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「なぜ私たちはここにいるのか？」 
近藤 恒夫(アパリ理事長) 

           

 1「なぜ、私たちはここにいるのか？」 

というのは、ここにいる人たちは選ばれた人です。全く生まれも育ちも別々なの

に、なんでここに私たちはいるのか・・・ 

 私は８年間、毎日こういうミーティングも一日も休まず、正月もお盆もなく、

通い続けました。それは事実ですよ。だから「どうしてやめられたんです

か？」って聞かれたら、「僕はミーティングに出ました。毎日８年間ミーティン

グに参加したから止められた」って、それ以上のことは伝えることはできないで

す。だからあなたもやりなさいとは言いません。それは余計な話です。「よろし

かったら、毎日ミーティングに出て、８年通えばやめられるでしょう。」と言い

ます。葬式の日も出ましたね。北海道の兄貴が死んで、ロイさんが死んだのは十

何年前のことかな？ 兄貴の葬式で北海道に行っていて、骨を拾っている時に電

話がかかってきて、ロイさんが亡くなったからすぐに帰ってくるようにという内容だった。 

 亡くなった１月５日だった。ロイさんというのはメリノール会という所の宣教師で、20代後半で日本

に来た。中国に行くと自分では勘違いしていて、富士山が見えて、横浜に船が入って、その時宣教師が

30人くらい降ろされて、メリノール会の神父が日本に上陸したわけです。その時はアルコールに問題な

かったんだけど、ロイさんによれば、アルコールに走ったのは日本語のせいだと言っていました。何でも

人のせいにする、皆さんの息子さんと同じように。寂しいから六本木に行って、日本語学校に行って、あ

まりにも日本語が難しくて、英語だったら一つのスペルで済むことが、カタカナ、漢字、ひらがながあっ

て難しい言葉がたくさん出てくるので大変苦労した。それで六本木のバーに出入りするようになって、若

者たちと酒を飲むようになった。だから日本の文化と、それとブラックニッカ（お酒）のせいだと思って

いて、自分は何も悪いことをしていない、信仰さえあれば神様が治してくれると。信仰が何の役にも立た

なかったって、神父なのにアル中になったんですよ。1980年に僕の裁判に出て、逮捕されているときも

面会に来てくれました。ロイさんも寂しかったんですね。AAというグループを北海道で始めた。 

 

2、僕は最初に医療につながった。警察じゃなかったんです。 

医療のいいところをいうと、医療は厳しくないですから、嘘つく必要もなければ、ごまかす必要もなかっ

た。ただ、甘いですからね、クスリを病院に持ち込んだり、結局隠れ蓑みたいに使っちゃった。ただ、い

いところは嘘つく必要がないから、医者には言わないけど、それが良かったと思う。当時は何にもなくっ

て、集団療法っていうのが週に１回くらいあった。ただ、ファシリテーターが医者なので、嘘ついちゃう

んだな。心にもないことを言うわけ。するとウケると思ったら意外とウケなかった。「自分はこんな精神

病院の閉鎖病棟なんかにいる人間じゃない。一日も早く退院して働いて、一所懸命働いてお袋や兄貴に借

金返したい。そして迷惑かけた人に恩返しをする」と、わけのわからないことを言う。それで拍手がくる

と思ったら全然こない。こっちはいい話をしているのだけど、いい話をするためにそこにいるんじゃなく

て、「なぜ我々はここにいるのか？」 英語でいうと、「Why are we here?」。そういうことが話せな

くて、それでかっこいいこと言ってるんだけど、「お前どこにいるんだよ、ここは閉鎖病棟だろう」と、

みんなそういう顔して俺を見ている。まずいこと言ってるのかなって思ってしまう。医者が間に入って、

「近藤さん、あなたが覚せい剤やめるんだったら、ヘソ出して寝てる方が、一番家族が安心します

よ！」って・・・なんだこの医者は、ヘソ出して寝てるとは何事だって、怒り心頭に達するわけです。そ

ういう甘いところがある。それから、据え膳、お昼や朝食をみんな看護師さんが持ってきてくれるんで

す。「お薬ですよ」って。ただ僕のところは薬を出さない医者だったから助かった。 
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精神薬を出す病院は、ずっと入院してればいいっていう、外国でもそうですね。薬が必要なら病院にいるべ

きだって。だからダルクに行くとき、馬に食わせるほど山ほど薬持ってよこす病院が、結構日本でまだある

んです。リハビリするなら薬を切ってから行きなさいっていうのが普通の常識なんだけど、日本は少し薬出

しすぎですよね。退院してもまたすぐに入院する。だんだんと医者も入院させてくれない。外で頑張んなさ

い。AAに行きなさい。当時は社会資源がなかったから、AAに行きました。ところがAAは毎日午後７時か

ら始まる。７時から出ても、朝から薬を欲しくなる、やりたくなる、その間どうするんだ？  

 小学校時代に日課表ってのがあるでしょう。各精神病院回ると、土日は別として、集団療法で一週間埋ま

る。それをやろうと思って、クレービング（渇望）が起こって薬やりたくてどうしようもなくなると、毎日

の日課表を見ながら、今日はあそこの精神病院に行く。自分の考え方は迷ったとき使っちゃうから、一週間

のスケジュールを書いておいて、その通りに動く。やりたくなる前に、先に行動化していく。今は認知行動

療法と言うけど、考えることは役に立たない。だから、ひどい時は札幌から４時間くらいかけて、帯広へ。

帯広はダルクもできましたけど、そこには病院が５箇所くらいあって、自分が動けば１ヶ月くらいのスケ

ジュールは埋まる。だからミーティングの代わりにそれをやったんです。 

 その時には生活保護でした。良かったのは１年という区切りで生活保護を切れたこと。これをもらってた

ら癖になるなと。マック（アルコール依存症の施設）をやろうってことになったんですよ。メンバーはなか

なか集まらない。５～６人の同じメンバーで、毎日やっていれば新しい人は来ないし。マックは必要だろう

ということで、僕が初代の札幌マックの所長になった。まだ止めて１年くらいにしかならない。ロイさんは

お酒を飲んでいなくなっちゃうし。金づるがいなくなるのは困るね。でもまた帰ってきて、３ヶ月くらいす

るとまた再発して、どうやらそういう契約らしく、解雇はしない。教会にある葡萄酒みんな飲んじゃうんだ

から、ミサ用の。AAを始めた創始者だから。でもその創始者が再発するとなると僕がしっかりしなきゃと

なる。ロイさんが３ヶ月いなくなっちゃうと、また再発したなと。言わなきゃわからないだろうと思うんだ

けど、ロイさんは正直に「また飲みました」と言う。「正直さが大切ですよ」というのはそういうことなの

かなあと思います。意志の弱い神父だな、と思いながら、でも正直です。 

 

3、マックの仕事をするにあたり 

お菓子屋の工場にペンキ塗って札幌マックを作って、それから帯広マックが始まり、その時に帯広の病院を

回って患者さんをマックに連れてきて、ミーティングをやった。終わるとまた病院に連れて帰るというのを

やりました。デリバリーだね。アル中のデリバリー。病院も理解してくれて、病院でゴロゴロしているより

もということで、その人たち良くなったんですよ。６人で毎日ミーティングし、夜のAAミーティングにも

出ました。昼間はマックでミーティングに出て、それからAAに行って病院に帰る。それを６ヶ月くらい

やって、その間にスタッフを養成して、その人はブラジルにいた人なんだけど、その人がスタッフになるま

で僕は帯広にいてマックの仕事をしました。だから新しく何かできる時は必ず僕が先に乗り込んでね。何か

暴力団みたいでしょ。そんな仕事しながら、みのわマック（東京）ってところに戻ってきたら、若いヤク中

と真面目なアル中が喧嘩してるわけ。飲んだもの片付けないとかね。たったそれだけのこと。アルコール依

存症の人は真面目でね、許せないっていうか、厳しいんですよ。だからヤク中なんか飲んだものはその辺に

置きっぱなしでめちゃくちゃじゃないですか。病院でも朝の４時くらいから掃除しているアル中がいるんで

すよ。真面目でね、勤勉で、早起きで。真面目に酒飲んでアル中になっている。そういう人たちなんです。

医療に先につながったのはそういう意味では良かった。だから僕のことを北海道で知らない医者はいないで

すよ。アルコール依存症で20年入っていた人に「いやあ、タバコのバラ売りできたんだよ」って嘘を言っ

た。もう社会に出てないから、500円玉が出たって言っても信じられない。20年もいればそうですよね。

そういう人たちをミーティングに参加させる、そういうことをやっていた。 

 あの時のマックは給料が出なくて、メリノール会から給料もらってなんとか生かされていました。ダルク

を作るときにロイさんに相談して、ロイさんが病気の時にロイさんの預金通帳から92万円おろして、「ロイ

さん、金借りるよ、100万円必要なんだよ」って言った。その時は胸を押さえていた。どこか具合悪いんで

すか？って、その時は心筋梗塞だった。だからロイさん、私が病気だったからダルクができたと言うんで

す。ダルクを作るために92万円が必要だった。もし元気だったら、絶対に嫌だって言うでしょ。100万し

か入ってないんだから。それで銀行に行って、勝手におろして、ダルクを作ったんです。 

 ダルクを作ったけれど、どうしようもない人たちばっかりだから、治すとか治されるとか、そういう関係

性の中で、この病は治らないってことがわかった。回復のモデルもいないから。それで海外のいろんなとこ

ろを見に行ったりしながら、東京ダルクが出来ました。第一号が1985年です。だからダルク35年ですよ

ね。早いもんだね、あっという間に。当初はつぶれると思っていた。 
     
 

ロイ神父 
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 もう初日から凄かった。当時シンナーの中年の人が結構いたんです。県立〇〇病院とかいう病院のスリッ

パ履いて看護師二人に抱きかかえられるようにして、三ノ輪駅から病院のスリッパ履いて福島の方からやっ

てきた。次の日は、シューシューシューシューと吸っていた。花とか盆栽とかそういうものを集めてくるん

だな。彼らはムードが大切なんですよ。赤い絨毯敷いて、シンナー吸ってるんですよ。ダルクの中で吸っ

ちゃダメだっていうと、ここはダルクの外だって、中じゃないって言うんですよ。 

 千葉の方の病院に15年くらい入院していた覚せい剤の人が来た。その人は1か月くらいで死んじゃいまし

た。戦災孤児で、お兄ちゃんは成功者で偉い人だったから、すごい葬式でした。お母さんは出てこなかった

けど、死んでくれて良かった良かったって親戚一同喜んで、俺はどれだけ怒られるのかなって思っていた

ら、どれだけ迷惑かけられたかって話を延々としていた。それから結構、若くて死んでいきましたね、次か

ら次へと。悪いことをやっているなあ、でもその無力さというか、自分の力じゃどうにもならないというこ

とがわかりました。 

 でも何人か良くなって、良くなった人が２号店を名古屋で始めて、やりたいっていう人が出て、「ああや

りなさいやりなさい」って、3号店の横浜ダルクができた。できる時は悲惨で、お金がないでしょ。教会を

回って献金もらったりして。当時、バブルの始まりだったから、銀行のカードを反対向きに入れると、口座

があるだけでキャッシングができた。そういう時代だったから、５～６人いたらみんなカード作って、返す

こと知らないから、借りることは得意な人たちだから、そうやってできたのが横浜ダルク。めちゃくちゃで

しょ。めちゃくちゃな人たちがやっているんだからいつか潰れると思っていた。 

 

4、どういう神の配慮かわからないけど 

潰れたダルクは一つもない。70箇所もあったら１箇所くらい潰れてもいいんだけど。スタッフはよく潰れ

る。金と女の問題で。危険な仕事だよ、スタッフは。スタッフになるのは立派な人で、二度とクスリ使うは

ずがないというのは勘違いで、スタッフだって病気だから、ミーティング行ったりしないと再発する。だい

たいミーティングに出なくなるね。ダルクでミーティングやってるからいいんだって言うけど、夜のミー

ティングに出なきゃいけない。やめ続けるための動機付けがダルクの役割。だからスタッフがお手本を示さ

ないとダメなんだ。お前ミーティング行けって言って、自分がパチンコしてるようじゃダメなんだ。 

 それがもう35年。潰れたダルクはないし、不思議だね。スタッフはどんどん潰れちゃうけど、なぜか代わ

りに次のスタッフが出てくる。ダルクも大切だけど、施設以外にちゃんと受け皿がないとダメだ。施設は通

過していく場所だから、定着していくには外のミーティングにも通わないといけない。ダルクしかなければ

ダルクで夜も過ごすことになるじゃないですか。風通しが悪くなって吹き溜まりになってしまう。ダルクは

通過してNAに行きなさいと。ここはやめさせる場ではない。仲間を作る場所。一人ではできない。一緒に

行ってついて歩いて、道を覚えて、一緒に伴走してくれるところ。それはスタッフでなくてもいいわけで

す。最初は誰か一緒に歩いてくれる人が、それを仲間って言葉を使ってると仲間って意識が出てくる。ダル

クを卒業しなくても、ダルク同期の桜で、あの時こうだったな、ああだったなという話ができる。 

 

5、最近は薬物の問題じゃなくて孤立の問題だと思う。 

人間関係がうまく行かないとか。薬物の問題じゃなくて孤立の問題だから友達作らせればいい。ダルクで友

達ができればダルクはいらない。孤立がなくなると、薬は必要なくなる。薬物依存の一番の敵は薬物じゃな

くて孤立です。生涯通い続けなきゃならないから、その時に伴走してくれるような友達を作る。最近は老人

の孤立ってのもあるから。それから比べるとダルクの人たちは幸せだな。自助グループもあって、ダルクで

一緒に共同生活したりすることがあるから。普通の人たちは忙しくってそんなことできないよね。でもダル

クにいる間に、そういうゆとりができて、お金の心配もとりあえず生活保護という制度を使って、ダルクに

3年くらいいると、嫌いな奴もいるけど馴染んでくるというか。その間に仕事なんかどうでもいいんだ。へ

そ出して寝てても薬やめていれば十分だって。それくらいでいい。そこんところで勘違いするんだな。 

 俺が1980年11月26日に拘置所から出てきて、それで３ヶ月くらいは家族が許してくれたんですよ。で

も３ヶ月過ぎたらミーティングっていうと嫌な顔をするんだね。それもわかるんで、NAウイドーって言葉が

あるらしい。つまり、旦那がNA、AAに通いだすと、未亡人になっちゃうんだな。もう３ヶ月もやめたんだ

から、もうミーティングなんて行かなくっていいでしょと言うようになる。薬さえやめれば後はなんだって

いいって言っていたのに、家族の要求水準が上がっていくんだね。それでぶっ飛ぶ人もいますよ。半年やめ

たら、もうそろそろうちのことも少しは考えてやってよと家族は言う。一番嫌なのは、子供の学校の先生と

面談もやってくれと。そんなの冗談じゃないですよ。８年間も自助グループに通うんだから、当然そりゃ言

われるわけで。少しはうちのこともやってくれと言う。結構そういうことでトラブルになっていくケースも

ある。僕もそうだった。そういう時はさっさと別れた方がいい。クリーンが脅かされる。とにかく人はどう

でもいい。再発するような状況をできるだけ省いていかないと長続きはしない。参観日とかあるけど、ああ

いうのはどのツラ下げて行くのかって。それはまた回復途上だからそう思うんだな。 
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 それでダルクも、アパリも作ったけど、これはダルクじゃなくていいんじゃないの？ っていうのが最近

の考え方。友達作るなら学校でもいいんじゃないの？ じゃ、大学作るか、って。若い時からクスリ使って

いるから勉強してないからね。クスリが危険なのは、低年齢で使うのが一番危険。せめて成人してから使い

ましょう。だって平均14歳ですよ。だいたい14歳っていえば、中学校３年くらいでしょ。高校も中退だ

し、だいたい昼夜逆転してしまう。中学２年の夏休みなんか一番危険で、ノーが言えないいい人だから断れ

ない。そうやって人間関係がうまくいかない人は結局孤立しちゃうんだな。暴走族だめ。結局信頼できる友

達が困っているとか、それが家族にみんな行ってしまう。金貸せとか、金くれとか。私もお袋にだいぶ借り

ました。明日返すからと。それが出すんだよね。一銭も返さないうちに死んじゃった。 

 ロイさんにも借りてるんだけど全然返さないで死んでしまった。まだ言ってるんだよな。ブルートに金貸

したけど全然返ってこないって。何千万も借りて。自分で白状しちゃうんだから。喫茶店でロイさんと一週

間に一回、朝お茶を飲むのだけど、いつも同じ時間に同じテーブルに必ずいる。鶯谷の喫茶店に。するとロ

イさんが「何でわかったんですか？」と言うのです。なんでわかったって、お茶のみに来ただけですよ。

「ロイさん、新しい計画があるんだよ」というと、「どんな計画？ お金でしょ？」って。「そうだ！」

と。家族じゃなくて、ロイさんはお袋の代わりになってしまった。お金ずっと貸して。でもそのお金はダル

クに使った。アパリに使った。 

 

6、いよいよテーマに入りますけど、なぜ私たちはここにいるのか？  

1980年の11月26日、執行猶予で出て、初めてのミーティングのテーマがこれだったんです。このくらい

アル中の人たちがいて、札幌市は猛吹雪でね。ようやく解放された。その初日ですよ。寝る前になるとなん

かもうお尻がムズムズしてきて。あれほど裁判でやめられないと言ってた自分が、この吹雪だったら買いに

行けない、当時携帯電話なんかないですから、公衆電話に行って電話かけようかなとも思ったんです。薬

売ってるところに、その電話番号ちゃんと頭に残ってるから。奥田裁判官とも約束守れないから刑務所入れ

てくれって言ってるのに、そんなことは全然もう頭に浮かんでこない。やりたくなっちゃうと。ところがそ

こで雪の中、クラクションがププッと鳴って、「近藤さん、よろしければミーティングに行きません

か？」って、ロイさんが来たんですよ。いやーよろしくないな。でもこんな吹雪の中せっかく来てくれたの

に申し訳ないなと。そこから8年間毎日ミーティングに出ることが始まったんです。あのままだったら、誰

も来なかったら電話しに行っていた。この吹雪の中、日本人じゃない人が迎えに来てくれている、断れない

なというのがあったんだろう。それが最初ですよ。それからずっとミーティングに出続ける習慣になった。

こういう日は危ないな、こういう時は危ないなと、一週間表を作って、自分の考えを出さないで、その通り

に行動する。もう意志とかそんなの関係ないね。やりたくなったら、やっちゃうし。それから5年間くらい

は、一人じゃダメですよ。5年間一緒に歩いてくれる友達見つけられるといいんだけどね。 

 

 支援につなげる覚せい剤事件の弁護術（７） 

 

嘱託研究員・弁護士 髙橋 洋平 

 

前回では、支援回復のプロセスは人それぞれであり、専門病院や保護観察の取り組みで回復の途

を歩んでいる方を紹介しました。今回は、覚せい剤の事件で多数回逮捕されたり、受刑している

方々の言葉で気になったことがあったのでここで話題にしたいと思います。 

ある方はこう言いました。「もう大丈夫です。逮捕されてようやく気が付きました。この痛みを

忘れずに今度こそ頑張っていきたい」と。別の方はこう言いました。「また捕まりました。いい加

減いい年ですから。もうやらないから大丈夫です」と。 

確かにその真面目な気持ちを否定する理由はないのですが、１０回以上の逮捕や刑務所で初めて

気付いたことなのか。いや、その方々は、それまでにも病院やダルクを紹介されたことがあり、薬

物の問題の対応には、治療やリハビリが必要であることを一応理解していることからすると、今回

初めてそう思ったのではなく、毎回そう思っているのではないかと思えてしまうのです。 

本人の置かれた状況からしても、逮捕された直後は本当にやめたいと思い、裁判や刑務所を経

て、その気持ちがより強くなっていくのだろうけど、いざ社会に出ると、思い通りに行かない現実

に多くの悩みを抱えてしまい、気が付いた時にはその気持ちは逆方向（=薬物を使う方向）に変化

していってしまう。そして、再使用に至り、再び逮捕されると、「もうやらない」との反省モード

に戻るのではないかと。 

 

弁護士・髙橋洋平 
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早期発見。早期治療を！！ 

薬物検査キットの販売を一般向けに始めました！ 
 

この度、アパリでは唾液による薬物検査キットの販売を一般向けにすることになりました。 

アパリのホームページに販売サイトを設けました。そちらで購入することも出来ます。また、アマ

ゾンで薬物検査キットで検索してもらうと、アパリで販売している商品「アイスクリーンOFD」を

購入することができます。この商品はわずか３分間、口の中でスポンジ部分に唾液を含ませます。

同時に６種類の薬物を検出することができます。コカイン、大麻、覚せい剤、ヘロインなどです。 

従来の尿検査に比べ、手間がかからず、衛生的に使えます。 

特に安全対策が求められる運転に携わる職業（バス、タクシー、鉄道、トラックなど）の方にお勧

めしたいです。企業の健康診断においても活用できます。 

 ＜注意事項＞ 

 簡易薬物検査キットは違法な薬物を使っていない可能性が高いことを示すことができます。科捜

研や麻取で行われている厳密な鑑定とは異なり、この検査キットで陽性反応が出ても、必ずしもそ

の薬物を使ったことを意味しません。一部の風邪薬や処方薬を飲んだだけで陽性反応が出ることも

あるからです。科捜研や麻取などで行っている厳密な検査をして、陽性反応が出なければ、被験者

は使っていない可能性もあります。くれぐれも検査で陽性というだけで、従業員を解雇したり、生

徒を退学処分にしたりしないよう慎重な対応が求められます。 

 ＜通報義務について＞ 

①医師には守秘義務がありますので(刑法134条)、医療機関での検査については通報義務はないも

のと考えられます。②一般人には犯罪の通報義務はないので（刑事訴訟法239条1項）、積極的に

虚偽の報告をしたような場合を除き、犯人隠避罪等の犯罪に問われることはありません。 

 

アパリホームページの販売サイト https://apari.official.ec/ 

 

 
 

 使用方法⇒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アマゾン、薬物検

査キットで検索し

てみてください！ 

それでは、それほどまでの覚せい剤の魅力はどこにあるのか。ある方はこんな表現をしていまし

た。「本気でやめたいとは思うけど、本音を言うと今ではなく、最後にもう１回気持ちよく使って

からやめたいんだ」と。 

多数回の逮捕、刑務所の経験者に対しては、「ダメ絶対」の精神論や刑罰（懲役刑の繰り返し）で

の対応が全く通じなくなっていることは明らかです。むしろ「最後の１回」の魅力（いや、幻

惑？）に負けず劣らない何か別の楽しみを、一人ではなく、多くの仲間（本人を支える家族や支援

者ら）と共に見つけていくことが重要ではないか。 

もし現在受刑中の方がいたら、外に出たら何をしようかといろいろ考えていると思いますが、まず

は、自分のことを真剣に考えてくれる支援者にも相談することが第一歩です。ぜひ連絡を取ってみ

てください！ 

単価：3,500円（税別） 

25個入り：75,000円

（税別） 

大量に購入をご希望の

方はご相談に応じま

す。 



 「フェローシップ・ニュース」№95 令和元年7月1日 奇数月1日発行 

 

Page 6 フェローシップ・ニュース  Page 6 

「コースケの話」 
コースケ 

 

 こんにちは、依存症のコースケです。藤岡ダルクには、刑務所を出所してつながりまし

た。ダルクに入所して半年になります。 

 藤岡ダルクでは、一日３回のミーティングや、音楽、アートプログラム、琉球太鼓のプロ

グラムに取り組みながら生活しています。毎日、自分の頭や体を動かすおかげで、いろいろ

な事を考える機会があります。 

 ぼくは覚醒剤取締法違反で3度逮捕されました。平成26年から平成31年までの5年間、逮

捕されては刑務所に行くことを繰り返し、20代後半のほとんどを外で生活していません。 

 初めての逮捕で執行猶予付きの判決をもらい、1ヶ月後に再犯、刑務所にいきます。2年

4ヶ月を過ごしやっと出てきた、3ヶ月後にまた再犯、再び刑務所に行き、1年8ヶ月過ごしま

した。ダルクにつながった今、やっと一日一日、外にいる時間を伸ばしています。 

 今回ダルクにつながっていなかったら、今頃また刑務所の中で丸坊主になって、格子窓越

しに外を眺めているかもしれない。まさに今、刑務所の中にいる自分を想像してみると、怖

くなります。 

 生活を再建する機会を自ら逃し、制限のある生活を強いられ、家族に重荷を負わせ、年ば

かりとっていき、それでもまたがんばろうと再起を決意するのは、もう、きついです。 

それでもまだ、こんな状態になってもまだ、心の片隅では薬物を使いたいと思っている自分

がいます。 

 ぼくは1度に多くの量を使い過ぎて、おかしくなって逮捕されるパターンを繰り返していま

す。それならば、次は量を少なくすれば、逮捕されずに使えるのではないか。注射じゃなく

て炙りにすれば、大丈夫じゃないか。そんな考えがふと頭に浮かんできては、打ち消す。刑

務所に行くことで失う、大切な人たちとの時間、自分の愚かさを思うと、もうやりたくない

と思う。でも、ふとした時に、また考えている。その繰り返しです。 

社会の中で、こんな正直な「欲求」の話はしづらいです。 

 でも、抱えた病いを吐き出してもよい場所で、同じ立場の人たちになら、正直に話すこと

ができます。 

 つい先日、「欲求」の話しを仲間に聞いてもらう機会がありました。 

「やばいこと言ってるよ(笑)」 

と笑ってくれると、ぼくも「そうっすよね、やばいっすよね(笑)」 

なんて言いながら気楽に、やっぱりもう使えないよなぁ、と思えました。 

藤岡ダルクに入寮していることで、同じ薬物依存者のたどる様々なケースを見る事ができる

のもよい気づきになっています。 

 

施設につながって2年を過ごして社会復帰したのに、再使用し服役せざるをえない仲間。 

裁判の公判材料として入寮したけれど、だんだんと変わっていく仲間。 

変わりたいけど、変われない、どうすれば良いのかが分からない仲間。 

育った環境や、依存症以外に抱えた病いが、立ち上がる障害になっている仲間。 

素直に見つめる目を持てば、色々なものが見えてきて、自分のことを知り、深めるきっかけ

が掴めます。そういった目を持つことは、実社会においても役立つと、信じています。 

 

 

  藤岡ダルク 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、群馬

県藤岡市にある藤岡ダル

クを運営しています。 

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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 正直なところ、早く施設は出たいです。20代後半の5年間を社会で過ごすことができなかった

ぼくには、やりたいことがたくさんあります。大切な友人たちに、元気かよ最近どうだ、と聞き

たいし、素敵な彼女もつくりたい。家族とも新たな関係を再構築していきたいし、自分の生活を

立てて自立した人生を歩みたい。人生や生活の基盤となる「働く」ことも、そろそろ始めたい。 

でも、自分のことを客観的に見てみると、ぼくは本当に薬物でどうしようもない状態になってき

ました。例えば、５年間ノンストップで逮捕され続けた大切な友人が、刑務所を出てから回復施

設につながって半年経つころに、「もう大丈夫だと思うから、出てやっていく」と言いだした

ら。ぼくなら「今までさんざん薬物で失敗してきたんだから、自分だけで判断せずに、周囲の客

観的な意見を聞け」とアドバイスします。 

 客観性を持ち、自分のわがままを通さない選択をとろうと思えるようになったのは、施設に面

会に来てくれた両親の言葉が大きいです。 

 ぼくの状態を見て、両親との面会の可否や、スケジューリングをしてくれたのは、藤岡ダルク

のスタッフの方々でした。 

 色々な人たちのおかげで、ぼくは変わっていけるのだと思います。 

 お手本のような、綺麗な話をしてしまいましたが(笑) 

 施設では仲間と、時には感情的な言い合いをしたり、あいつのあそこが嫌だなんて愚痴りなが

ら、生活しています。 

 書いたとおり、早く社会復帰がしたい！(笑) 

 自分も家族も施設も、また社会も、ぼくが社会復帰をするのが適当だと思えるタイミングが、 

きっとあるのではないかと、最近は考えています。 

 そして、意外とそのタイミングはそこまで先のことではないような気がしています。 

 だから、まあ、ぼちぼちやっていきます。 

 読んでくださって、ありがとうございました。 

アパリ20周年 

フォーラム開催 

 
日時： 

2019年11月2日（土） 

会場： 

日比谷図書文化館 日

比谷コンベンション

ホール 

 

※詳細は後日お知らせ

いたします。 

ホームページをご覧く

ださい。 

  ホームページ リニューアルオープンのお知らせ！ 
   

 アパリのホームページが７月下旬より、リニューアルオープンします！ 

 https://www.apari.or.jp  フェローシップ・ニュースはこちらより印刷できます。 

  

 藤岡ダルクも新しいホームページになりました！ 

 https://www.fujiokadarc.com/ 

 

 Facebookもありますので、そちらもご覧ください。 

贖罪寄付金のお願い！！ 
 

 アパリでは、薬物犯罪など被害者のいない犯罪や、被害者との示談ができない刑事事件につ

いて 被疑者・被告人が反省の態度を示したり、不正に得た利得を社会に還元するための贖罪

寄付金を   随時受け付けています。  

 御寄付いただいたお金はアパリの活動資金として大切に使わせていただきます。 

 事件への反省を込めてなされる贖罪寄付は裁判所から有利な情状として評価され、刑が軽減

されることもあります。   

 贖罪寄付を受けましたら、領収証と感謝状を発行します。 

 まずはお電話ください。 

【振込先】 

三菱UFJ銀行 笹塚支店 普通口座 0929745  

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 

理事長 近藤恒夫 NPO法人アパリ 理事長  

ダルク創設者 近藤 恒夫 

都合により、今号から

関係各所への発送を一

旦中止とさせていただ

きます。 

アパリ会員と受刑者の

方のみにお送りしてい

ます。 

大変申し訳ございませ

ん。 

藤岡ダルク 北軽井沢山荘 
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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.or.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、

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。 保釈中のプログラムの

提供、受刑中の身元引受、出所出迎えをし

てリハビリ施設につなげるまでをコーディ

ネートします。 

 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。 

[料金：コーディネート費用として20万円(税別)。

交通費・宿泊費の実費が別途必要です] 

窃盗、横領、詐欺等で逮捕されたご家族の相

談もお受けしています。 

【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。 
https://www.fujiokadarc.com/ 

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 

７月下旬よりホームページが新しく

なります。ぜひご覧ください。 

 https://www.apari.or.jp 

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 

令和元年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 

7/1（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 

7/22(月) 

※変更 

家族のための12ステップ講座 

ステップ4,5,6 

8/5(月） 

第6回 

子どもの成長を助ける関わりに 

ついて 

8月 
8/18(日)～19(月) 家族教室      

北軽井沢ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

10/7(月) 

第8回 

あなたの環境や状態をいいものに 

変えよう 

10/21(月) 
№54 

未定 

11/11(月)

※変更 

第1回 

薬物依存症によるダメージと回復 

 

11/18(月） 

№55 

未定 

 

9/2（月） 

第7回 

薬物問題を持つ人の家族の回復 

プログラム 

9/9(月) 

※変更 

№53 

ダルク責任者の体験談 
高嶋至氏(東近江ダルク）  

＜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 


