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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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 本年５月31日、創設時よりNPO法人アパリの監事

を務めてくださった弁護士 奥田保先生がお亡くなり

になりました。 

 

 今日ダルクがあるのも、アパリがあるのもすべて、

奥田先生のお陰です。奥田先生には38年前の出会い

から今日に至るまでダルク、アパリのためにご尽力い

ただきました。 

 裁判所での奇跡の出会いによって私が一通の手紙を 

札幌地裁に出したあの時が不思議なハイヤーパワーの

計画の内にダルク、アパリがスタートした出発点だっ

たのです。 

 あれから多くの苦労があり、奥田先生は自分のこと

のように駆けずりまわって東奔西走してくださいまし

た。 

 さぞかし大変だったことでしょう。何の恩返しもで

きぬまま、急逝されたことが残念でなりません。 

 優しい奥田先生の包み込むような笑顔と包容力に

よって私たちは成長してまいりました。 

 ここに謹んで故人のご冥福をお祈りいたします。 

 きっとロイ神父はじめたくさんの仲間たちと天国で

出逢っていることと思います。 

 先生、皆さんによろしくお伝えください。 

 私たちはこの機を通じて、より固い決意をもって前

進してまいります。 

 奥田先生、どうか私たちの活動をお守りください。 

 

理事長 近藤 恒夫 

弁護士 奥田保 先生 

プロフィール 

 

S33年3月 香川県立丸亀高等

学校卒業 

S33年4月 早稲田大学法学部

入学 

S36年9月 司法試験合格 

S37年3月 早稲田大学法学部

卒業 

S39年4月 高松地検検事任官 

S46年8月 神戸地検検事から

大阪地裁裁判官に転官 

S55年4月 札幌地裁判事 

同年11月 近藤恒夫と法廷で

出会う 

S59年4月 東京高裁判事 

H4年3月 甲府地裁部総括判事

退官 

H4年4月 弁護士登録 

東京新宿にて奥田総合法律事

務所開設 

H12年2月 NPO法人アパリ監事

就任 

H18年12月 NPO法人日本ダル

ク理事長就任 

2016年2月10日 

奥田先生快気祝いにて 

左が奥田先生、右が近藤 

追  悼 
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 支援につなげる覚せい剤事件の弁護術・追悼版 

 

弁護士 髙橋 洋平 
  

 本号の特集にあるとおり、私が師匠と仰ぐ奥田保先生が今年５月に亡くなられました。奥田先生

は、裁判官を退官して弁護士になられた後、積極的にダルク等につなげる支援を展開してきまし

た。弁護士になりたての頃の私は奥田先生の活動に共感し、実際に奥田先生と一緒に数多くの事件

を担当する中でたくさんの指導を受けました。 

 奥田先生の素晴らしいところは、覚せい剤事件の病理的な側面をいち早く理解し、例えば、病院

やダルクを制限住居とした保釈を取るなど、新しいことに積極的にチャレンジしていったことだと

思います。 

 そのような奥田先生の弁護活動で多くのクライアントが支援につながり、その後、新しい生き方

を獲得していったと思います。 

 奥田先生は口癖のように「オファーの精神」だと言っていました。難しい事件でもあきらめたら

終わり、何事もオファーだと。私も「オファーの精神」でもって奥田先生の熱意ある積極的な取り

組みを引き継いでいきたいと思っています。 

 次号では、早い段階から支援につなげる具体的な方法について述べていきたいと思います。 

 最後に、近藤恒夫から奥田先生の遺影を前に皆様へのメッセージ

がありました。78歳という若さで、まだまだこれから出来ることが

たくさんあったのに・・・と突然の訃報への驚き、そして悲しみが

ジワジワと心の奥底に沁み込むような語りかけ、見ている私たちも

涙が溢れました。11年前に亡くなったロイ神父に続き近藤にとって

は2人目の恩人が旅立ってしまいました。でも自分には全国にたくさ

んの仲間がいるので、まだそちらに行くわけにはいかないと語りか

けている姿が印象的でした。どうか天国で私たちの活動を見守って

くださいという言葉で近藤の挨拶は締めくくられました。 

 最後は皆で奥田先生の思い出に浸りながら「ふるさと」を合唱

し、閉会となりました。 

左が髙橋、右が奥田

先生 

  奥田保先生を偲ぶ会が開催されました！ 7/8（日）16時 

 

ソーシャルワーカー 志立 玲子 
  

 アパリと日本ダルクが企画した「奥田保先生を偲ぶ会」がアパリ3Fのデイケアで行われました。当日は天

候にも恵まれ、72名のダルクやアパリの関係者にご参加いただきました。 

 冒頭は司会を務めた森村（嘱託研究員）のレクイエムの独唱と尾田（事務局長）のオルガン伴奏で始まり、

とても静粛な雰囲気に包まれました。そして黙とう、献杯に続き、思い出をシェアする時間となりました。 

 まずは尾田から、奥田先生には何でも新しいことにチャレンジする精神がありダルクや病院を制限住居にし

た保釈を取る司法サポートの最先端の弁護を始められたこと、アパリを今まで助けていただいた数々のエピ

ソードを語っていました。長野ダルクの竹内さんからはダルクの反対運動が起きたときに熱心に関わってサ

ポートしてくれた思い出。他にも茨城ダルクの岩井さん、日本ダルクの篠原さん、藤岡ダルクの山本さん、弁

護士の髙橋先生、横田顧問、龍谷大学の石塚先生、下総精神医療センターの平井先生、渋谷ダルクの坪倉さ

ん、弁護士の岩本先生、弁護士の森野先生が思い出を語ってくれました。 

奥田先生と一緒にお仕事をされていた 

秘書さん、弁護士の皆さん 参加してくれた皆さんで記念撮影 
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アジア太平洋地域アディクション研究所 

ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ関連講座№16    「私の人生の転換点」   

弁護士 奥田 保 

 私は検事が最初で裁判官、弁護士と３つ職業を変えています。そういう道にいたった経過とか、いろんな

出来事があったけれど、近藤さんとの出会いが大きかったこととか、その近藤さんが見事に成長、発展したこ

となど、それを見ていて幸せだという話をしたいと思います。 

 私は3歳の頃に父を失いまして、母が嫁いだ先に出されるような感じになって、女手ひとつで育てられたの

です。うどんやてんぷらやお好み焼きを出したりするお店をしていました。ずっとそんな仕事をして、豊かで

はない生活をしていました。私は母が苦労した中で育てられて、小説や映画や漫画がとても好きで、物語が好

きなんです。出来もしないのに小説家になろうかと思ったりしていました。中学時代は香川県の丸亀市立東中

学校でコラムみたいなものを連載していたんです。そういった小説を書くのが好きだったから、中学のときも

図書部や文芸部に入ったり、高校に入ってからは文芸部長をやっていました。 

 文芸部で小説家なんて食べていけないって常識ですよね？ 子供心に僕はやれるんだって思うんですよ。

でも母は止めろと言わなかった。高校時代からずっとなんですが、小説家はいいんじゃないの？って言う人

だったんです。ある日、２階からどんどんと階段降りていったら階段の途中で止まって立ち聞きをしてしまっ

た。「子供のことで心配なんです」と、うどんを食べに来たお客さんと話しているのを聞いたんです。「小説

家になろうかと思って文学部に行こうとしているんです。心配なんですよ」と。普通は文学やってもものにな

らないという事情がよくわかっているのに僕の気持ちを尊重して言わなかったんです。僕は母の気持ちを考え

なかったなと180度転回したんですよ。人様の話を聞いて転回しました。高校2年生で。実務的なところに行

かないといけないと、経済学部か法学部に行かないと、お金もないし地元の香川大学にと思っていた。猛勉強

を始めた。翌年の高校3年の時に、近所に引っ越していた若夫婦がいて、その若奥さんと井戸端会議があっ

て、母が「息子を大学に行かせようと思っているけど、お金がないから地元の香川大学に行かせようと思って

いる。」と話したら、「本当はどうなの？」と聞いてきて、「本当は東京に行かせたいと思っている」と話し

たら、「東京に行かせたらいいじゃない」と言われた。そのお陰で現在がある。井戸端会議の産物だと思って

いる。その若奥さんの妹が東京の癌研に勤めていた。その前が香川県の学生寮の栄養士だった。そこにコネが

あるから大丈夫よと。早稲田の法学部を受かったもんだから、東京に行くことになったのですが、学生寮に入

れるかと思っていたら入れなかった。希望者が多くて駄目ですよと言われた。お姉さんも妹さんも心配してい

たがオファーの精神があったんでしょうね。お琴を習っていて、巣鴨の近くに先生がいて、学生さんが行くと

ころがないかと相談したら、隣の天理教の教会の詰め所がありますよ。と言ってくれた。天理教で4年お世話

になりました。だいぶ安かった。当時2食付で6千円が相場で、3食付で5千円だった。気持ちがあることが先

なんでしょうね？ 形影相伴なう。現在の人は知らないけれど、ビジョンがあって現実がある。形と影は付い

て回るということ。オファーの精神もそのようなこと。 

 何で司法試験かというと。1年生の秋に、司法試験は難しいからやめておけよと先輩に言われたし、早稲田

の人はあまり受けなかった。中央大学はメッカですけど。早稲田ですから普通に就職しようと思ったら、秋に

司法試験の勉強室からふっとクラスメイトが出てきたんですよ。「奥田君ここでよく会った！」と、私を捕ま

えて「一緒に法律の勉強をしよう、来週からディスカッションしよう」と言われた。「法律の勉強なんて全然

してないよ。1年の秋からはおかしいいじゃないか！」と言ったら、司法試験を受ける人は皆1年からやるん

だと言われた。 

結論から言うと、彼は証券会社に就職した。司法試験は受からなくて、僕だけ残った。彼は僕を司法試験に

引っ張り込むためのよきご縁だったのかな？ 魚屋さんの奥さん、癌研のお嬢さん、天理教の詰め所、クラス

メイト、司法試験、母の貧しさ。これがあって受かったようなものだ。何でかと言うとね、豊かな家ではな

かったので、浪人はできなかった。卒業したら就職するか、受かるかだった。追い込まれないとできないけ

ど、神様が追い込んでくれた。とことん追い込まれました。うどん屋の家をおじに売って、そして学費に当て

る。おじもお金がないから少しずつ払うということで僕の仕送りになった。当時の早稲田はマージャンや熱海

に遊びに行こうかという世界だったから、皆さんと遊びに行けないので、ごめんなさいと頭を丸めた。1年の

秋から丸坊主になった。一大決心をした。現役で受かるほかないなと思った。その代わり凄いオファーの精神

で、早稲田は18人位しか受からなかった頃、合格者発表で名前を控えておいて、図書館で捕まえてどんな本

を読んだんですかって、インタビューして正の字をつけて、民法はこれだ、刑法はこれだと統計をとっていろ

いろ工夫したんですよ。分厚い本だと時間もないからなるべく薄い本で頑張ろうとか。答案練習を一生懸命や

ろうと、中央大学にお世話になって中央大学真法会のゼミに通ったり、東京大学の前にある町会事務所で毎週

火曜日に10人位のゼミにも行っていた。当時100人受けて2～3人が受かるような時代に、そこのゼミは10

人受けたら5人受かるようなところだった。受かった人が来年受かりそうな人を紹介するということで、先輩

から紹介された。そこで訓練されて受かった。 

ダルク30周年記念

フォーラムにて 

藤岡ダルク10周年フォー

ラムにて 

平成25年10月21日

（月）ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ関連講

座№16において奥田保

先生に「弁護士とアパ

リ・ダルクとの連携」と

題してお話をいただき

ました。 

その内容のダイジェス

ト版を掲載いたします。 
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 結局ご縁でこうなったんだなと思います。母が離別して貧しくて、母の失敗だったかもしれませんが。

「人生に失敗はない」という近藤恒夫さんの言葉が紹介されましたが、その通りだなと。 

 私は良寛さんが好きなんですよ。新潟の良寛さん。新潟で大地震が起こったときの手紙が残っているんで

すよ。災難から逃れる一番良い方法として書いたとされている手紙で、「災難に遇ふ時節に逢ふがよき

候」。発生したマイナス事態をどう受け止めるかが問題。近藤恒夫さんは「人生に失敗はない」と言ってい

るが、受け止め方が問題だと思う。もう一つ良寛さんの言葉で「随縁従容（ずいえんしょうよう）」。縁に

従って従容たれ。漢詩にある「我生はいずこより来たり去っていずこにか行く」という漢詩。その中に「空

中（この世）しばらく我あり、いわんや 是と非いわんや」良いも悪いもないだろうと。縁に従って、従容

としているのが一番よい。「災難に遇ふ時節に逢ふがよき候」と「随縁従容」と似てますよね。どこから生

まれてどこに行くのかわからない人生なんだから、くよくよするなよと。「明日は明日の風が吹く」。「一

日の苦労は一日で足れり」というイエス様の言葉がありますよね。イエスの伝記が好きで読みますが、「偉

大な生涯の物語」という映画があって、最後の字幕は「一日の苦労は一日で足れり」。「明日のことを思い

煩うな」と書いてある。これはダルクの標語でもありますよね。「JUST FOR TODAY」に通じますよ

ね。今日一日頑張ろうと。 

 私が刑事部のとき担当した事件で、刑務所出てきたばっかりの人が、自分のおばさんを殺してしまった。

おばさんの工場にお金の無心に行ったら断られて、殺してお金を取り、火をつけた強盗殺人放火事件でし

た。ものすごく悪いんだけど、僕はなぜか憎めないんです。まだまだ改善更生の余地ありという風にみた。

凶悪事件でしたけど、無期もしくは死刑なんですが、僕は無期の意見だったんです。 

 しかし死刑求刑のための決裁どりはすごく辛かったです。地球より重いはずの一人の人間の命がかかって

いるのに、それを自分の意に反して、この人は死刑です、死刑しかありませんと決裁取ってくるのです。情

けないっちゃ情けないけど、これは上命下服という、上の命令は絶対という、検察庁の世界で生きている者

としては仕方がないんです。神戸地検の検事として、大阪高検に行って取ってきた。しかし、そのあとが猛

烈ストレスで、意に反する死刑決裁を取ってからはカラーが景色から消えてしまうんです。モノクロになっ

てしまった。そのとき大阪から神戸へ帰るときの電車の中からの景色に色は無かったですね。一人の命がか

かってましたから。わぁーどうしよう、ここにいつまでもいられない、という雰囲気になったんです。それ

で帰って、鬱々たる気持ちがありました。その後に濡れ衣事件があって、翌日くらいに辞めようと思いま

す、と言いました。理由は誰にも言わなかったです。それからやっと裁判所に転官願いを出して、1年3か

月後の昭和46年8月に裁判官に変わることができました。大阪地裁でした。 

 昭和55年。裁判官になって9年目くらいでした。裁判所で気に入られたのか、当時としては一番若い裁

判長だったんです。札幌地裁の刑事第二部の部長というのに昭和55年の4月になって、11月に運命の人、

近藤さんに出会い、僕の運命も変わりました。もう伝説として残っていることですけど、近藤さんが実刑で

刑務所に入れて欲しいと懇願するので迷いが生じましたが、4年間の執行猶予にして、近藤さんから4年後

にクリーンでやりましたという手紙をいただきました。僕はまたその返事を書いて、文通し、そして１年後

に、近藤さんから高田馬場で、回復のための薬物依存者の集会をやりますという通知をいただきました。そ

の時が僕の人生の転機でした。なぜかというと、裁判官の枠を超えるか超えないか、という転機なんです。

やはり、人は空気を読むと言いますけど、裁判所の空気を読むと参加できないことになります。裁判官とい

うのは独立しているけれども、リスクを冒すな、そういう世界なんです。だから、お昼ご飯を食べに外の食

堂に行くのはどうだろうかと、毎日法務省の食堂にそばを食べに行ってました。そんな世界ですから。その

空気からすれば、薬物依存の、まだダルクという名前もなかったかもしれません。今はダルクはメジャーで

す。法務省ご認定、警察庁ご認定ですから。その当時は、海の物とも山の物とも言えない、なんともわから

ない状況でした。そういうときに、近藤さんからの一通の案内状がきて、行くべきか行かざるべきかで迷っ

たけれども行ってしまった。高田馬場の会場に行ったのが、僕のジャンプのときです。いい意味でのはみ出

しのときです。はみ出しのときというのは、異端の道を走る、ということです。近藤さんだって、異端の道

を走ったと思うんです。安らかな道じゃなくて、いばらの道を選んだわけですから。人がやらないことをや

ろうとした近藤さんという異端の人に応えない手はないだろうと思ってしまう異端の人だったのです。 

 何を大事にしたら良いのか、やはりこの人を大事にしないと、日本は良くならないだろう、みたいなこと

を漠然と思ったんでしょう。そんな大袈裟なことをそのとき考えていたわけじゃないんだけど、近藤さんの

文章と人柄に惹かれて、という素朴な思いもありましたし、大きな神様の気持ちからすれば、今ここへ行く

と世の中が開けてくるぞ、薬物依存の人たちに光が当たるぞ、行け、という神様のご指示があったのかな、

と今は思うのです。行ってよかったです。近藤さんと会って、握手してハグしました。そこからダルクとの

お付き合いが始まって現在まで続いております。 

 ダルクと深く関わって、やはりダルクはスタッフの人たちが捨て身で関わろうとしている、薬物の壁と関

わろうとしているということで、とても感動します。 

 一番が近藤さんですけど、あと全国のダルクの方、アパリの職員の方、みんなやっぱり自分のことより人

のことですよね。これを実践しているんじゃないかなと思います。 

2013年8月24日  

第4回作田明賞 授賞式 

にて 

ノードラッグス警視庁

で講演する奥田先生 

2016年2月10日 

奥田先生快気祝いにて 
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 出版記念セミナー開催！！ 

 「ダルク 回復する依存者たち」 
嘱託研究員 森村たまき 

  

 ６月９日（日）東京医科歯科大学に於いて「『ダルク』出版記念セミナーその実践と多様な回復支援」が

開催されました。同日付で発売された、ダルク編『ダルクーー回復する依存者たち』明石書店（2018年）

の出版を記念し、ダルク第三世代により全国で開催されてきた『コレカラノカイフクシエン』セミナーの集

大成となるものです。世界的にも稀有な発展を遂げた当事者活動であるダルクの活動と問題意識、人的、知

的集積の現段階を世に示す、熱気に溢れた盛大なセミナーとなりました。 

 まず最初に同書の企画・編者である三重ダルクの市川岳仁氏より同書の制作趣旨に関する報告がなされ、

続いて前半は長崎ダルク中川賀雅氏、木津川ダルク加藤武士氏、東京ダルク幸田実氏、仙台ダルク飯室勉氏

と市川氏が登壇、後半は藤岡ダルク山本大氏、栃木ダルク栗坪千明氏、山梨ダルク佐々木広氏、千葉ダルク

白川雄一郎氏、北海道ダルク森亨氏が登壇して、同書とダルクの日々の実践に込めた思いを語り合いまし

た。 

 休憩をはさみ、これまで全国で開催された『コレカラノカイフクシエン』セ

ミナーすべてに参加され、同書にも寄稿された埼玉県立精神医療センター副院

長の成瀬暢也先生が講演され、依存症治療において治療と回復支援は当事者を

中心とした、対等で尊敬に満ちたものでなければならないと語られました。 

 続いて同書の帯に「自助グループについての当事者研究の金字塔」と推薦文

を寄せた東京大学の熊谷晋一郎准教授が講演され、障害者の当事者活動で起

こっていること、直面する課題や問題と、ダルクの当

事者活動で起こっていることが非常な共通点を持つと

して、今後の知的共闘の意欲を示されました。 

 最後は山梨ダルクの佐々木氏と近藤恒夫氏の対談で

まったりと締めくくられ、全国から集まった200名を

超える参加者たちの熱いセミナーとなりました。 

明石書店より 

6月7日発売！！ 

Amazonや全国の書店

でお買い求めくださ

い！ 

価格：2,160円 

(税込み) 

第24回NADCP（全米ドラッグ・コート専門家協会） 
トレーニング・カンファレンスに行ってきました！ 

 

事務局長 尾田真言 
 

 アメリカでドラッグ・コートという、薬物事犯者を刑事司法制度の中で治療する制度が1989年にマイア

ミで始まった背景には、1980年のマリエル事件があります。当時のキューバ大統領、フィデル・カストロ

が刑務所と精神病院を開放し、キューバからの難民12万の15%がそうした人たちでした。マイアミにボー

トで押し寄せた難民たちのせいで、治安が一気に悪化し、コカインの中継地になってしまい、薬物事犯者で

刑務所が過剰拘禁になり、入れてもすぐに出さざるを得ないという回転ドア状態になったことから、原則、

社会内で薬物依存症治療を義務づけ、刑務所拘禁は例外とするような制度が生まれました。ドラッグ・コー

トの活用によって再犯率が減少したことで、瞬く間にドラッグ・コートは全米に広まり、現在では50州全

てでドラッグ・コートが増え続けています。それに伴い、薬物以外の問題についても問題解決型裁判所

（problem solving courts)が作られ、薬物・アルコールなどの物質使用障害に加えて、精神障害、ギャン

ブル、銃、ＤＶ、飲酒・薬物使用運転などの領域でも社会内でのプログラム参加をまず促す新しい刑事司法

制度が増えています。 

 私は今年も5月30日(水)～6月2日(土)の4日間、テキサス州ヒューストンのジョージ・ブラウン・コン

ヴェンションセンターで開催された毎年恒例のドラッグ・コートの研修会に参加してきました。この研修会

に参加したのは15年前のネバダ州リノのカジノのあるヒルトン・ホテルで開催された2003年の第9回の研

修会で、今年で合計11回目の参加になります。 

 これまでで一番大きな会場で5000人以上の関係者が参加しましたが、どういうわけか、従来のドラッ

グ・コート万歳といった雰囲気があまりなく、地味な印象を受けました。以前は基調講演に司法長官が登壇

したこともありましたが、今年はそういうこともなかったです。今年の新たな取り組みとして、日本でも

NHKで最初に放映されていたセサミストリートとNADCPが連携して、

幼少期のトラウマを防ぐ啓蒙活動を始めたたことです。児童虐待をテーマ

にした番組を作成していたセサミストリートの子供向け番組を使って、若

年層がトラウマを負わないようにする生き方を学べるようにしようという

動きがありました。 

 来年はNADCPの第25回研修会がワシントンDCで開かれます。   

 ドラッグ・コート設立30周年を迎えて大きなイベントになることでしょう。 
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「ひとりではない」 
てつ 

  

 はじめまして。薬物依存症のてつです。昨年の12月13日に刑務所から仮釈放で出所しました。現

在は京都の木津川ダルクで入寮生活を送っております。私は現在40歳です。覚醒剤を初めて使ったの

が24歳なので16年間の使用歴になります。その間に三度の逮捕、二度の刑務所生活を経験しまし

た。 

 私が覚醒剤に手を出すきっかけになったのは、あるパチンコ店からの帰りに売人から声を掛けられ

た事でした。16年前の当時、私の実家から程近くの隣町では、路上に売人が立ち通行人に声をかけて

薬を売っているというような場所でした。その様な場所でしたが、「自分には関係ないだろう」と特

に警戒もすることなく、密売地域のど真ん中にあるパチンコ店に通っていました。ある日そのパチン

コ店でイベントがあったので、いつものように出掛けて行き、少しの勝ちを得ることができました。

その帰り道です。コンビニに立ち寄ろうと思い歩き出したところを、若い男に声を掛けられたので

す。手招きされ近づくと「兄ちゃん、エスあるで」と切り出してきました。パチンコで少しお金を得

ていた私にとって特に高いと感じる値段ではありませんでしたし、使用方法もアルミホイルに乗せて

ライターで炙り煙を吸うだけ、そして何より私は好奇心に打ち負け購入してみる事にしたのです。 

初めての使用の際は、本当に薬が効いているのかどうかよく分からない状態。少し体が軽くなたか

なぁ？という感覚と、眠ることが出来なかったことだけを覚えています。 

 その次に使ったのが、仕事の夜勤明けでした。本当に疲れ果てて家に帰ったのですが、なんとなし

に覚醒剤を使うと、疲れが取れた感じがし、眠ることも無くそのままパチンコを打つことができるよ

うになりました。また、パチンコやスロットを打つのが、いつもより格段に面白く感じられるように

なりました。体のレスポンスが上がった感じで、集中力も上がり、スロットを打つ際には、リールの

絵柄が止まって見えるようにさえ感じたものです。夜勤明けで疲れ切っていても、疲れを感じず、一

日中パチンコが楽しめる。正直、こんなに素晴らしい、楽しいものはないと感じました。今まで薬を

使わない素面の状態で楽しめていたパチンコが、だんだん薬のない状態だと楽しめないというような

状態になります。それからは休日の前の夜勤後には薬とパチンコをセットで楽しむことが増えまし

た。 

そして、真昼間から仕事帰りのスーツ姿で密売地域をうろうろしていた私は、警察官にすぐに目を付

けられ、職務質問で一回目の逮捕をされることになるのです。使用後約三カ月後のことです。 

 判決は１年６カ月、執行猶予3年。取り調べ後すぐに保釈で出たので拘置所に通うこともなく、職場

も10日程の病欠扱いとなり、逮捕以前と表面上は何も変わらない生活に戻ることが出来たのです。今

振り返ると、「重大なことをしでかした」という感覚は全く持っていませんでした。家族に対して

も、表面上では申し訳なさそうに反省している振りはしていましたが、本当に表面上だけのことだっ

たんだなと今では思います。その時点では私自身が薬物依存症に陥っているなどとは夢にも思ってい

ませんでした。 

 しかし、ともかく家族の監視の目も厳しくなり、執行猶予中だったこともあり、それから五年間ほ

どは薬に手を出すこともなく、またパチンコ店からも遠のき、仕事に集中して過ごす日々が送れてい

たように思います。再び薬に手を出すようになったのは、またしてもパチンコ。転職した職場の先輩

にスロット好きの方が多く、夜勤明けに連れ立ってパチンコ店に通うようになります。そうなると、

過去の薬を使っていた感覚が蘇り、再使用に至るまで時間はかかりませんでした。誘われた時にしか

行かなかったパチンコ店も自主的に足を向けるようになり、またもスーツ姿で密売地域をウロウロ。

そして、当然の如く三カ月程で二度目の逮捕をされ、今度は刑務所に入ることになったのです。 

二回目の逮捕では本当にたくさんの大事なものを失いました。家族・知人からの信頼、今まで培って

きた仕事の実績、仕事、お金。そんな落ち込んだ心境の中、初めての受刑生活が始まりました。 

人から怒鳴られたことなどなかった私にとって、刑務所での生活はとてもショックが大きく、後悔の

念と不自由な生活は「もう二度と刑務所に戻りたくない」と私に十分思わせるものでした。そこで初

めて「もう薬は使わないでおこう」と思ったのです。 

 しかし、その時点では未だ自分が依存症であることは認めていません。自分の力で止められる自信

すら持っていました。自分が薬を使ってしまうのは、環境が悪いからだ。密売地域から離れれば大丈

夫だ。という思いから出所後は地元から離れた場所に職を得ます。幸い新天地では、仕事も評価さ

れ、役職にもつけ、結婚を前提に付き合う女性もでき、本当に幸せな五年間を送ることができまし

た。 

 すっかり刑務所で経験した後悔の念や不自由な生活、そして自分の問題を忘れ、普通の社会人にな

れたと勘違いした私は、再び自分から依存症の罠に足を突っ込みます。結婚の為により良い給料の職

場を求め、以前「自分にとっては危険な場所」として離れた地元に戻ることにしたのです。それでも

しばらくは真面目に仕事をし、彼女とも良好な関係を築けていました。しかし、良い給料をもらうに

は当然高い能力・スキルが必要です。出所後全てがとんとん拍子にうまく進んでいた私は自分を過信

していましたが、人生には必ず躓きがあるものです。格段にレベルが上がった仕事内容に能力が追い

付かず、足りない能力を補う為には時間でカバーするしかありません。 

  木津川ダルク 入寮者からのメッセージ 

「真冬のタンポポ」 

■発行：双葉社 

価格：1,400円（税別） 

 

※全国の書店または

Amazonでお買い求めくだ

さい。 

※FAXでの注文も承りま

す。 

FAX：03-5312-7588  

ご注文の際には、住所、

氏名、電話番号を記入

し、日本ダルク事務局ま

で。 

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！ 



 「フェローシップ・ニュース」№89 平成30年7月1日 奇数月1日発行 

 

Page 7 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 

 休みも取らず、睡眠時間を削り仕事に取り組むようになり、その結果大事だった彼女を振り返ること

もなく仕事漬けの生活をするようになりました。そのような生活を送ると当然彼女とも別れる事になっ

てしまい、仕事も苦しく、全てが上手くいかなくなりました。そこで私は壊れました。 

 職場を変え再出発を図ろうとしましたが、失った彼女、傷ついた自尊心、仕事へのモチベーションな

どが私を苛み、当時流行っていた合法ドラックへと逃げてしまったのです。そして合法ドラッグが違法

になると、再び覚醒剤を使用が始まり約一年程で再度刑務所に行くこととなります。家族からも見捨て

られると思っていましたし、私自身ももうこれ以上家族に迷惑を掛けたくないという想いも強く「もう

これ以上関わらなくていい。縁を切ってください」と手紙を書きました。出所後は薬の売人になろうと

さえ考えていました。全てがどうでもよかった。何もかもが面倒だった。 

 そんな時です。弁護士の先生を通じて心理カウンセラー、そしてダルクと繋がる事になりました。母

親からも手紙が来ました。「私は怒っています。情けないし、私自身を否定したくなる。今度こそ更生

してください。心から願っています。」そう悲痛な声が綴られていました。私は自分のことしか考え

ず、一方的に縁を切ってくれという手紙を出したにも関わらず、家族は私を見捨てませんでした。 

 そのことがあって以降私は再び「薬をやめ続けていきたい」と思うようになりました。自分一人の力

では薬をやめ続けることは出来ない、そして自分の持っている問題と向き合わなければ、また同じこと

を繰り返すであろうことに思い至ります。それから刑務所での一年間は「なぜ薬を使ってしまうの

か？」そして「どうしたら薬をやめ続けることができるのか？」について考えました。自分を省みた

時、私の本当の問題は薬にあるのではなく、プライドの高さや、人に弱さを見せられない性格等、自分

を追い込む傾向があり、結果として薬に逃げていたのです。自分の弱さ、臆病さ、問題を話せる環境、

仲間が欲しかった。そして出所後は木津川ダルクに入寮する決意をしたのです。 

 今私は入寮して７カ月を迎えようとしています。入寮当初は毎日イライラしていました。将来の生活

への不安や仲間との関係、思い通りにならないことばかりです。イライラをため込み、しんどく感じる

毎日でした。ですが、ダルクのプログラム、ＮＡのミーティングに取り組んでいると、正にその感情が

私の問題であると気付けたのです。今はそのような負の感情をミーティング、仲間とのフェローシッ

プ、そしてダルクのスタッフに話すよう心掛けています。そして、仲間の話に耳を傾けること、共感す

ること、自分も仲間も同じなのだと思えること。その事に勇気をもらっています。ご飯を一緒に作った

り、そうじをしたり、ヨガに取り組んだり、プログラムに取り組むにつれて少しずつ「自分は一人では

ない」と思うことが出来るようになりました。 

 ダルクに入ってからの６カ月で、多分私は何も変化していませんし、成長もしていません。 

 薬を使用したくなる事は今はまだありませんが、相変わらず自分勝手な考えで行動することもありま

す。ですが、そんな折、仲間の存在が私を少し立ち止まらせてくれます。私は今、仲間と共に回復の道

を歩き始めたのです。 

 「JUST FOR TODAY」今日一日一所懸命に。仲間と共に。 

イライラする日、不安に感じる日、悲しい日、怒っている日、いまだ様々な感情に翻弄される私です

が、日々自身と向き合い、仲間と共に回復の道を進みます。 

 そして、いつか自然に笑える本当の自分を取り戻せる日が来ると信じています。 

びわこ家族会で話す木津川

ダルク施設長の加藤武士 

 JICA フィリピン薬物対策プロジェクト本邦研修 

ソーシャルワーカー コトー  

 7月4日、フィリピンから13名の政府代表団がアパリに来訪されました。日本政府はフィリピン政府に対して違法薬物対策とし

て約18億円の無償資金協力をおこない、「科学的根拠に基づく薬物依存症治療プログラム導入プロジェクト」というものが始動し

ました。プロジェクトはJICAが管轄し、フィリピンにおける薬物事犯の受刑者を刑務所ではなくリハビリ施設に収容し、そこで

フィリピン版マトリックスプログラムを実施することを目指すものです。アパリでは、理事長の近藤とソーシャルワーカーの古藤

が国内支援委員会のメンバーとなり、このプロジェクトに関わっています。 

 今回、フィリピンの保健・医療分野の政府関係者による代表団がJICAの研修として日本国内のさまざまな施設（病院、ダルク、

刑務所）を視察され、アパリにもいらっしゃいました。代表団のなかには、以前にアパリがおこなったJICAプロジェクトで現地

パートナーだったリッチー氏が民間の立場で参加されていて、彼との久しぶりの再会も本当に嬉しいものでした。 

 当日は、まず近藤がダルク・アパリの歴史、これからの展望を話し、そのなかで先日ご逝去された奥田先生との交流についても

思いを述べました。続いて、事務局長の尾田が日本の刑事司法に

おける薬物政策について、そしてアパリが提供する司法サポート

プログラムについて専門的な解説をしました。代表団からは多く

の質問が飛び交い、梅雨明けの蒸し暑い熱波が窓から迫り来るな

か、事務所は20人以上による国際的な対話の活気に包まれていま

した。それぞれに直面する課題に違いはあるけれど、本質的には

多くのことが共通していることを確認しあい、ともに邁進してい

こう、という思いでつながっていることを強く実感しました。 
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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30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 

8/6(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 

8/20(月) 

№46 

ヨガ＆ヒーリング 

志立玲子 

9/3(月） 
第3回 

薬物依存症の心にある2つの考え 

9/10(月) 

※変更 

家族のための12ステップ講座 

ステップ８、９ 

11/5(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 

11/19(月） 

№48 

「犯罪白書を読み解く」 

講師：横地環さん 

(法務総合研究所） 

12/3(月） 

第6回 

子どもの成長を助ける関わりに 

ついて 

12/17(月) 家族のためのクリスマス・パーティー 

10/1(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 

10/15(月) 

№47 

「検察庁における入口支援に関する 

ミニ討論会」 

＜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 

（初回20万円別途必要・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。 


