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玄秀盛さんの講演の内容を以下にまとめました。
日本駆け込み寺は歌舞伎町で産声をあげて今年で15年と半年く
らいになります。相談内容はDV、ストーカー、自殺、多重債務、引きこ
もり、薬物依存、虐待、いじめ、暴力団関係の離脱や加入、被害者、加
害者など、ジャンルを問わず一切合切やっています。
相談件数のべ３万件以上、年中無休、一切無料でやってます。公益
社団法人日本駆け込み寺のキャッチフレーズは「たった一人のあな
たを救う」。もう一つの団体は5年前に設立した「再チャレンジ支援機
構」です。こちらのキャッチフレーズは「どんな過去でもやり直しはき
く」。再チャレンジ支援機構は堀田力先生を代表理事にして、浅野史
郎先生や仙谷由人先生などが理事になっています。再チャレンジ支
援機構は加害者対応。駆け込み寺は被害者対応。再チャレンジ支援
機構ができたことで両輪が回るようになったなと思っています。自
分にとっては被害者も加害者もない世界を作りたいと活動を続け、
かれこれ15年経ちました。当初は年中無休24時間で女性と子供と
未成年のみ対応してました。平成14年5月20日にオープンし、NHKの
首都圏ニュースで報道され、それから怒涛のように相談件数が増え
た。
当時は我流でマニュアルもなく、男性相手だったら対で話してま
した。当時は暴力団関係が多かった。女の子、ホステスが逃げてく
る。追ってくる相手には、面と向かってガツンと言うし、荒技をやって
ました。でも、その場は収まるけれど、自分が関知しないところで二
次被害、つまり家族がやられる。子供がやられる。そんなこともあっ
て、10年くらい前から男性の相談も乗るようになりました。当初は男
性と話して、女性を逃がす。男性に暴力はいかんでと話すのだけど
学習能力がないから、また同じようなことをやります。暴力で制圧
する。何でなのか聞いたら、仕事がないと言う。前科がある。指が欠
損している。墨が入っている。だから職に就けない。女性を食い物に
する。という負の連鎖がある。こういう問題は元からやらないと被
害はなくならない。
こういう人たちは、職業を紹介して自分が保証人になっていまし
た。建設関係、飲食店、ホテルのシーツ替えの夜間勤務など。みんな
頑張るし、生活が出来て、世帯主になる。こういった加害者の支援の
ために「再チャレンジ支援機構」を作りました。被害者も加害者もな
い社会。一人で始めて、今だにそういうところでやってます。
「なぜ駆け込み寺をやってるの？」と動機を聞かれます。自分は
年中無休で15年半、盆も正月もなしでやっています。

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

玄 秀盛（げん ひでもり）氏
プロフィール
1956 年、大阪市西成区生まれ。在日韓
国人として生をうけ、“4 人の母”と“4
人の父”のもとを転々として育つ。中学
卒業後、自動車修理工を皮切りに、すし
職人、トラック運転手、葬儀屋、キャバ
レーの店長など28の業種に及ぶ職業を経
験した後、建設、不動産、金融、調査業
など10 社あまりを起業する。また、33歳
で天台宗酒井大阿闍梨のもとで得度する
など、特異な人生をくぐりぬけてきた。
2000 年の献血の際、白血病を引き起こ
すウイルス保菌者であることが判明した
のを機にそれまでの人生と決別。
自身の「生きた証」を残すため2002 年
5 月、NPO法人日本ソーシャル・マイノリ
ティ協会を設立。470日あまりは24時間体
制で相談窓口を開設した。それ以来、3万
人以上の人々の悩みの救済を行ってき
た。
2011年7月一般社団法人日本駆け込み寺
を設立。2012 年11月公益社団法人格を取
得。「たった一人のあなたを救う」を
モットーに、DV、家庭内暴力、金銭トラ
ブル、いじめ、ひきこもり等、いかなる
問題であろうと分け隔てなく、悩み苦し
む人々は何人でも受け入れるという姿勢
のもと活動を続けている。2012年日本国
籍を取得。
また、2014 年4 月には一般社団法人再
チャレンジ支援機構（代表理事 堀田力
氏）を設立し、社会復帰が困難な刑務所
出所者等の支援を行っている。
再チャレンジ支援機構ホームページ
http://shienkiko.jp/dantaigaiyou/

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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2000年に献血をしました。当時は代々木の駅前でビルを借りて建設業、金融、宗教法人、探偵、年商20億
位あった。20億売り上げて自分で８億使えた。えぐい商売で、夜明け金融で一晩明けたら１割というような仕
事。反社会勢力に近い人たちに金を貸すから回転率がいい。とことん金儲けに執着してた43歳。それが2000
年。秋葉原で献血したら、２週間後に日赤の亀有から通知がきて、感染陽性「HTLV-1」と書いてあった。でも、
自分は早合点して、HIVかと思った。股関節が悪くて平場でもつまずく。原因なにかと病院通っていたから、
ちょうどリンクした。これはきたなと。不謹慎かもしれないけど、HIVの心当たりはいくらでもあった。
命のこと考えた瞬間に、あの世に行くなら５人ほど道連れにしてしまおうと思った。探偵してるから４人は
見つかって、あと１人がどうしても見つからなかった。後でわかったけどそいつは服役中だった。
２日すぎて改めて書面を見たら「HTLV-1」というのを見て、1000人中１人は死ぬけど999人は寿命を全うす
る、と。なんやねと･･･｡内面で生まれて初めて死を意識した。一番自分の本性が出る。命がないと思ったら
復讐しかない。俺の人生なんだったんだろ。自暴自棄になって目標がなくなった。帰りにトボトボ紀伊国屋の
本屋に行ったら、NPO とかボランティアとか書いているコーナーがあった。そうだ、自分は阪神大震災の時、
長田（神戸市長田区）で解体して、行政が来る前にテント村やって、プレハブ立てたりしていたなあとぼんや
り思った。
自分は天台宗です。師匠は酒井雄哉（さかいゆうさい）。比叡山の焼き討ちから400年余りの歴史の中で３
人しかいない大阿闍梨さんです。33歳で得度しました。阿闍梨さんと京都御所から上野寛永寺を歩き、36歳
の時には大慈寺（栃木県栃木市）から恐山まで1600キロ29日歩いた。得度はしてるけど行院には入っていな
い。得度したらあれこれ守らなあかん。阿闍梨さんを見て仏心を学んだ。
西成（大阪府西成区）生まれ、釜ヶ崎で手配師もやっていた。あいりんセンター全体で手配師は150人いま
した。そのうち149人は組関係、自分一人が組関係じゃない。17年間、人夫出しや手配師をやっていた。いろん
な経験がある。その経験を活かせば、歌舞伎町で半年や1年くらいこの命は使えるだろう。この命を歌舞伎
町で使ってやろうと。平成14年5月20日朝6時にスタートしました。無休で一日24時間やっても人間って意外
と死なない。頭はちょっとボケてくるけど体は大丈夫。２年前に会社を全部整理して収入も途絶えた。家族と
縁も切った。切ってないのは阿闍梨さんだけ。自分は人の評価はどうでもいい。自分は在日でしたから差別
は慣れている。綺麗事じゃないけど、この命どこまで使えるんだろう。能力と馬力と腕力と知恵があったから
一歩も引かなかった。猛烈にやった。師匠の阿闍梨さんにだけは「駆け込み寺やるねん」と報告に行ったら、
「ああそうか」と。軸１本と色紙５枚頂きました。そんな始まりでした。
あの当時はボランティアがいっぱい来ました。ところが怒鳴り込んでくるやつも来る。電話は「ぶっ殺す
ぞ！」と。するとボランティアも引く。１週間くらいで誰も来なくなったり。自分は楽しかったですけど。

講演会の様子

最初から、相談内容ではなく相談に来た人間をまず助けるというスタンスでやってました。ただし、溺れて
いる人を一瞬は助けるけど、陸に揚がって風邪引くのは相談者の責任やから、とそんな感じでした。このスタ
ンスは15年たった今も変わっていません。この面構えと関西弁は歌舞伎町受けする。関西弁喋るだけでやく
ざ風に見られる。さすが歓楽街。震災後の相談も関西から上がって来たものも多かったです。
DVに関しては女性が来た時は聞き取りして、一旦帰らせて作戦を練ります。駆け込み寺のチラシを30枚
持って行って、周辺の人間にばら撒かせます。男が駆け込み寺に迎えに来た時に、知らぬ存ぜぬはできな
い。女性の手回り品はコンビニで送ります。Xデーを決めて、（家を）出て来させます。男のターゲットはうちで
すから、「どこ行った？」と電話で問い合わせが来ます。駆け込み寺がターゲットというのがわかりやすい。
逃げてきた女性には、明日から働けるところがあります。首都圏、大阪、鹿児島にもあります。離婚率はほ
ぼ100％。男の執着を取り除いて、なぜ（男のやっていることが）DVなのかを教えてやります。男は必ず「やり
直したい」と哀願してくる。「やり直すならたった一つの方法あるで」と言うと、男は100％のみます。「改心し
てもう一度恋愛してやり直すんや。紙切れ一枚破棄して、やり直しせんかい。」「ほんま心から思うんやったら
応援したるから。もう一度って何の根拠あるねん？バラの花持って行くなり、もういっぺん恋愛してみろ」と
言います。でも、離婚届にハンコ押せば意外と男の気持ちは落ち着きます。最短１ヶ月、最長で10年かかりまし
た。67歳で離婚成立した人もいます。65歳の女性でもDVで逃げてきますよ。世間はどっこも預からない。田
舎からも逃げてきますよ。65歳になったら「やめとき、もうちょっと我慢したら夫が先に逝くよ」と言われてし
まうそうです。自分はネットワークがあるから、社員食堂の賄いとか管理人でも働く気があるなら、１年でもい
いから望みを叶えます。どういう思いで65歳にもなって出て来るのか。１日でもいいから夫と離れたい。そう
いう強い思いがあります。駆け込み寺というのは縁切り寺です。暴力でも金でも夫婦の縁でも、その人が望
むなら切ります。「たった一人のあなたを救う」というのがキャッチフレーズやから。
千葉市在住の65歳の男性。息子の家庭内暴力が激しく、上野に逃げて滑り台の下で手首切ろうとしたん
だけど、勇気がなくて、一晩公園で過ごして駆け込み寺に来た。千葉の行政に電話して、背景を探ってやる。
男性を家から逃がすことはできるけど、お母さんが一人で息子と対峙してるなら、それは危ない。行政に「家
庭内暴力で苦しんでいる夫婦をサポートしてよ」って言います。駆け込み寺にシェルターはあるけど、収容人
数に限りがあるから、行政に頼めるところは頼みます。「明日の朝、そちらに連れて行くから面倒見てよ」っ
て。そうやって、息子との縁を切らせる準備に入ります。
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退路を断つくらいの思いで来た人にはきちんと対応します。答えられない問題はないです。なぜかって、
その人の中に答えはあるから。世間のルールやモラルじゃない。その人の本音を聞いて、希望があれば知
恵は湧いてきます。そういうのいっぱい見てきたから。そうやってその人たちが生き返っていくというの
が駆け込み寺たる所以です。
北海道のとあるところで、お父さんが公務員で教頭先生。19歳の息子が風呂入ったら空彫りして墨入
れてる。親がびっくりした。どうしたもんか？親は公務員だから周りにも言えない。息子が家の権利書を
持って出た。
どうしたらいい？ お父さんが俺より５つ若い。お父さんに東京に来るように言いました。友達になろ
うと。俺のことをネットで調べて来い。そして息子が家に帰った時に電話代わってもらった。「お前の親父
のなあ・・・」、その時親父の名前忘れて「親父の連れやねん。それはそうとお前背中墨入れてんねんか？
何の柄入れてんの？金太郎か？」業界用語でバンバン話した。「俺は歌舞伎町の駆け込み寺の玄って言
うんや。墨入れるなら中途半端なしで、今はやりの柄わかってるんか？どこ出入りしてるん？いずれ目
指すんやろそういう業界。本部に口添えしてやるから。2,3年入らなあかんやろうけど。今度函館行くから
図柄完成したら見せよ!」「組の名前は？」絶対言わない。
「お父さん偉い人知ってるんだね。玄さんでしょ。」「函館に来るって言ってた。」お父さんは「お前はも
うすぐ20歳になる。お前の人生だから自分でやればいい。進路指導じゃないけど、玄さんに相談した
ら？」と息子に言った。息子は俺に「実はもうやめようかと思ってる。」「彫り師下手くそだし。玄さんに言
われたからやめようと思うんだけどやめられない。」と相談してきた。俺は「大丈夫。そういうネットワー
クがあるから。その携帯教えろ？誰やね？」と相手を聞いて、電話しました。「歌舞伎町の玄っていうんや
けど。」相手は「本人の自由でしょ」と言う。「まだ未成年やで。親の同意得て墨入れてるの？これ傷害な
るで。」「わかりました！」。除去するのにお金かかったけど、たった３回電話しただけで止まる。それだけ
でも助かるなら毒の効用。電話くらいお安い御用。向こうはインターネットで俺の名前見てる。たった一人
の関わりや思いますよね。言葉こそ荒いかもしれないけれど、法を犯すこともなく、相手側にテープ取ら
れようがやります。
出所者の社会復帰を支援する「新宿駆け込み餃子」、歌舞伎町にあります。３年前に歌舞伎町にある居
酒屋53店舗に声をかけ、51店舗に断られました。ワタミ、白木屋などにも聞いて見事に断られた。残り２店
舗のうち１店舗は、「受けますよ。ボランティアやったらいいけど。」冗談じゃない。最後の１店舗が今の「新

講演会後の打ち上げ
の様子

宿駆け込み餃子」。「相席屋」のオーナーです。立ち上げ時には中山区長（当時）、菅原文太さん、浅野史郎
さんに声をかけて実行委員会を作った。間違いなく黒字にするし流行らす。当面は自分がパンダがわりに
客寄せする。保護司の方々、上川陽子法務大臣、保護司会の会長も来てくださいました。今は連日満員。
出所者を常に３名くらい雇用しています。現状では指の欠損はダメ。前科２、３犯くらいまで。
去年2月29日に次の店舗をオープンしました。自分が直接関わる形で、調理人まで全員出所者で固め
ました。前科10犯15犯で多種多様だった。スタートは良かったが自分自身が体を壊して脊柱環狭窄症と頸
椎ヘルニアで4か月間入院療養した。それであえなく閉店。それはそれで失敗じゃなく、やってみたら現
状と課題がわかった。
その課題を踏まえて、11月頃には動き始める予定ですが、出所者の人材派遣業をやります。最初からだ
とどこの業界も手を上げない。青少年、前科１、２犯、それから女性のために、１ヶ月でもいいから出所者を
使ってくださいと。世の中の偏見、差別があって、前科者と聞いたら使わない。極悪人と思われる。でも実
際はそうじゃないんです。うちは自立準備ホームをやっています。前科10犯といったら誰もが目を背ける
かもしれないけど、こんな人がいました。前科12犯、年の頃で45歳の人がいました。同じ罪で12回捕まっ
てます。何かといったら痴漢。電車乗ったらお尻触る。それを12回繰り返した。つり革持ったら触りたくな
る。仕事は汗水流してよく働く。言うことない。大久保までわざわざ電車に乗りに行って、13回目をやっ
て、また１年７ヶ月入ってます。
無期懲役の人間とも関わりがあります。刑務所に34年入ってます。この人とは手紙のやり取りをしてい
ます。面会にも行きます。世の中の人は前科だけでもダメだし、まして指が欠損してたらダメだろうし。こ
ういう偏見を減らしてしていくために、次は人材派遣をやりたいと。ここ（腕の肘近く）まで袖をまくれた
ら料理屋に行けます。墨があったり、指がなかったり、自分はいつも課題をいただくから、入れ墨の除去
や義指やそういうことも考えていかないといけない。
それからひきこもりのグループとか自殺防止。新宿区で自殺対策委員も８年やっている。それから社会
が暴力団排除になっているから、組を抜けたいけど、抜けた後の生活設計ができないという相談も受け
る。問題は解決するけど課題も多い。自分のライフワークですからいろんなこと考えてやっています。
たった一人を救う活動やれたらいいな。全国展開であちこちに声かけてます。駆け込み寺はたった10
人のスタッフです。収益的には日本財団から助成金をいただいていました。日本中駆けずり回りながら同
士を求めています。一番大事なのは物やカネより人です。

NO DRUGS警視庁でお世話になって
いる刑事さん3名にもご参加
いただきました
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＜質疑応答＞
家族：餃子屋さんに紹介して働いてみんなどのくらい勤められていますか？
玄さん：
餃子は基本的には３ヶ月と決めています。そこからホップステップジャンプで。長期刑ほど声が出せない、
時間を守れない、金銭感覚がずれている。時差ボケもあります。
ある人間は初めて源泉徴収して初めて税金を払いました。こういう人らを納税者にするのが社会復帰だ
と思う。歌舞伎町にはある意味緊張感がある。24時間眠らない街、欲望、誘惑はたっぷり。パトカーと救急車
は年がら年中鳴っている。ここだからこそ、再生が早い。歌舞伎町の誘惑に勝てたら自信がついてきます。自
信がついたら、そのまま駆け込み餃子で働いてもいいし、別の仕事を探してもいいです。
３年間トラックに乗っていた男、結婚して子供ができた。そんな時、ムショ仲間が来た。昔貸した金があるか
ら、組に来いと誘われた。旦那はトラック運転手やめて組に戻らなあかん。借りた金と義理もある。奥さんが
逃げられへんと言う。「どこやねん？」「横須賀の･･･。」言うてくれたらいいんや。駆け込み寺が３年間応援し
てる男だった。すぐに組に電話します。「過去はお前んとこに義理があったかもしれんけど、今はうちやで。」
そう言います。男は組に戻らずに済みます。
レンズに曇りがないようにいつも磨いてます。歌舞伎町はブランドですから、日本全国で話すとき20分間く
歌舞伎町 駆け込み餃子の
1階にかかっている
NPO法人アパリの木札

らい、歌舞伎町てどういう町、どういうところと話しします。
近藤さんとこお邪魔して、本部の中まで見せてもらって。駆け込み寺から2キロくらい。もっと早く来とけば
よかった。
志立：ダルクとのコラボは？
近藤恒夫：
需要はあるね。ダルクのウィークポイントは仕事しない。ミーティングはこのビルの３階でやってるからい
いんだけど、その後の就労支援があまりない。ダルクがなぜ就労支援しなかったかと言うと、薬物の人って
必ず戻ってくる。戻って来やすい状況ができる。来る者拒まず去る者追わずがダルクだから。だから60数カ
所に増えていった。しかし、ダルクが職業を紹介したり斡旋したりするとほとんどダメになるケースが多い。
ダルクに紹介してもらって行ったところ給料安かったとかで関係が悪くなってしまう。お金の問題は根に持
つから。こういう輩には仕事なんか自分で探せと言っている。お前が職安に行って自分で探してこいって言
う。ダルクで紹介した仕事がダメになるとダルクに恨みもつ。時期が来たら職安に行ってもらうけど、なかな
か本人勇気がない。歌舞伎町に駆け込み寺っていうのができて、これからは刑務所出所者の人材派遣セン
ターですか・・・。自分が何年か前に考えたのは刑務所出所者の回数の多い人の会社を作りたいなと。前科何
犯で30年くらい刑務所行ってる社長。地域社会が考えてるのと逆。玄さんもいろんな仕事をなさってて、ノ
ウハウわかっている。料理も出来るんですね！
玄さん：
現実ね、寿司屋は大体2年なんで、覚えるの早いから。根っから商売人。今日来て、こんなに事務所近かっ
たんだと。お互い時間作ろうと思うと、こうやって身近だし、余丁町はいつも通るんです。九段坂と聖路加ま
で自転車で行っているので。ここだったらスッと来れますよね。

神戸ダルクヴィレッジ代表
の梅田靖規（うめだ・やす
のり）氏

＜梅田氏から玄さんへお礼のメッセージ＞
神戸ダルク代表の梅田と申します。昨年できてちょうど1年経つんですけど。64番目のダルクで、ここに来
たのは、玄さんにお礼を言うためだけに神戸から来ました。
こういうことがあると尾田さんに聞いた時に、明日も朝一番で保護観察所で話をするので、行きたいけど
行けないってなってたのですが、今夜夜行バスで帰ります。それほどお礼が言いたかった。実際お会いする
のは今日が初めてなんです。
15年前ダルクは知ってる人は知ってたけど、僕は知らなかったし、相談するところはどこにもなかった。死
ぬしかないかなと思った時に、玄さんの赤い本が目について、駆け込み寺というのを初めて知った。薬物専
門ではないけれど、とにかく誰かに言いたい、相談したいということを思っていた。電話して事務員の方と話
しして、3～4回電話で話した。薬もひどくて、一回玄さんに代わってもらって、東京に来たら？ と言われた。
覚えてないんですけど。生まれて初めて助けてと誰かに言ったのが駆け込み寺だったんですよ。２年後に東

左から梅田氏、近藤、
玄さん

京ダルクにつながった。名古屋から1週間かけて東京まで自転車に乗って来たんですけど、助けて欲しくて。
自転車に乗ってリュックにはCDプレイヤーと玄さんの赤い本が入っていた。それから今15年が経って、来月で
1０年クスリが止まっています。アパリと一緒に仕事をしている中で、写真見て「えっ！知り合いなんです
か？」となった。今日玄さんが来られるということで、来させていただきました。今でも特殊なことをしてる
んじゃなくて、助けを求めてる人が、助けを求めて来たときに話を聞いてあげる。そういう活動のルーツをも
らったのが玄さんで、ダルクの人にもそういう話を聞いてもらって15年経ちましたけど。あの時は本当にあり
がとうございます！と言うためだけに今日は来ました。命の恩人ですね。ハイヤーパワーですね！
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第１回 D☆Check & Support セミナーが開催されました
１０月１３日（金）１３時半より、品川インターシティ会議室５において、第１回D☆
Check & Support セミナーが開催されました。アパリはこれまで薬物依存症者の回復
を支援する研究機関として活動してきましたが、社会に向けて薬物問題や薬物依存症に関
する考え方を伝えてゆく社会貢献活動の一環として、簡易薬物検査キットを利用した「D
☆Check & Support」プログラムを開始しました。公共旅客サーヴィスの安全性向上の
ため、また企業で働く方々の健康維持のために、簡易薬物検査キットを利用した早期発
見・早期介入が必要だと考えています。
セミナーでは、龍谷大学法学部教授、ATA-net代表、アパリ副理事長の石塚伸一教授
による「世界の薬物政策と薬物検査」報告、アパリ事務局長尾田真言による「薬物検査
キットの使用法実演と陽性反応が出た時の対応」、アパリ嘱託研究員高橋洋平弁護士によ
る「検査キット購入契約について」、アパリ理事長近藤恒夫による「薬物依存は病気であ
る」の報告がありました。セミナーの模様は撮影され、D☆Check & Supportプログラ
ムのプロモーションビデオとして完成予定です。

「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

第１８回

ＤＡＲＳ in 東京が開催されます！！

来る１１月１８日（土）13：00〜17：00、
１９日（日）10：00〜15：00よりTKC東京本社
（JR飯田橋駅より徒歩５分）２階研究室A・B・Cに
て、「刑の一部執行猶予！ 刑務所を選びますか？
それとも、社会を選びますか？」と題して、第１８回
DARSが開催されます。
１日目のシンポジウムではDARSメンバーの他、京
都保護観察所の西原実氏、国立精神・神経医療セン
ターの松本俊彦氏らが登壇して一部執行猶予の保護観
察の現状と課題が議論されます。近藤恒夫アパリ理事
長も登壇します。２日目は「刑務所と社会の“間”を
考える」と題し、新潟刑務所法務教官の田村勝弘氏、
西村直之医師、西谷裕子弁護士ら、その他受刑体験者
のみなさんも参加して、新しい試み、アディクション
“えんたく”が開かれます。
申し込みはhttp://ptix.at/cFFwwV よりお願いし
ます。参加申し込みの上、全プログラムに参加した方
には、DARSの修了書が発行されます。久々の東京で
のDARSです。奮ってご参加ください。

■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。
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木津川ダルク
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

入寮者からのメッセージ

出会いとつながり
ヒカリ
薬物依存症のヒカリです。僕は15歳の頃からシンナーをはじめ23歳くらいから覚せい剤に
手を染めました。そして薬物をやめられなくて3度刑務所に入りました。3度目の刑務所に入る
前に自分でインターネットで弁護士を探していた時に、「薬物の治療をしながら弁護をする」
という弁護士さんをみつけてすぐに電話をしました。初めは「少しでも刑がかるくなれるよう
に」とよこしまな気持ちでいましたが、西谷弁護士とアパリの尾田さんの熱意に感化され治療
をはじめようと思いました。そして、アパリと5年間、薬物の相談や支援をしてくれるという
ことで契約しました。そして薬物治療の為に結のぞみ病院に入院しました。この精神科病院の
入院は本当に辛い経験でしたが、西谷弁護士や病院での主治医である中元先生と尾田さんのサ
ポートもあり何とか6ヶ月間の入院生活に耐えることができました。裁判の時も僕のために一
生懸命に僕の弁護をしてくれた西谷弁護士、そして情状証人に立ってくれた尾田さんの情熱は
忘れることができません。本当に心が許せる人たちでした。そして刑も決まりました。今、考
えればその出会いから僕の回復が始まったと思います。
そして、3度目の刑務所を出所してきました。刑務所の中で色々と出てからの自分の治療の
生活設計を立てていました。出所して初めの一年は仕事をしながら毎週病院に通い週3日は自
助グループに通っていましたが薬を止めて1年をすぎた頃に一人で薬を止めて行くのには限界
がありました。そこで、木津川ダルクの施設長の加藤さんに相談し、月に一度二度の一泊二日
での入寮を許してもらいました。僕の中で「ダルク」という施設は「絶対に俺は行かないぞ」
と思っていた中間施設でした。それはなぜかというと刑務所で何度も「ダルク」のビデオを見
せられた事もあり僕の中で拒否反応が出たからです。
しかし、自分の回復の中でこれ以上の回復の進歩はないと思い一泊二日で毎月泊まりに行け
るよう加藤さんの配慮で泊まれるようになりました。
初めは「ダルクの生活ってどんな所なんやろう？」と内心ドキドキしていましたが、いざ一
緒に生活をさせてもらうと割とすんなり仲間の輪の中に入ることができました。僕が1番驚い

奈良県精神保健福祉セン
ター
薬物プログラム「しかー
ぷ」の一コマ

た事はダルクの中にある生活の一つ一つにプログラムがあると言う事でした。朝起きてご飯を
食べる。ミーティングをする。ご飯の買い出しに行く、施設の中で料理の用意をする、調理を
する、みんなで掃除をする、これらの作業もプログラムの中の一環という事に驚きました。僕
は家ではほとんどの事を自分ですることがなく、ほとんどがパートナー任せの生活をしていた
ので施設での生活にとてもいい影響を受けました。「自分でできる事をする」この当たり前な
ことができていない自分に気づき少し恥ずかしくもなりました。回復するにはまずは基盤とな
る「普通の生活(自立した生活)」が必要なのだなと感じました。
ミーティングは午前と午後に2回あります。自分の事を話すのは少し恥ずかしかったり、初
めのうちは心を開くことができずにいましたが、何度目かのミーティングで初めて心を開くこ
とができた時には身体(心)が軽くなった事を今でも覚えています。そして、話すだけでは無く
人の話を聞くのも大事だと言う事を教えてもらいました。

リカバリーパレード in 関西
アフターフォーラムにて
コーラス隊

スタッフの方とのコミュニケーションも僕の中では驚きでした。やっと一息ついた休憩時間
にもかかわらず、親身になって僕の話を聞いてくれ的確なアドバイスをくれた事で僕の中に
あった悩みが確実に小さくなって行くのを感じました。「話を聞いてくれて共感してくれる」
事だけで嬉しくなります。
施設での生活をしていると、今まで自分がしていた生活は間違っていたことに気がつきまし
た。施設に泊まると本当に生まれ変わったような気持ちになります。それはなぜかというと、
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何時も仲が悪い父親に「仕事休ましてもらって施設に行かしてくれてありがとう」と、言
えるようになったからです。何時もは僕の面倒見てくれるのが当たり前だと思っていたこ
とが間違いだと気づきこころから「ありがとう」と、言えるようになりました。ありがと
うと言った僕の顔を不思議そうに見ていた父親の顔は今でもよく覚えています。
施設の生活も良いことばかりではありません。気の合わない人やイラつく人など本当に
色々な人がいますが、僕達薬物依存症の人は決して1人では回復ができない事を教えてく
れました。「この人合わんわ」「腹たつから近寄らんとこう」といった気持ちは全て自分
の中に問題があることにも気づかせてくれました。まず、自分の生活を元に戻し内面を変
えていくことが大事だと教えてもらいました。ダルクに行くまではそんな事を思った事は

2017/09/23 リカバリーパ
レード in 関西
清水ただし前衆議院議員と
共に

一度もありませんでした。そして僕に仕事をしながらでも回復ができるという自信を持た
せてもらいました。本当に心から感謝しています。
西谷弁護士とも今も交流を持っています。人と人の繋がりって本当に大事な事だと学ば
してもらいました。西谷弁護士、アパリの尾田さん 木津川ダルクの加藤さん この3人の方
がいなければ僕の回復はなかったと思います。これからもダルクに通わせてもらいながら
仕事に行き1日でも多くのクリーンを続けていこうと思っています。
リカバリーパレード
in 関西風景

アパリ会員の皆様へ
日頃よりアパリ正会員・賛助会員の皆様には、多大なご支援をいただき誠にありがと
うございます。本年度も大変遅くなってしまいましたが、会員継続と会費納入をお願いい
たします。
アパリの活動をする中で、運営を続けていく難しさを常に実感しております。今年は特
に交通費の補助金が獲得できなかったため、司法サポートの件数が半減してしまいまし
た。行政機関への簡易薬物検査キットの販売も非常に厳しい状況です。何卒会員の皆様に
はアパリの活動をご理解いただき、これからもアパリをご支援いただきますようお願い申
し上げます。
NPO法人アパリは設立18年目を迎えました。今後も、薬物依存症者の回復支援のた
め、またご家族の皆様の支援のために、司法・医療・福祉など関連機関と連携しつつ、全
力を尽くしていく所存でございます。
アパリの活動において何かお気づきの点やご要望等がございましたら、いつでもご連絡
ください。 今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

神山五郎先生 追悼
アパリ理事、神山五郎先生が６
月１６日にお亡くなりになりまし
た。神山先生には、 アパリクリ
ニックが上野に誕生した１２年前、
院長を引き受けていただきまし
た。以前から、先生とは時々お会
いしていましたが、私がお願いし
たのはたくさんの薬物依存者が
社会にいるが、それを診てくれ
る地域医療の受け皿がないとい
うことです。以来、静岡のマリア
の丘クリニックの初代院長と兼
務して、高齢にも関わらず東京

記
期間：平成29年4月1日～平成30年3月31日
会費：正会員12,000円 賛助会員6,000円
郵便振替：口座番号 0170-0-616579 NPO法人アパリ

と静岡を往復していただきまし
た。今、アパリクリニックが新宿に
おいて医療を提供できているの
もひとえに神山五郎先生のお力
によるものと心から感謝すると

アパリの会員にご入会を希望される方、あるいはご寄付とい
うかたちでアパリをご支援いただける皆様へ。
郵便振替にて会費、または寄付金をご納入いただきますよう
お願い申し上げます。
12月末までに5万円以上ご寄付をいただいた方には近藤恒夫
著『拘置所のタンポポ』と田代まさし『マーシーの薬物リハビ
リ日記』の２冊を、直筆サイン入りで献呈いたします。

ともに、哀悼の意を表明いたしま
す。
先生と天国でお会いできる日
を楽しみに、マハロ！！
理事長 近藤恒夫
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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
○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。

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。

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！

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。

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＞
第1月曜

連続講座

11/6(月)

第1回
薬物依存症によるダメージと回復

12/4（月）

1/15（月）
※変更

第3月曜

アディクション関連講座

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）

第2回
12/25（月）
薬物の欲求と「きっかけ」「危険な状
※変更
況」への対処について

第3回
薬物依存症の心にある2つの考え

2/5（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

3/5(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

家族のためのクリスマス・パーティー
「スピリチュアリティーとは？」
笹瀬 健児氏×近藤恒夫 対談

1/22（月）
※変更

2/26(月）
※変更

3/19(月)

未定

未定

未定

【対象】

発行者：近藤恒夫
編集責任者：志立玲子
平成29年11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

