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今の次世代に何を伝えてゆくのかを考えさせてもらいました
青年のひきこもり、老人のゴミ屋敷
そして薬物依存の孤立の現状！
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2018年の国際学会報告
事務局長 尾田 真言
私は2018年中に、①8月19日(土)日本司法福祉学会(愛知県・日本福祉大学、フェローシップ・ニュース
No.90参照)、②9月1日(土)ヨーロッパ犯罪学会（サラエボ大学）、③9月22日(土)条件反射制御法学会(東
京・駿河台記念館)、④10月20日(日)日本犯罪社会学会(福岡・西南学院大学、フェロシップ・ニュース
No.91参照)、⑤11月5日(月)世界嗜癖医学会（釜山国際展示場）で報告しています。それぞれ演題が異なる
ので内容が多少違っていますが、いずれもパブロフの条件反射学説によるヒトの行動原理に基づいた正しい
刑法を創設して、覚せい剤常用等の反復違法行為事犯を減らしていこうと主張しました。
参加証とプログラム

サラエボの街

サ ラ エ ボ 大 学 の 校 舎。
ところどころに銃弾の
跡が残っていました。

本号ではこれまでフェローシップ・ニュースで紹介していなかった、サラエボの「ヨーロッパ犯罪学会」
と釜山の「世界嗜癖医学会」２つの国際学会の様子についてご報告します。
１ ヨーロッパ犯罪学会(Eurocrim2018) 2018年8月29日～9月1日
ボスニア・ヘルツェゴビナの首都にあるサラエボ大学で４日間開催されました。参加者の多くは犯罪学者
でした。1984年冬季オリンピック開催のわずか7年後の1991年、旧ユーゴスラビアは、独立を唱える各
共和国と、それを阻止するセルビア主導の連邦軍との泥沼の戦争へと突き進み、1992～1995年にサラエ
ボでの犠牲者は1万人にもなりました。旧ユーゴスラビア全体では約20万人の死者と約200万人以上の難
民・避難民が出ています。サラエボ大学キャンパス内には、校舎に銃撃の後が随所に残されていました。第
二次世界大戦の惨禍から40年もたってからなお同様の大量虐殺がなされたということに衝撃を感じました。
さて、日本では刑事司法手続の中に保護観察があります。わずかな回数のプログムが遵守事項違反をしな
いであろう人を選んで行われています。出所後の強制的アフターケアは、失敗しそうな人に実施すべきだと
思うのですが、実務の運用は逆で、問題がある人は満期出所となり、保護観察は付せられません。私は刑の
一部執行猶予制度が立法された平成25年に、従来満期釈放となっていた人に対して長期の保護観察が付され
る制度ができるのだろうと期待していたのですが、平成28年6月1日の
施行後、そうではなかったことを知りました。その一番の原因は、日本
の刑法が刑罰を規定するだけで治療処分を持たないからでしょう。
刑事司法手続の役割を犯罪の抑止、犯罪者の社会復帰と考えるのであ
れば、刑罰だけで対応できない人に対しては問題性を除去するのに役立
つプログラムの義務付けが求められるはずです。
ここで重要なことは、プログラムなら何でもよいということではな
く、ヒトの行動原理に基づいた効果的なプログラムを実施しないといけ
ないことです。わかっちゃいるけどやめられない状態になっている、反 報告会場の図書館
復違法行為事犯者に対しては、思考とは無関係にやってしまう駆動力を 9月1日(土)の10:15～11:45 の「日本
止める手法を習得し、駆動力を弱める必要があります。さらに社会復帰 における」セッションで、報告しまし
のためのトレーニングや生き方を変える必要のある人は、ダルクのよう た。今年のヨーロッパ犯罪学会は1300
人以上が参加し、報告者が1200名い
なリハビリ施設での回復プログラムが必要となります。
て、300以上のセッションが展開され
パブロフの条件反射学説に基づいて、平井愼二医師が2006年に開発 ました。そのため常に10個以上のセッ
した条件反射制御法は、まさにわかっちゃいるけどやめられなくなった ションが同時進行していて、それぞれ
人の衝動を抑えるのに役立ちます。その効果を検証した論文はこちらを の会場は小さかったです。
ご参照ください。
生駒貴弘・岡田和也・長谷川直実・平井愼二「物質使用障害に対す
る条件反射制御法の効果に関する統計的検証」『犯罪社会学研究』
42号(2017年) pp.140-154

人道に反する犯罪及び虐
殺博物館。日本では平成
の時代にこの地で虐殺が
行われていた様々な証拠
が展示されています。

２ 世界嗜癖医学会(ISAM2018 Busan) 2018年11月3～6日
薬物乱用者の中には周囲に迷惑をかけている人が多いと思います。そ
ういう場合には強制力を用いてもやめさせなければいけないと考えま
す。この問題への対処法として、やめる努力をしようとしない人に対し
ては懲役刑を科して隔離・無害化するほかありません。逆にやめる努力
をする人には刑罰に変えて回復プログラムの義務付けをするべきだと考
えます。アメリカのドラッグ・コートはまさにこういう考え方の上に成
り立っています。
私は薬物自己使用を非犯罪化して刑事司法が手を引いて、公衆衛生の
問題として対応することだけでは問題の解決にはならないと考えます。

サラエボ大学の門の前で報告者一同
で記念撮影。右から、長谷川直実医
師、デイビッド・ブルースター博
士、髙橋洋平弁護士、私。
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日本では規制薬物の所持は犯罪であり、さらに、大麻以外の規制薬物は所持していなくても使用しただけ
で犯罪として厳しく処罰されています。そうすることで諸外国に比べて規制薬物の生涯使用率は低い水準に
抑えられているとみることもできます。
その一方で、薬物犯罪常習者は刑務所と社会を行ったり来たりするだけで、いつまでたっても本格的な治
療や訓練を受けることができなくなっています。
私は社会の中には刑事司法制度と援助側機関と役割の違う2つの態勢が存在し、刑事司法制度の目的は違
法行為を抑止すること、援助側機関は疾病や問題を抱えた人を支援する目的を持っている。しかしそれぞれ
の態勢はどちらか一つがあれば良いのではなく、自分にない機能は相手にゆだねるという意味での連携が必
要なのだという話をしてきました。
たまたま検挙された人が刑事司法手続に嫌でも乗せられるのであって、自ら治療したり回復プログラムに
参加したい人は、刑事司法手続とは無関係に援助側機関を利用できるのですから、そういう人は刑事司法制
度に関わらないで済むはずです。問題は援助側機関が存在するのにもかかわらず、問題を抱えた人がその利
用を拒否する場合です。社会に害悪をもたらす行為を刑事司法制度が抑止するのは当然なのですから、そこ
では端的に問題を除去するための治療や訓練が求められます。
日本では、身体の自由を拘束する刑罰として、薬物犯罪者には懲役が科せられますが、懲役とは刑法上、
拘禁と刑務作業を内容とするものであって、規制薬物をやめるために必要な治療や訓練を義務付けることは
憲法違反だと言っている人もいます。しかし私は義務付けがなければ治療に向かわない人が多いことを実感
しています。わかっちゃいるけどやめられない強迫的な衝動はしかるべきトレーニングをすることで生じな
くなります。「ひとたびあの味を知ってしまった以上、使いたいという気持ちがなくなることは永久にない
ので、回復はあっても治癒はない」ということがまことしやかに言われています。しかし、薬物使用欲求自
体を13週間で軽減することができる「条件反射制御法」という治療法があります。治療後は欲求自体が軽減
するので、あとはするしないを自分で決定し、それに従って行動できるようになることを目指すものです。
ヒトの行為について正しい理解をするためには、パブロフの条件反射学説によるヒトの行動のメカニズム
を勉強する必要があります。第一信号系と第二信号系の作用でヒトは行動しているので、ヒトが頭で考える
こと（第二信号系）だけで行動しているという間違った理解を前提に作られている刑事司法制度では、薬物
自己使用等犯罪は抑止できないと考えます。日本では。出所後5年以内の刑務所再入率があらゆる犯罪類型
の中で覚せい剤取締法が第一位となっています。その理由は覚せい剤の薬理作用ゆえに条件付けされやすい
特徴があるからです。条件反射制御法を義務付け、さらに必要な人には思考に働きかけるプログラムも義務
付けることを内容とする治療処分の創設が必要だと私は考えます。社会にとって好ましくない行為を抑止す
ることは刑事司法制度の役割の一つだからです。
常習犯対策はわかっちゃいるけどやめられない行為を抑止できるようにすることだと考えます。そのため
には犯した罪に対して応報として罰を与えるだけでは不十分なのです。日本の刑法は、犯罪行為はヒトの思
考によってなされるというフィクションに基いて刑罰を科すだけで、思考に基づかない触法行為を抑止する
ための治療を義務付ける規定を持っていません。そこで違法行為処罰法（従来の刑法）に加えて、違法行為
治療法を創設する必要があります。日本のように犯罪を繰り返す人に対して、どんどん刑期を重くするだけ
では意味がないと考えます。100年たっても1000年たっても今のままで良いと皆さんは思いますか？ 治
療処分を創設することで、それまで抱えていた問題を解決できるきっかけとなり、さらに、従来よりも短い
拘束期間で済みます。そしてこのような対策こそ規制薬物のない社会の実現に役立つはずです。
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世界嗜癖医学会
(ISAM2018Busan)
2018年11月3～6日

大邱病院は200床を有す
る精神科病院です。覚せ
い剤、アルコールだけで
なく、痴漢、クレプトマ
ニア等の反復違法行為事
犯者を受け入れて条件反
射制御法を実施していま
す。

学会終了後は、釜山から100Km北にある大邱（テグ）という韓国第三の都市に行き、院長の朴先生の案
内で大邱病院という200床の入院が可能な精神科病院を見学させてもらいました。韓国では薬物依存の治療
プログラムを持つ入院施設は3つしかないのですが、大邱病院はそのうちの一つです。ここでは条件反射制
御法が取り入れられて、様々な反復違法行為事犯者の治療にもあたっていました。

大邱病院の廊下の壁には
随 所 に CRCT(Conditioned
Reflex Control Technique=条件反射制御法）
を説明するポスターが貼
られていました。

報告後、会場玄関前で
記念撮影

演題は「治療処分の創設－パブ
ロフの条件反射学説に基づく再
犯防止策」
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ハームリダクションの展開を考える：
エイズ学会2018に参加して
ソーシャルワーカー 古藤 吾郎
ハームリダクション：
被害（ハーム）を減少
すること（リダクショ
ン）。ドラッグの使用
量に関わらず、ドラッ
グ使用による悪影響に
着目し、その被害減少
を目指すアプローチ・
考え方。

「ハームリダクションと

は何か−薬物問題に対す
る、あるひとつの社会的
選択」
（中外医学社）

昨年12月中旬に、荻上チキさんの「Session-22」というラジオ番組に出演しました。その日の
特集が「依存症をめぐり注目される『ハームリダクション』とは何か」というもので、光栄にも松
本俊彦先生と、カナダで活動されている､みなみおさむさんとご一緒させていただきました。番組で
は、日本に馴染みのないハームリダクションについて解説しながら、そして、具体的な展開を考え
ていくことが次のステップになる、と締めくくりました。日本では何ができるのか、考えが止まる
ことはありません。この問いかけに対して、昨夏に海外で触れてきたことから、ここで少しでも考
察を編み上げていきたいと思います。
歴史的な熱波がヨーロッパに押し寄せた昨年７月末、オランダのアムステルダムでエイズ学会が
開催されました。エイズ学会は保健分野における国際学会では最大規模のもので、科学・政策・人
権擁護など非常に幅広いトピックを扱います。約160ヶ国から15,000人を超える参加者が集った
とのことでした。薬物使用者のHIV感染予防としてハームリダクションは国際的な発展を遂げてい
ます。オランダで開催されるエイズ学会でどのようにハームリダクションが語られるのか、強い関
心を抱き参加してきました。そこで着目したポイントがいくつかあります。
ひとつ目は、ドラッグを使う際に役立つ健康情報を学会のウェブサイト上で、参加者に向けて公
式に提供していることです。例えば、より安全に使用するためのグッズなどを配布し、医師をはじ
め保健専門家の相談窓口が会場内に設置されています。さらに、万が一自分または知人が過剰摂取
した場合に備えて、オランダでは支援を求めたことが犯罪とみなされず、むしろ正直に伝えること
で医療従事者がより適切な救援をおこなうことが可能になるとして、命を守るために安心して救急
車（112番）を呼んでほしい、と奨励されています。
ふたつめのポイントは、覚せい剤をはじめとするアッパー系のドラッグを使用する人に向けたサ
ポートが、トレンドのテーマとして取り上げられていたことです。あるオランダのNGOは12個の
具体的なアクションとして、より安全にあぶるためのグッズの配布、女性に特化した介入、使用の
自己管理サポート、住居支援、ドラッグの代替（大麻などのソフトドラッグへの転向も含む）、オ
ンラインによる回復プログラムの提供などを挙げていました。
さらに、アッパー系のドラッグはセックス時に使用されることが多くあり、それをケムセックス
（ChemSex：化学とセックスを組み合わせた用語）と表現し、そこへの支援介入も話題になって
いました。印象的だったのは、より安全にドラッグを使用するための様々なグッズがパッケージに
なったものです。注射や炙るためのグッズ、支援先の情報などに加え、脱水症状になるのを防ぐた
めのサプリメントも入っていました。
これらはすべてハームリダクションに基づくアプローチです。この学びを日本での展開にどう活
かせるかを考えると、まず、社会に根深く浸透する差別と偏見（スティグマ）への対応が課題とな
るでしょう。医療機関が覚せい剤使用者を警察に通報したり、依存症者を狂人であるかのように著
名なテレビドラマで表現してしまう日本社会の感覚と、オランダのようにドラッグを健康の問題と
して扱う社会では、その捉え方に大きな隔たりがあります。社会が変わっていくために、薬物に関
する保健・心理・医療教育のなかに健康という視点を増やしていくことが必要であると考えます。
そして、ドラッグを使用する個人への支援においては、何よりも使用する本人たちは、どのよう
な悪影響のリスクを抱えているのか、それをアセスメントすることが重要となるでしょう。注射器
を共有しているという事象は、それほど多くないかもしれません。ゲイコミュニティにおいては、
セックスとドラッグ使用の関連に関する調査研究がいくつかなされています。一方で、ヘテロセク
シャルの男性・女性がドラッグを使ってセックスをする際に、どれほどセイファーな行為になって
いるのか、というような調査研究を私は見聞きしたことがありません。他にも、ドラッグ、アルコ

学会会場となったアム
ステルダムのコンベン
シ ョ ン セ ン タ ー。熱 波
の た め、東 京 よ り 蒸 し
暑かったです。

さまざまなスタ
イ ル で、差 別・
偏見を解消しよ
うというメッ
セージが発信さ
れていました。
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ール、処方薬などをどのようにミックスして使用していることがあるのかなど、その使用状況を分
析していくことから始める必要があるのでしょう。
先日、電車内で大手製薬会社の市販薬の動画広告を見て感嘆しました。それは、“アルコール頭
痛”を予防するその商品（ドラッグ）を摂取して、もっとアルコール（ドラッグ）を楽しみましょ
う、という宣伝です。忘年会・新年会シーズンに、このドラッグが役立つ人はきっと多くいるはず
です。これは、まさにハームリダクションであり、アムステルダムで手にしたグッズに入ってい
た、覚せい剤使用による脱水症状を予防するためのサプリメントと共通する発想です。アルコール
に目を向けると、日本ではすでにハームリダクションの展開を確認することができます。そこから
発展していくということも十分に考えられそうです。
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（謝辞）
エイズ学会参加
にあたり、心温
かなご支援をお
寄せいただいた
みなさまに、深
く感謝を申し上
げます。

支援につなげる覚せい剤事件の弁護術（４）
弁護士 髙橋 洋平
1 前回のまとめ
前回では、シゲさんという方を紹介しました。ダルクに繋がるまでのプロセスはそう単純ではな
く、社会でちゃんとできるはずであるという思いと、でも薬物を止めたくても止められないという葛
藤の中で、悩みながらの決断でした。そんなシゲさんは今日もダルクで日々のプログラムに励んでい
ます。そんな彼の頑張りを今後とも応援していきたいです。
２ 支援につなげる試み（リュウスケさんの場合）
本号では、リュウスケという方を紹介したいと思います。出会いは偶然でありながらも、ダルクを
紹介し、その後にダルクのスタッフになった方です。
初めて会ったのは警察署の接見時でした。誰かの紹介というわけでもなく、しかも、逮捕後、準抗
告を申し立てて、勾留されずに済んだことから、この時のことはあまり記憶に残っていません。
次にリュウスケさんから連絡があったのは、その年の12月でした。お酒に酔って警察官を殴った
という事件でした。接見に行くと、何だかとても寂しそう様子でした。事情があり住む家もなくなっ
たとのこと。ちょうどその頃に新設された相模原ダルク（施設長ヒデさん）を紹介することにしまし
た。しばらくして無事に釈放されました。本人の分かれ道は、ダルクに行かない選択もあったと思い
ますが、自分の判断でダルクを選択したことだと思います。
ダルクに入寮した後は、意外にもダルクのムードメーカーになり、元気に走り回っていました。何
でも器用にこなせるタイプで、このままヒデさんの右腕として残ってくれればという私の勝手な期待
もありましたが、その後は、仕事を選択し、３、４か月ほどでダルクを退寮することになりました。
彼の社会復帰をヒデさんも応援し、私も一緒に卒業をお祝いさせてもらいました。支援に関わる立場
としてこんなにうれしい時間はないものです。
しかし、そう簡単に話がいかないのもよくあることです。何と就職した会社の歓迎会でお酒を飲ん
で暴行事件を起こして逮捕されてしまったのです。ダルクを卒業して１日目の出来事でした。それで
も会社と協議し、10日ほどで釈放されたから無事に職場に戻ることができました。しかし、事件は
続きます。今度はその１か月も経たないうちに何と覚せい剤の事件で逮捕されたのでした。それでも
職場に復帰しようとするリュウスケさん。もちろん今度は解雇されました。もう行く場所がないから
ダルクに戻ったらどうかと提案したものの、本人は気まずさもあったのかこれを頑なに拒否。ヒデさ
んに助けを求めたらどうかと提案したが、これも頑なに拒否。支援者からするとダルクに繋がる絶好
のチャンスだと思っても、本人はこれを拒むのが常なのでしょう。しかし、ヒデさんが直接面会に
行ってから状況は一転。ダルクに助けを求めたのでした。
その後、リュウスケさんは受刑することになりましたが、私が何か特別なことをしたことは一切な
く、ヒデさんにお任せしていました。そして、数年後ダルクに戻り、現在はヒデさんの右腕スタッフ
として相模原ダルクで元気に走り回っています。
支援のあり方は人それぞれです。ダルクに繋がる人がいれば、そうでもない人もいます。ダルクを
一旦卒業しても再び戻ってくる人もいます。支援をしていく中で感じることは、何かを期待しても裏
切られ続けるということでしょうか。だからといって簡単に諦めてはいけません。何も期待しなくて
も何らかの繋がりがあれば、不思議とちゃんと関わりが続いていくのですから。
今現在、様々な理由で家族や支援者その他の方々に不満があり、やるせない思いを抱いている方も
いるのではないかと思います。それでも自分に関わっている方を信じて繋がりを持ち続ければ、将来
がきっといい方向に変わっていくのではないか。リュウスケさんにはそんな勇気を持つことの大切さ
をいつも学ばせてもらっています。

明石書店より
発売！！
Amazonや全国の書店
でお買い求めくださ
い！
価格：2,160円

「フェローシップ・ニュース」№92
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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！

「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。

平成31年1月1日

奇数月1日発行

フェローシップ・ニュース

木津川ダルク 入寮者からのメッセージ
「出会い」
タケヤン
薬物依存症のタケヤンです。私は17歳からシンナー、覚醒剤他色々な薬物を使用しながら
生きてきました。
薬を使いだした目的は好奇心からですが、歳を重ねるごとに使い方が変化し、その年齢に
合わせて薬は私に対して様々な事をコントロール不能にしていきました。今もなお、クリー
ンでいても自分自身をコントロールできない様に操り、精神的にも肉体的にも不自由を感
じ、苦しい、辛い、と思う時間が一日に何度も襲ってきます。そんな状況に陥ると、自分を
取り戻すのに必死になり、疲労困憊してしまいます。不眠症にも悩まされ、うまく眠れない
夜は不安と戦って疲れ切ってしまいます。精神薬や睡眠薬を服用しても効果がないと感じる
ことが多い為、困り果てている状況の中で日々生きています。
それでも私は今回が薬物を断つための最後の与えられたチャンスだと思っています。また
薬物を使う自分に戻り、自分自身をコントロール不能にするのか、回復のチャンスを手放さ
ずにコントロールできるようになるのか・・・。少なくともこのニュースレターを木津川ダ
ルクのタケシさんに頼まれて受けたという事は、頼まれたから書くというより、今の私の気
持ちを文字にすることにより、自分自身を見つめ直すチャンスを手渡してくれたと受け止め
ており、心より感謝しています。
うまく皆様に私の今の心境が伝わるか分かりませんが、クリーン4カ月の私の今を少しでも
共感していただけたら幸いです。
私は覚醒剤において６度の逮捕を繰り返し、今回６度目の逮捕の後、懲役２年執行猶予５
年保護観察付の処分を受けている最中です。今は木津川ダルクに通所しながらNAにつなが
り、ミーティングに参加して回復に向けて日々の生活を送っています。
今まで３度の服役を繰り返す中で、薬物更生施設の事を知ってはいましたが、薬物依存者の
集まりの中に入って更生に向けていく事は私にとっては理解できず、そんな所へ行かなくて
はならないほど自分自身は落ちぶれていないし、そんな所へ行っても逆にまた薬が欲しく
なったり、悪い付き合いが始まって大した効果も得られない、と決めつけていたのでまった
く興味が湧きませんでした。そんな状態の中で今日まで薬を使用し、逮捕され、服役を繰り
返していく生活でした。仕事は大型車に乗りながら生計を立てていましたが、薬を使用しな
がらの仕事だったため長続きしませんでした。仕事に対しての一番の後悔は、自ら自営とし
て立ち上げた会社を潰し新築の一軒家を手放し、一家離散になってしまった事です。失った
ものは他にも数え切れませんが、すべてにおいて薬物を使用していた事により起きた出来事
だと自覚するに到っております。
３度の離婚を繰り返し現在の妻と22年の結婚生活を送っていますが、出会った時から今日
まで妻と共に覚醒剤を使用しながらの生活を送り続け、今回私が６度目の逮捕にして妻も一
緒に逮捕されるという、恐れていた事態が起きてしまいました。いつかはこうなると分かっ
ていたのに薬をやめられずに過ごしていたのですから、家族・友人・知人に最大の絶望と信
用・信頼を失う事も与えたのは言うまでもありません。後悔などという言葉は私達夫婦には
おこがましい言い訳でしかなく、後悔をしたと言い訳するつもりはありません。友人に私達
は崖っぷちではなく、崖から落ちてると言われて返す言葉もありませんでした。
今回、保護観察という処分をいただき、観察所から市が行っている薬物更生プログラムに参
加してみてはどうですか？と言われました。今回は夫婦二人での逮捕でしたので、今までの
様に私一人ならその言葉の真剣な受け止めも浅かったと思いますが、今回は心から薬をやめ
なくてはならない、と妻と心に決めたので私はこのプログラムに参加しようと決めました。
プログラムに参加して私の心がざわつきました。みんな楽しく過去の話や今の心の変化、そ
して伝わりやすく仲間同士で語り合い、初対面の私に対して何の壁もなくすんなり受け入れ
てくれ、私の話を真剣にそして共感しながら聞いてくれました。

「フェローシップ・ニュース」№92

平成31年1月1日

奇数月1日発行

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

そしてプログラムが終わった時に声をかけてくれたのが、今私が通所している木津川ダルクの
施設長のタケシさんでした。気さくな感じに「今どこかに繋がっていますか？」と言ってくださ
り、何も分からない私に一度私の施設に来てみませんか？と声を掛けて下さいました。その言葉
により後日、木津川ダルクを訪れました。そして私の身の上話をすると、タケシさんは、自分自
身が回復する気持ちがあるのならこの施設に足を運んで下さい。そして私に「あなたは実刑にな
らないし、執行猶予になるし助かります。実刑に行っているよりも施設に通った方が１日も早く
回復に向かって歩けますし、他にも回復への道がたくさんありますので、NAのミーティングに
も通ってみて下さい。お金も要らないし、あなたが回復したい一心で行動すれば、今までどうに
もならなかった事が一つ一つ解決していきます。」と言って下さいました。こんな私に困った顔
一つ見せずに話を聞きながら受け答えて下さった事が今も忘れられません。
それから私は施設へ通所しNAミーティングの参加が始まりました。私の裁判に対しての上申
書をタケシさんが書いて下さり、裁判当日には、タケシさんをはじめたくさんのNAの仲間がわ
ざわざこんな私の為に、裁判所に足を運んでくれた事に無償の愛と優しさを感じました。感謝の
気持ちで一杯です。
今、執行猶予５年で保護観察中、クリーン４カ月です。今までの私達夫婦には４カ月薬をやめ
る事の出来なかった日数です。これほどダルクやNAミーティングのおかげでクリーンが保たれ
て健全に生活していられることに喜びを感じています。今は薬を止められたとは思えませんが、
今日だけで精一杯の私達ですが、NAミーティングに参加し続けつながり続けたいと思う気持ち
は、回復に向けて歩いている事の証です。
木津川ダルクのタケシさん、ダルクの仲間、NAの仲間が私達を心から受け入れてくれている
事が今、私達がクリーンでいられる大きな助けとなっています。まだNAの原理やステップにつ
いては理解に欠く所はありますが、ミーティングに通い続けていればクリーンでいられる事は本
当だと思います。私たちには最高の治療法なのです。この先、夫婦二人でクリーン生活を続け、
タケシさんにこの姿を見て喜んでいただきたいと思っております。分かちあう事、そして共感で
きる仲間が私達にはできて心より感謝しています。
ありがとうございました。
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相楽地区更生保護
女性会からの激励
金を受けました

ある日の夕食作り

アパリ家族教室のクリスマス会が開催されました
嘱託研究員

森村たまき

12月17日夜、家族の皆さんに唐揚げや鶏肉のパイナップル煮など手作りのお料理や果物、お
菓子などをたくさん持ち寄っていただき、アパリのクリスマス会が盛大に開催されました。当日
は、残念ながら今年は参加できなかったマーシーのハンドベル演奏ビデオで始まりました。スリ
リングな演奏を、皆で固唾を呑んで聴き入りました。
藤岡ダルクの山本大施設長にも参加し、藤岡ダルクの現状と課題や家族の皆さんへのメッセー
ジなどを話しました。毎年、横田尤孝顧問がプレゼントしてくれるクリスマスケーキのキャンド
ルに皆で火を点し、おいしくいただきました。尾田事務局長がピアノでクリスマスソングを演奏
し、森村も歌いました。毎年必ず参加してくださった奥田保先生を偲んで、フォーレのレクイエ
ムから『ピエ・イェズ』の曲を捧げるひと時もありました。
最後は近藤さんのお話を聞いて、いいことも悪いことも色々あったこの1年ですが、年の瀬に
皆さんと楽しくクリスマスを祝えたことに感謝します。
左が近藤恒夫
右が横田尤孝顧問

「フェローシップ・ニュース」№92
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奇数月1日発行

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。

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。

発行者：近藤恒夫
編集責任者：志立玲子
平成31年1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)

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、
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

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。

通信ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・

面会等）
出所出迎え

薬物依存症回復プログラム

[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]

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

【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

1/7(月）

第7回
薬物問題を持つ人の家族の回復
プログラム

2/4(月)

第8回
あなたの環境や状態をいいものに
変えよう

第3月曜

アディクション関連講座

1/21(月)

№49
「世界は薬物使用にどう対応
しているのか？」
講師：古藤吾郎

2/18(月)

№50
藤岡ダルクを卒業して社会復帰した方
の体験談 ヒサさん

3/18(月)

家族のための12ステップ講座
ステップ10,11,12

4/15(月)

№51
未定

5/20(月)

№52
近藤 恒夫

第1回

3/4(月)

薬物依存症によるダメージと回復

第2回

4/1(月)

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

5/13(月)
※変更

薬物の欲求と「きっかけ」「危険な状
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
【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

