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ＮＰＯ法人熊本ＤＡＲＣ 

 熊本ダルクニュース vol,41 
 

 

本年もよろしくお願いいたします。 

NPO 法人 熊本 DARC 代表理事 濵元純一 

 

 熊本にダルクが来て、平成 8 年からの活動でしたから、足掛け２４年になります。 

田邊さんが来てくれたのも平成１４年ごろだったと思います。よく続いたものだと思います。 

私は熊本県立こころの医療センターで仕事をしていますが一頃多かった薬物依存者の入院は少なくな

りましたが、以前にも増して依存の対象は広がり子供たちも巻き込まれています。 

ダルクの活動も多岐にわたっていろいろカバーしなくてはならないのは時代の流れのようです。しかし、

人の本性は変わらない、というのが実感です。だからこそ活動を続けられている施設の方々や、卒業し

て市民として社会で生活していられる方々の努力には頭が下がります。 

 平成１８年６月１１日には第１回熊本ダルクフォーラムが開催され日本ダルクの近藤さんが熊本に来ら

れて話をされました。その中で「期待が大きすぎるんです。期待しないでください。…期待にこたえなくて

いいんです。」との言葉でした。ありのままでいることの大事さ、現実をそのまま受け取ることの大切さと

して、今も残っています。 

また、親が子供に何をするのかが透けて見えます。親が子供をあなたはどんな人なの、と先入観を持

たずに見ることができれば、そして自分は無知であることを知っている親として成熟していればと思いま

すが、後ろ指をさされない人はいません。多くの問題は知るために起こるのだと思います。 

先日NHKのテレビで、田代まさしさんの息子さんを追うドキュメンタリーを見ました。近藤さんも出てい

ました。息子さんの苦労と、その心の移り変わりが見えてくるような気がしました。一生懸命なことが胸を

打ちました。家族が必要ですね。 

時代は不安の大きい時代になっています。こんな時は誰もが自己中心になり社会の動きにも表れる

ようです。不安と依存は同居します。クルーズ船の中もこの種の問題が起こるのではないかと心配して

います。 

 さて、思いがけなかったのですが、熊本 DARC が『第７１回保健文化賞』を受賞し、令和元年１２月１７日

贈呈式に田邊施設長が出席いたしました。 

薬物など依存症対策に真摯に向き合い当事者家族に対し伴走型支援を実施し、熊本地震では被災地

の依存等に悩み苦しむ本人や家族に寄り添い心のケアに貢献している、と評価されました。 

受賞に際しては本人たちの活動はもちろん熊本県精神科協会の相澤会長始め会員の皆様、とくに松尾

俊司事務局長のご尽力に負うところがありました。 

この場を借りて改めて厚くお礼申し上げます。熊本ダルクの活動は、行政と皆様のご支援で成り立って

います。しかし、常ですが、年中火の車です。今後ともよろしくお願いする次第です。 
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勇気ある仲間との出会いと感謝の気持ち 

ケイ 

 発達障害の私と熊本ダルクとの出会いは、田邊施設長と恵さんが職場に研修の講師に来てくれたこと

が始まりでした。模擬ミーティングのテーマが、「コントロールを手放す」であったことを、今でもはっきりと

覚えています。 

 熊本ダルクの在り方を、当事者であり回復者である方の想いを、そして 12 ステップのことを聞いて、

「仲間であるからこそ仲間の手助けが出来る」という確信、その確信に基づいたシステムと力に強い衝撃

と魅力を感じました。我々発達障害者の中にも、世の中に適合できず苦しんでいる人々がたくさん居ま

す。その方々の手助けになる為に、このような在り方を学び取れないか、是非実地でその空気を体感し

たいと、熊本ダルクのミーティングに通うようになりました。 

 程なく気づいたのは、ここで出会うものは、「誰かを助ける為」なんかではなく、「自分ごと」であるという

ことでした。 

 自分に共依存症の傾向があると、気づいたのは参加 2週目くらいからでしょうか。 

父や母と上手く距離を取り切れず、嫌な発言を拒否せずに曖昧な笑いで聞き続けたり、それは自分

自身で「聞く」と選択したことなのに、いつまでも「相手が悪い」と怒りを抱き続けたり。それなのに、いい

年齢でもあり収入もあるのに、ずるずると両親と同居している。 

依存以外の何ものでもないじゃないか。 

 うっすらと気づいていたその問題を、きちんと「課題」として向かい合うようになれたのは、熊本ダルク

にお世話になったおかげです。 

発達障害であろうと何であろうと、依存の問題は、世の多くの人に存在すると思います。特に障害者に

おいては、「親が何でも勝手に世話をやいてくれること」、「自分が世の中において劣等であるという前提

で育つこと（誤解なのですが）」が少なくない為、度を越えて保護され続けること、それに伴いコントロー

ルされること、自分の選択肢を他人に明け渡すことが良くあり、適切に心理的境界線を引くことを学べず

にずるずると共依存の状態に陥ることが多いのではないでしょうか。 

 「自分の世話は自分でするものなのだ。」 

 「自分の世話の仕方を学ばないといけないのだ。」 

 「それにはまず、自分自身を本当にきちんと知らないといけないのだ。」 

 それに気がついたとき、毎週のミーティングは、本当に自分自身の為のものになりました。 

ミーティングでは現在にまで影響しているトラウマについてや、日々起こってしまう感情についてや、

様々なことを話します。たまに笑いもあり、でも本質的には真剣で、皆、触れるだけで痛いような自分の

一部について、本気で改善したいと望み、悩み、勇気を持って開示してくれます。 

だからこそこちらも勇気が出るのだと、そのことを私は学びました。 

我々は皆、勇気ある仲間なのだと。 

私は今、それを知り、そのことに心から誇りと感謝の思いを抱いています。 

これからも熊本ダルクの仲間たちと共に、ゆっくりと自分自身を育てていきたいと思います。そしてい

つか、この経験を世の中にお返しできることがあったら、それはとても幸せなことだと。 

そう、思います。 
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「地域とのつながり」 

 

 

熊本保護観察所 村元 康孝 

 

私は、平成３１年４月から薬物事犯に関係する処遇ユニットを担当しています。関係機関等の皆様に

は当所が実施する施策等について、日頃から御支援や御協力を賜り、御礼申し上げます。 

保護観察所は刑事司法制度の出口を担う機関であり、社会生活を送っている保護観察対象者に対し、

指導や助言を行うことで再犯・再非行を防止しております。 

保護観察所で実施する薬物プログラム（「薬物再乱用防止プログラム」）を受講する薬物事犯対象者

（以下、「対象者」という。）は、あらかじめ受講日時が指定されているなど、強制的な枠組みの中でプロ

グラムを受けています。また、外部の関係機関の職員等をお招きし、受刑している対象者の家族などを

対象に薬物依存症についての理解を深めてもらうための引受人会を開催しています。 

さらに本年度から試行的に薬物依存からの回復に意欲的な受刑者を対象に、早期に更生保護施設

等に仮釈放させ、地域の関係機関等と連携して、対象者が保護観察期間終了後も地域の関係機関によ

る支援を自発的に受けられることを目的とした薬物中間処遇が実施されているところです。 

対象者はプログラムを受講する中で、薬物を使用していた過去の自分を振り返り、再使用を回避する

方法などを学んでいます。断薬を継続するために身近な地域における社会資源を主体的に見付けるこ

とを目標にしていますが、現時点では地域の社会資源にはつながりにくい状況であり、その原因として

考えられるのは、  

① 対象者によって関係機関等の支援による必要性の認識に差がある。 

② 対象者の生活目標の優先順位は、家族などとの関係修復や就労で生活費を得るなど、自らの生

活基盤を安定させることに重きが置かれている。 

③ 強制的な枠組の中でプログラムを受講していることから、自主性を醸成することが難しい。 

等です。 

これらの原因をいかに解消していけるかが今後の薬物事犯者の処遇のポイントなのかもしれません。 

今後とも熊本ダルクや関係機関等の皆様とともに対象者の再犯防止に向けた協力態勢を当県で確

立できるよう取り組みたいと思いますので、これまで以上の御協力をお願いいたします。 
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つながり 

 グッチー 

 

私は高校生の時から「人が生まれ、生きていることは何かしらの意味があるのではないか？」 

「自分が生きている意味とは何なのか？」という疑問を持って生きていました。 

そして、専門学生時代にある恩師と出会い、リハビリを行う仕事に対して私は“生きている意味”を見

出すことが出来ました。 

 しかし、私の担当した患者様が自死してしまったことをきっかけに、「私が十分リハビリを行うことが出

来なかったから死んだのだ」「私が殺したも同然だ」と考えるようになりました。 

その日から少しずつ、私の生きている意味は「100パーセント全力ですべての患者様に関わらなければ

ならない」「1パーセントでも力を抜いていたら、それは罪であり、罰が必要なのだ」へと歪み、“生き辛さ”

へと変わっていきました。 

 当時の私はこのことに全く気が付いておらず、むしろ適度に力を抜くことが出来ている他者に対して

「こいつらには罰が必要だ」と強い怒りさえ覚えていました。 

その怒りと、私自身が実際には 100 パーセント全力ですべての患者様に関わることが出来ていないと

いう現実が、さらに生き辛さに拍車をかけ、塞ぎ込み、この生き辛さから逃れたくなり始め、そのうち「死

ぬことが贖罪であり、救いなのではないか？」と日々考えるようになりました。 

 その時に救いの手を差し伸べ、熊本ダルクに繋げてくれたのが職場の上司でした。そして初めてダル

クのミーティングへ参加した時、ミーティング内でありのままを話している他の人の姿に私は衝撃を覚え

ました。 

何故なら、歪んでいる私や、何もできない劣等感の塊のような私を他の人が知ったら、私から離れて行

ってしまうのではないだろうか？もう二度と私という存在を認めてくれないのではないだろか？という考

えが強く、自分をさらけ出すことに恐怖を感じていたからです。 

初めのうちは、私はそのありのままを話すことに慣れず、表面的な怒りの話しか出来ていませんでした

が、ミーティングへと参加しているうちに、ありのままを話している他の仲間の姿に少しずつ勇気を貰い、

私の中の生き辛さや怒り、劣等感を少しずつ話せるようになりました。 

話をしていると不思議なことに、私の中にある生き辛さが可笑しなことだと思えたり、怒りが「馬鹿らしい

ことで怒っていたなぁ…」と笑えてきたりしました。 

正直まだ、私の中には生き辛さを抱えており、それを手放したくないと泣き喚いている我が儘で臆病で

プライドの塊のような私も存在しています。しかしいつか、その私と真剣に向き合い、上手に付き合って

いける時が来ると信じています。 

 今思うと、私の熊本ダルクへの繋がりは本当に奇跡のようなものだと感じています。 

もし、専門学生時代の恩師に出会わなければ、今の職場に就職することは無かったと思いますし、職場

の上司と出会うことは無かったと思います。 

上司とのつながりがなければ、今の私がダルクに繋がることは絶対に無かったはずです。また、上司が

ダルクとの繋がりがなければ、私がダルクへ紹介されることも無かったかもしれません。 

 この繋がりを大事に、支え、支えられながら、少しずつ、一歩ずつ、前を向いて生きていられる自分に

なりたいなぁ…と思っています。 
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●熊本市こころの健康センター 家族教室      （第１（火）は熊本ダルクスタッフが担当） 

毎月 第１火曜日午後６：３０～/第３火曜日午後１時３０分～ 

熊本市保健所ウエルパルにて家族相談を行っています。 

（秘密厳守です。安心してご参加ください。） 

 

● 熊本県精神保健福祉センター 依存症家族ミーティング 

毎月 第３金曜日 午後１時３０分～ 

● 熊本ダルク家族会  

毎月第３日曜日午後１：0０～ 

熊本ＤＡＲＣにて家族会を行っています。 

（講師の都合により日程の変更があります。お問い合わせ下さい） 

 

お問い合わせ   ０９６－２０２－４６９９ （熊本ダルク） 
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編集後記 

いつも、あたたかいご支援ありがとうございます。 

さて、この度皆様のご支援のおかげで「保健文化賞」を受賞いたしました。 

 「保健文化賞」は、保健医療や高齢者・障害者の保健福祉などで顕著な実績を残した団体、個人

に贈られる賞として、昭和 25年に創設された歴史ある賞です 

 令和元年 12月 17日(火)、明治記念館にて行われた贈呈式に理事長代理として田邊・庄司が参加

し、厚生労働大臣からの表彰状と第一生命より感謝状を賜りました。また翌日には皇居において天

皇皇后両陛下の御拝謁を賜りました。 

  ﾊｲﾔｰﾊﾟﾜｰの計画に驚嘆しつつ、このような名誉ある賞を受賞できましたことに感謝すると同時に、

この賞に恥じぬよう、より一層精進して参りたいと思います。            

                               地域活動支援センター センター長 田邊忠司 

 

                   
 
 
 
 
 
 

 
 
熊本ダルク ⽥邊忠司 

 
 

 

 


