しました。松沢

病院では当時の院長の方針で一貫して依存症の外来と病棟を担当することができました。この

ような大規模な病院では医師の異動も多く、特定の専門の臨床だけに長期間従事することは難

しいので、依存症の専門として多くの患者さん方の外来と入院治療とを継続的に担当できたこ

とは私に大変よい経験になりました。 

クリニックの前で 
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クリニックの前で 

 また、東京ダルクの運営委員にならないかと声をかけていただき、平成12年ごろから松

沢病院勤務のかたわら、東京ダルクの運営会議に参加させていただくようになりました。そ

こでスタッフの幸田実さんたちに実際の施設や当事者スタッフとしてのありかたについて教

えていただき、運営委員として関わっている各方面の方々と親しく交流していただく機会に

なりました。 

 平成26年から東京都立多摩総合精神保健福祉センターに異動しました。ここでは地域生

活している精神障害を持つ方々への訪問相談を行ったり、若年層の方を対象としたデイケア

を運営したりするような経験を積むことができ、こうした地域精神保健福祉の先端的な事業

に関わることができたことも喜ぶべき経験であったと感じています。 

平成29年4月から縁あって「医療法人社団アパリ アパリクリニック」に非常勤医師とし

て勤務するようになりました。これまでの経験を生かして皆さんのお役に立ちたいと気持ち

を新たにしております。 

アパリクリニックで勤務するようになって、このクリニックの特長を知るようになりまし

た。一言で言うと「優しいクリニック」ということになるかと思っています。一般にはまだ

まだ認知度も低く、治療の場も少ない依存症の治療を積極的に行っていること、そのなかで

も女性やLGBTの方のための専門プログラムをもち、ともすれば受け皿の少ない方がたの治

療を行っていること、再発の多い依存症で長い経過をもつ人たちを粘り強く診療しているこ

と、診察室や相談室も絵が飾ってあったりやソファが置かれていたりして居心地よく作られ

ていることなど、来診された方がたに寄り添うような、優しいクリニックになっていると感

じております。 

私自身が診療に使わせていただいております部屋は、まだ何もない殺風景な部屋ですが、

受診にいらっしゃる方がたが持ち込んでくださる風によって少しづつ風通しが良くなってき

たように感じています。これから受診されるたくさんの方がたが運んできてくださる風とと

もに、壁の絵なりイスなりが増えていくものと考えています。この部屋が来診される方がた

にとって落ち着ける場所になっていって欲しい、と願っています。 

アパリクリニックは、NPO法人アパリや日本ダルクと緊密に連携しているという大きな特

長をもっています。わが国を代表する回復支援施設と協働してケアにあたるということは、

アパリクリニックに受診される方がたにとってメリットになると考えています。 

またクリニックには専門職以外にもリカバリング・アディクト（回復している依存症の経

験をもつ人たち）の立場のスタッフが多くおり、受診されたりデイケアに参加されたりして

いる皆さんの相談に日常的にあたっています。 

医師は（精神科のように患者さんごとの個別性が大きな領域では特に）医学的知識以上

に、患者さんがた自身の言葉や症状から学ばせていただいているものと思います。自分の経

験の中で、幾人か、幾十人かの患者さんの言葉や生き方が、自らにとっての学びになって、

医師としての知識技術そのものになっているように考えております。 

ある女性は迷いながら、悩みながら、ついにそれまで秘密にしてきた飲酒について告白し

てくださって、その後、きちんと自助グループに通うようになり「これでうそをつかなくて

済むようになりました」と印象的に語ってくださいました。 

別の女性はまったくコミュニケーションがつかないままに他院に転院してしまい、数年間

か経ってまるで別人のように生き生きして再診され、「あの時は何も話せるような状態では

なかった」と処方薬依存の当時をふりかえりました。 

原家族での虐待的親子関係に悩んで酒と出会い、ひどい大量飲酒の時期を経て断酒にい

たって、自助グループに通いながら少しづつ原家族での自分の育ちについて語ってくださっ

た方もあります。自らの育ちや子育てについても悩みながら、お話をうかがい続けたことを

思い出します。 

こうした多くの人たちお一人お一人の姿が、自分の臨床のスタイルを作り、いつも自分を

励ましてくれ、支えてくれているように感じています。これからアパリクリニックで出会い

う方がたが、また私自身を新しく作っていってくれるだろうと感じて、その分いくばくかで

もご本人や家族のお役に立てればと考えています。 

これからの皆さんとの出会いを楽しみにしています。どうぞよろしくお願いいたします。 

医療法人社団アパリ 

アパリクリニック 
 

診療のご案内 

精神科 ・ 心療内科 
薬物依存症/アルコール依存

症/ギャンブル依存症/うつ/

パニック障害/神経症/摂食

障害/統合失調症/その他 

 

月曜～土曜日 

9：45～18:00 

℡：03-5369-2591 
※診療は予約制です 
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沖縄ダルク 森施設長 

 

森施設長のお話で印象的

だったのは、デイケアの

施設が新しくなり、広く

て明るいスペースになっ

たことで、いざこざが激

減したという話でした。

沖縄ダルクの前で 

 沖縄刑事施設参観 ～ゆいまーると飲酒文化の島～ 
 

事務局長 尾田 真言 
 

 沖縄刑務所、沖縄少年院と沖縄女子学園、琉球病院の医療観察病棟、沖縄ダルクを訪問した。副題の

「ゆいまーる」というのは、互いに助け合う精神のことで、沖縄文化の特徴である。 

 

沖縄刑務所 

沖縄刑務所は沖縄県内で刑が確定した執行刑期10年未満の男子

受刑者を収容する刑務所である。収容定員が459人のところ、平

成18年7月7日の544名（収容率118％）がピークで、その

後、右肩下がりで収容率が低下し続け、参観当日では316名（収

容率68.8%）となっていた。沖縄刑務所の場合、1位窃盗、２位

道交法という特徴がある。なぜなら沖縄では泡盛天国とも言われ

る、酒を飲む文化と犯罪が結びついているからである。酒を飲んで犯罪をしたり、酒が欲しくて犯罪を

したりする人が多い。特別改善指導では交通安全指導の参加者が多く、また、一般改善指導で酒害教育

を受ける者が多い。受刑者の平均年齢は45才で、最高は86才。平均収容回数は４回で最高は33回で

あった。 

沖縄はあったかいのでちょっと一杯行こうかということになる。ビールの一杯から泡盛に発展する。

沖縄で飲む泡盛は本土で飲むより、風土の関係で軽く感ずる。生活保護については、社会福祉士の支援

が重要で、今年から正規職員を１名雇用したという。社会福祉士のネットワークはすごいので、これか

ら需要が増えるだろう。沖縄刑務所の中でもお互いに助け合うゆいまーるの考え方は浸透している。 

圧倒的に沖縄は集団で非行に走っている。赤信号みんなで渡れば怖くない。集団になるとまとまりが

強くなる傾向があり、犯罪がしにくい環境となる。一方、受刑者でもつまはじきにせずある程度は受け

入れてもらえる。もっとも5回、10回となると地域から見放されてしまう。受刑者が塀の中で死ぬ

と、本土では刑務所の墓地に入ることが多いが、沖縄の場合は地域のつながりがあって遺骨をもらいに

来る人がいるので無縁仏にならない。おだやかな人間関係が刑事施設の中に

もあって、沖縄刑務所ほど非常ベルのならない刑務所はないという。 

 

沖縄少年院(男子) 

 こちらでは「てぃだ子を育む」つまり、てぃだ＝太陽の子をはぐくむ＝み

んなで育てていこうがスローガンのもとに処遇が行われている。少年院は、

社会不適応の原因を除去し、健全な育成を図ることを目的として矯正教育を

行う場。罰を与えるのではなく教育する場である。問題性の解決は簡単なこ

とではない。その意味で、保護処分は刑事処分に比べられないくらい厳しい

ものだと考えているのだと渡辺院長は言う。自分の問題に真正面から向き合

うことで、入院者たちは非常に厳しい思いをしている。内面は非常に厳しく

教育をやっているという話だった。沖縄少年院における入院前の飲酒率はな

んと96%。また沖縄の飲酒問題は少年に限らず成人も多いが、それは沖縄文

化全体が飲酒に甘い社会だからである。沖縄少年院は年齢が低く、中学在学中の比率が全国に比べて多

い。また、実父母がそろっていない割合が全国より高く、貧困が犯罪の原因となっている。運動会では

エイサーをやったり、日頃から三線（さんしん）の練習をしたりしている。 

 

沖縄女子学園 

スローガンは「肝清らかさ 花美らさ」（ちむちゅらさ、はなちゅらさ）。

少女たちが美しい環境の中で美しい花に囲まれて教育をしようという思い。女

子少年院は全国９施設ある。基本的に沖縄の子をみる施設となっている。出院

は 仮退院がほとんどであり、その後保護観察に付される。決めるのは地方更

生保護委員会で、1級になったときに地方更生保護委員会に報告され、その後

3カ月くらいで仮退院になる。収容人員は28名のところ、平成25年に12名で

あったが、平成28年には3人、本日現在4名である。女子少年院には虞犯で入

る子もおり、ヤクザの事務所でシャブ付けセックスを強いられていたりしていて、立件されなかっただ

けで、深刻さは犯罪少年より高い場合がある。男子少年の場合虞犯で少年院に入る者はほとんどいな

い。女子の場合、ともかく保護しないといけない人が入っている。 

沖縄少年院にて 

沖縄女子学園にて 
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アジア太平洋地域アディクション研究所 

家族教室参加者からのメッセージ 

「アパリの家族教室に参加して」 

M  
 

一年半前の冬、アパリの家族教室に参加しました。初めてお会いした人たちの前で息子に対する

悩み、愚痴、怒りを語り続けました。 

黙って耳を傾けてくれる人、共感して頷いてくれる人の居る場所で今の自分の気持ちを正直に赤

裸々に出せる刻を共に過ごせたことは初めてのことであり、安堵したことを覚えています。夫婦で

は家の中でひっそりと同じ話を繰り返していましたが、他の人を交えての話し合いの場は皆無で

あったので新鮮であり興奮しました。 

 共通の悩みを持ち。聞いてくれる人たちが居て、自由に話せる場所があり、同時に助言も得られ

ることに心を許していられました。 

 回を重ねて勉強していく中で息子を見る目も少しずつ変わっていったように思えました。 

講師の志立さんから、「今まで息子さんに支配されてきたのだから、今度は親が主導権を取る方

法に変えた方が良いのでは？」とのアドバイスを受けました。例えば送金の額も言われるままに送

金せずに、息子と約束して6割程度減らしたら納得したようでした。アパリから送金をお願いして

いるのですが、息子からお礼の手紙が届き、驚きました。何年もかかって辿り着いた道のように思

えました。 

5月人形を飾れば素直で優しかった子供の頃を思い出し、いつしかお互いに笑顔の戻る日が来る

ことを願っています。とはいえ、一時でも心を許したことはありません。これから先も不安、焦

り、数多の悩みは尽きないと思いますが、家族教室に入会したお陰で指導してくださる先生方の適

切な助言を指針として過ごしたいと思います。 

 主人にも変化がありました。以前は家事を何一つしませんでした。教室に通うようになって、日

常生活の態度や言葉が本当に変わってきて有り難く思っています。「ありがとう」と言ってくれる

ようになりました。お茶を入れた時、新聞を渡した時などです。そしてスーパーの買い物の手伝い

や、食器を流し台まで持って行ってくれるとか・・・。些細なことですが、私にはとても嬉しいで

す。そして教室でも他の人が話す時間にも配慮するようになりました。今まで主人に対して注意し

たり助言してくれる人はいませんでしたから。主人の変化は私自身にも変化があったのかも知れま

せん。この歳になってですが、二人で相談しながらの日常生活になればと思っています。 

 どこへも持って行き場の無い、自分の自身の気持ちに心から安らげる場所と時間をいただけたこ

とに深く感謝すると共に良いご縁に恵まれたことにお礼を申し上げます。 

第１３回NO DRUGS 警視庁に参加して 
                 

嘱託研究員 森村たまき 

  

 6月25日（日）池袋としま産業振興プラザにおいて、13回目となるNO DRUGS 警視庁が開催

されました。年に2度、霞が関の警視庁本部で開催されてきたNO DRUGS ですが、今回初めて警

察の外に出て、名称も「リセット・セミナー」と、一見それとはわからない会合です。警視庁に行

くのは敷居が高い、気後れする、といった参加者の声を汲んで、公共の施設での開催となったそう

です。 

 司会は組織犯罪対策第５課の斎藤刑事。NO DRUGSの初期から参加されている方です。この事

業の生みの親である蜂谷義治警部から、この活動と歴史を紹介されました。即決裁判で執行猶予に

なった男性薬物事犯者を対象に平成19年10月から警視庁モデル事業が開始され、それが１年半で

打ち切りになった後、活動を継続してほしいという参加者の希望があったため、蜂谷警部が有志の

警察官とともに平成21年にNO DRUG愛宕として、この活動を開始したのです。ユニークな点

は、それが当事者だけでなく、家族も対象とすることです。NO DRUG愛宕立ち上げにあたっては

ご家族の要望が強かったそうで、活動のごく初期から、家族と当事者が共に集う場所として運営さ

れてきました。ただ逮捕するだけでなく、逮捕した薬物事犯者の回復を後々まで支え、そのために

は家族を支援することが大切だという蜂谷警部の理念と、お人柄に由来するところが非常に大きい

のです。 

 8年前はほんの数名で始まったこの事業ですが、現在では本人、家族、そして数多くの警察官が

参加する大きな活動に成長しました。参加された警察官の方が「当初は法に違反した者はただ捕ま

えて罰すればいいと思っていたが、その人にも家族や大切な人たちがいると考えると、本人の回

復、家族の回復を考えずにはいられない」とおっしゃるのを伺いました。蜂谷警部の熱意と理想

は、警察の意識と活動を変えています。 

蜂谷義治警部 

6・26国際麻薬乱用撲滅デー  

都民の集い 
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 「ダルクと私」 

  YSKZ 
 

 私が生まれて初めてタバコや酒を覚えたのは小学校の高学年だったと思います。その頃はよ

くいう興味本位だけ。友達と大人の遊びをするのが面白いと感じるのは誰にでもあることかも

しれません。その頃は常習になるわけでもなく、単なるお遊びの一環としてでした。 

 違法薬物と出会ったのは大麻ですが、これも最初からのめりこんだというわけでもなく、そ

ういう遊びが楽しく感じたのですね。特別好きな趣味も無く、クラブ活動に没頭している同級

生を尻目に、大麻で遊んでいる自分を特別な存在のように感じていました。 

 中学生の頃からスケートボードを始めて、いつの間にかサーフショップのひとに海へサー

フィンをしに連れて行ってもらえるようになりました。もうかれこれ35年は前の話ですから、

現在のようにサーフィンがメジャーなスポーツではなく、アウトローでアメリカンな感覚が自

分にはぴったりハマったのでしょうか。人と違うことをしているのがどうも快感だったようで

す。 

 サーフィンには真面目に取り組みました。若いとあって、年上の先輩達にもかわいがられた

おかげでそこそこ上達できた頃、水の上を人間が板切れ一枚でスイスイ滑るあの感覚は、何物

にも代えがたい快感と喜びがありました。他では味わえない気持ちよさを得られるスポーツと

あって、当然毎日のように海へ行きたくなります。しかしながら未成年で車の免許も無い私

を、先輩達も仕事があり毎日海へなど連れて行ってもらえません。当然費用もかかります。そ

んな時に夜な夜なDiscoやクラブに通い始めるようになります。こんな話はよくあるパターン

かもしれませんね。一度、何物にも代えがたい快感を得てしまうとそれと同等の喜びを得られ

る行為を探し求めます。薬物にのめり込むのにさほど時間はかかりませんでした。 

 サーフィンとドラッグ、スケボーとドラッグがセットになり、やがてはドラッグのみを追い

求める生活に変わります。健康的な友達は去り、クスリを共有する仲間だけ。仕事やバイトに

就くも長続きせず辞めるかクビになる。稼いだお金も使い道はクスリだけ。類は友を呼び、ク

スリのネットワークばかりが広がります。そんな生活が数年続いたのち、クスリ仲間が入院し

たり亡くなってしまったり。自分なりに多少は「止めよう」と思ったのか単身海外へ逃げるよ

うに渡航しました。 

 南半球の地で、クスリを体から抜いてもう一度サーフィンがしたい。俗にいう“返し太り”

でぶくぶくに太った体のリハビリに取り組む覚悟でしたが、中々上手くはいきません。遊びほ

うけてまた大麻を吸ったりしながら一年少しして帰国。帰国後に仲間を誘いすぐの一発です。 

地元に戻ることが怖くなり、遠く離れた東北で暮らすことを決め移住。身寄りも知人もいない

土地での再出発はそんな楽なものではありません。それでもあの危険な地元の関係の中には絶

対帰りたくない思いで、何とかハードドラッグを使うことなく何とか生計が立ち始め、仕事も

安定し結婚、一児を授かります。 

 ところが、体を壊したのをきっかけに転職、転職を機にまた大麻です。その頃、パニック障

害になり、精神科通院も始まります。苦労しながらも、周りからよく見られたい強い承認欲求

でマイホームも建てますが、ふたを開けてみれば大麻栽培を最優先に考えた自分の城です。毎

日起こる痙攣や発作に鬱々とした状態。定期的に夜のポットパーティ、サーフィンに打ち込み

なおした数年間も処方ヨレとフラッピーな身体でズタズタ。職場では他人の悪口ばかり。書い

ていた自身のBLOGも炎上。その上株式投資にもハマり財産を使い果たします。15年勤めた職

場も自主退職。自己破産の申請に破産専門の自助グループに通い、裁判ののち免責決定許可が

おります。それからすぐに大震災で被災し、泣く泣く故郷へ。職探しを何十件もしてはみます

が採用されません。そんな自分の居場所は布団の上だけでした。精も根も尽き果て鬱状態はさ

らにひどくなり、二度の自殺未遂の果て意識不明からの精神病院措置入院が待っていました。 

 精神科退院のあと、兼ねてから定期的に連絡をくれたり、生存確認をしてくれていたかつて

のクスリ仲間が回復し働いているダルクに自ら繋がりました。京都ダルクには男女合わせて20

名位の利用者がいましたが、みんな自分より若くて、そういう些細な事から仲間たちとの違い

探しをし、入院中に大幅な処方薬の減薬からの断薬。離脱症状もあって苦しい日々が続きま

す。父親が要介護の認知症であることと、実家の僅かながらの仕事のために通所利用しながら

の毎日はとても辛い日々となります。かつてなら、しんどいことはしたくない、不安や自己嫌

悪に陥る自分でいたくない、過去のことをいつまでもクヨクヨ悩んだり、周りの人を恨んだり

する中でクスリや大麻に逃げていたかもしれません。 

 木津川ダルク  入寮者からのメッセージ 

今月のヨーガ  

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！ 

うなだれるコウガ君 
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「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 事務局まで 
 

※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 

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 

● アパリ東京本部より 

 この度アパリでは一般企業向けに薬物検査キットを販売することになりました！ 

会社内で薬物使用が発覚したり、逮捕されれば、解雇！というイメージを持つかもしれません。 

今回アパリが提供する「D☆Check＆Support」を企業が取り入れることにより、違法薬物の抑止

力効果や企業のイメージアップにも貢献できます。また、検査の結果、陽性反応が出たときは各

種機関と連携し回復のサポートをしていきます。「逮捕の前の早期介入を目指す！」これがアパ

リの新しいミッションです！ 

使い方は極めて簡単。検査時間は約3分。同時に6種類の薬物を検出できます。 

【価格3,500円 特別価格3,000円（税別） 1箱25個入り、1箱から販売】 

※詳しくはホームページをご覧ください。 

 

● 木津川ダルクより 

ダイドードリンコ（株）様と共同で社会貢献型自動販売機の設置を進めております。 

売上の一部を関西圏のダルクへの寄付に充てられます。 

自販機の管理、設置費用は、ダイドードリンコ様が負担してくださいます。 

お問合せは、木津川ダルク 加藤まで 

 しかし、ダルクには自分と同じような辛さを抱えた仲間達がいたこと。今日はしんどく

ても明日は何故かしら笑っている仲間達。私が食事をしたあとの食器を洗ってくれた仲間

がいたり、ミーティングでの私の話を聴いて共感してくれる仲間がいたり、合わないなと

いう仲間もいたけど、それぞれの仲間の中にかつての私自身がいるなと気づき始めます。 

 アディクション（薬物依存症）は病気であると理解していく中で、自分は随分長い年月

を病気に囚われながら生き延びていたのだなと感じました。 

 ミーティングもそうなのですが、ダルクのプログラムはとてもシンプルで、スタッフや

仲間達と掃除をしたり、献立を考え買い物に行ったり、料理を作り皆で食べる。その中

で、そういったことも誰かや家族にしてもらって当たり前と生きてきていた自分がいるこ

とに気づきます。スポーツや畑での農作業のプログラムもあり、最初の頃は自分で進んで

参加することもなかったですが、スタッフや仲間達が声を掛けてくれたり、出来ないなが

らも少しずつ楽しめるようになっていきました。 

 ダルクで仲間達と得た経験は、かつてない新しい経験と感じられたのだと思います。何

をするにも自分中心、自分さえ良かったらいいのだというこの病気、やがて自分自身で疎

外感を強く感じながら孤独を作っていきます。その先には「死」でしかないのですね。 

 素面の自分がダルクの仲間達とプログラムを通じて新しい経験をしていく中で、様々な

感情が生まれ、その感情と向き合う中で気づくことがたくさんあります。でももう自分一

人ではないということ。クリーンな期間があるとはいえ、仲間の中で過ごしながら自分自

身の感情と向き合うことを忘れてしまうと、またしんどい状態が長く続くことになりま

す。京都ダルクで素晴らしい経験をさせていただき、昨年から木津川ダルクでスタッフと

して働かせていただいております。 

 入所している仲間達と毎日過ごしながら、仲間達に生まれる感情、「どう感じ、どうし

たいのか」「その時に古い生き方で反応するのか、新しい生き方で対応していくのか」自

分自身に問いかけながらも楽しみを見つけ、仲間達と共有していこうと考えます。 

 傲慢にならず、同じ目線で考え、先行く仲間達に自分がしてもらったことを少しでも新

しい仲間に返せていければいいですね。 

第67回 社会を明るくする 

運動 相楽地区大会 講演 
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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7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 

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・7」 

笹瀬 健児氏(ﾘｰｶﾞﾙ・ｶｳﾝｾﾗｰｽﾞ） 

8/7(月) 

第6回 

子どもの成長を助ける関わりに 

ついて 

8/21～22 
宿泊型ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ「家族のための 

12ステップ講座 ｽﾃｯﾌﾟ8・9」 In 軽井沢 

10/2(月) 

第8回 

「あなたの環境や状態をいいものに

変えよう」 

10/16(月) 
アディクション関連講座 

講師：未定 

11/6(月) 

第1回 

「薬物依存症によるダメージと回復」 

 

11/20(月) 

「ワークショップ 家族のための 

12ステップ講座11,12」 

笹瀬 健児氏(ﾘｰｶﾞﾙ・ｶｳﾝｾﾗｰｽﾞ） 

9/4(月) 

第7回 

薬物問題を持つ人の家族の回復 

プログラム 

9/18（月･

祝) 

「ワークショップ 家族のための 

12ステップ講座10」 

笹瀬 健児氏(ﾘｰｶﾞﾙ・ｶｳﾝｾﾗｰｽﾞ） 

＜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】アパリ東京本部  AICビル１階 ミーティングルーム 

【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20万円）（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。 


