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『鳥取ダルクとおつきあいをさせていただいて』 

安陪内科医院 院長 安陪 隆明    
 

 鳥取ダルクの方々とおつきあいさせていただくようになっ

たのは2010年の「第2回アディクションフォーラム」の時

だったでしょうか。元々私はタバコ(ニコチン依存症)の問題

について力を入れていたのですが、その縁で声をかけていた

だいたかと記憶しています。フォーラムの当事者発表では生

の切実な声を聞かせていただいて感銘を受けましたし、また

その内容は自分が手掛けているニコチン依存症の問題と大き

く重なっていることを実感し、親しみを覚えたのでした。 

 そして2013年に鳥取アディクション連絡会が設立してから

は「アディクションフォーラム」や「アディクションを語る

集い」を成功させるために、一緒に話し合いや活動をしてい

くなど、より深くおつきあいをさせていただくようになりま

した。 

 それらの過程を通して、鳥取ダルクからさまざまなことを

教えていただいたように思います。12ステップのことを最初

に聞いた時にはわけがわからなかったのですが、やがて少し

ずつ自分の心に染み込んでくるようになりました。そしてそ

こから、さまざまな執着を手放していくことの重要性を感じ

るようになりました。 

 また、ある方から聞いた「薬物の使用をやめても、本当の

自分が抱えている問題への取り組みは、そこからが始まり」

という言葉には、なるほど！それはそうだ！と納得したもの

でした。 

 そして「平安の祈り」には感動し、現在も自分自身もいろ

いろな問題に直面した時に助けられています。 

 そういった大事なことを、鳥取ダルクの方々と一緒に行動

する中で教えてもらえたように思います。 

 普段私は「先生」「先生」などと呼ばれて、このような場

にも書かせていただいてはいるのですが、別に私の本当の姿

が立派なわけでもなく、私自身もまた過食などの問題行動を

いろいろと抱えている、ただの一人の人間にすぎません。

「依存」という現代の人間が容易に陥ってしまう問題に対し

て、私たちはどうしたらうまく乗り切っていけるのか。今後

も一緒に取り組んでいければと思っています。今後ともどう

ぞよろしくお願いいたします。 
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『新たな船出』 

エル（4フェーズ） 

 お久しぶりです。依存症のエルです。 

 僕には19歳から抱いていた夢があります。そ

れは子供に関わる仕事をすることです。夢を抱き

始めたきっかけはよくありがちな理由でＴＶドラ

マ（3年Ｂ組金●先生）の影響です。当時予備校

生だった僕は学校の教員を目指し大学も教育学部

へ通いました。途中までは順調に夢を目指してい

ましたが24歳でうつ病が発症しました。精神安

定剤や睡眠薬・抗うつ薬を服用し始めすぐに依存

しました。うつ病を抱えながら塾の講師に就職し

ましたが、処方薬への依存はますます加速してい

きました。仕事はするけどそれ以外の時間は処方

薬と酒で常に酔っている生活を何年間も続けていました。その間に薬の大量服用や自殺未遂を何度も

繰り返しました。当時は常に死ぬことばかり考えていました。 

 29歳で鳥取ダルクに繋がりました。1度派手な自殺未遂はしたもののそれなりに順調な回復はして

いきました。スタッフ研修にも上がりましたがトータル1年3ヶ月でダルクを飛び出し鳥取市内で生活

を始めました。その1年後にはかねてからの夢の子供に関わる仕事に復帰しました。新しい環境と新

しい人間関係の鳥取でやりたい仕事を再開し人生を再スタートを切ったつもりでいました。でも、薬

の再使用と再飲酒は始まっていました。 

 すぐに昔の生活に戻りました。仕事はするけれどそれ以外の時間は処方薬と酒で常に酔っている生

活に逆戻りするにはそれほど時間は掛かりませんでした。ついにはまともな人生をあきらめました。

子供に関わる仕事を続けることに黄色信号が点灯し、そろそろ赤信号に変わるというところで先に命

が尽きる危機に直面しました。 

 5年前の9月に多臓器不全を起こし入院しました。余命2週間の宣告を受けました。奇跡的に回復し

いろいろあった後に鳥取ダルクへ戻りました。 

 最初はなにもかもどうでもよくて未来への展望なんてものは全くありませんでした。何も嬉しくな

い、楽しくない、面白くないそんな生活が2年位続きました。でもプログラムをするなかで少しずつ

感情が戻ってきました。きっかけはうつ状態になったときスポンサーからでたうつ病をからめた依存

症のステップ１をまとめるという提案をやったことでした。いままで24歳からうつ病→依存症という

過程でずっとこの２つの病気をともに生きてきた自分にとってものすごくしっくりくるまとめがで

き、腑に落ちたと同時に解放感が得られました。 

 いま、４フェーズになり19歳からの夢だった子供に関わる仕事に初めてシラフでチャレンジする

チャンスが巡ってきたことにものすごく感謝しています。でも、いま抱えている問題があり自分は今

までの人生でただの1度も何かのことに努力したことがなく現在は施設の業務の手伝いを生まれて初

めてシラフで一生懸命に努力している日々を送っています。42歳で新しい船を人生の大海原に発進さ

せることができました。そこにプログラムがあったからでした。 
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『コンベンションに参加して 』 

カイト（３フェーズ） 

 こんにちは。薬物依存のカイトです。早いもの

で、鳥取ダルクに入寮して2年8カ月が経ちまし

た。今回は、9月に参加したNAのコンベンションの

事を書きたいと思います。NAのイベント関係が、

僕は基本的に好きではありません。施設では1年を

通してこのコンベンションの他にも春には中国エリ

アの花見フェローシップ、秋には中国エリアのギャ

ザリング、12月には他のグループのクリスマス

フェローシップが行なわれていて、毎回参加しては

いるものの、面識の無い仲間との関わり方が苦手な

僕にとって、出来る事なら行きたくない場なので

す。その上、僕には強力な洋服への病気があるの

で、イベントにお金を使う事が嫌で嫌で、もっと言

うなら、もったいなくて堪らないのです。 

 去年の6月のコンベンションの時、アドバイザーに何の相談もせずに、お金がもったいないからという理由

で（その分を洋服に回した方がいい。）施設側には「コンベンションには行かない」と伝えていました。その

事を事後報告としてアドバイザーに伝えると「俺も人が恐いから、ああいう場は苦手だけど、仲間の経験を聞

きたいから行くんだ。会場では俺と一緒に居よう。」とまで言ってもらったので、本当はそれでも行きたくな

かったけど、しぶしぶ行く事にしました。 

 しかし、コンベンション前になって僕の自我が暴走しアディクションが再発して、施設を飛び出してしまい

ました。コンベンションへは行きませんでした。今回のコンベンションの為、半年前位から洋服を買うお金を

少しづつ削って、積み立てをしつつ、コンベンション用の洋服も買って準備をしました。コンベンションが近

付くにつれ、若干憂鬱な気分になってきましたが一緒に行く仲間が、僕のネガティブな心を明るくさせてくれ

て、実際、鳥取を発つ時には少しだけワクワクしていました。 

 先ず前日入りして、群馬ダルクにお世話になりました。泊めさせて頂いた所は、すごく綺麗な建物で快適に

過ごさせてもらいました。当日、会場に行くと、知っている顔もちらほらあり、ハグをして再開を喜びまし

た。面識の無い先行く仲間のスピーカーを聞いたり、ステップミーティングに出たりしました。2日目には、

30年来の友（地元の悪友で、昔の薬仲間）がスピーカーで涙する姿を見て、胸に来るものがありました。3日

目には、僕のいる施設にプログラムを提供してくれる先行く仲間2人がスピーカーで話をしていて気付きや共

感、沢山のモノを受けとり、もらい泣きしました。「お金を出して参加する価値なんてある訳ない。」と思っ

てコンベンションでしたが、実際、参加してみると思いが180度真逆に振れて「洋服買うよりもコンベンショ

ンに行った方がいいでしょ」という気持ちになり、今の内から、来年の京都のコンベンションが楽しみです。 

 過去、社会では薬にしか価値を見出す事ができず沢山の大切な友達、その時、その時の彼女を苦しめて失く

してきましたし、何よりも愛する母や妹を金銭的にも、精神的にも追いこんできました。あの時の僕は、薬以

外見えていなくて、見ようともしませんでした。施設に入って、問題の薬が止まると、今度は洋服以外（外見

のこと）見えなくなったりして、外側ばかりが気になって、心・魂への栄養（内側）を与えることを怠ってき

ました。コンベンションで面識がない仲間ともハグしたい、沢山涙を流したい、沢山はしゃぎたい、もっと沢

山感動して人として成長したい、これからも回復のため、内側も変えて行けるようにプログラムを継続して行

きます。 

 群馬ダルクの皆様、お世話になりました。有難うございました。コンベンションに一緒に参加した鳥取・岡

山の仲間、皆がいてくれたお陰でコンベンションが大好きになりました。 

 有難う。感謝=合掌 
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『自分の考えを手放す 』 

オサム（3フェーズ） 

 皆さんお久しぶりです。ニュースレター

に文章を載せるのは、今回で3回目となり

ました。今年の6月に、3フェーズになり

ました。ステップ①が終わりステップ②が

終わり、ステップ③に進みました。今年の

２月から、５月までの間、ステップ③のま

とめを文章に書き、ハウスリーダーに見て

貰い、聞き取りをしてもらいました。 

ステップ③がしっかり落とし込めていな

かったのですが、とにかく先に進みたい一

心で、何度も何度も聞き取りをしてもらいました。。内容は文献の中から抜粋したもの

でした。理解出来ていなかったので、ハウスリーダーに質問されると、上手く答えられ

ませんでした。ハウスリーダーは全く悪くないのに、自分勝手な怒りが常に出ていまし

た。何度目かの聞き取りの時に、ハウスリーダーから、「あのときの聞き取りの時、実

は怒っていたでしょ？」と聞かれた時、否認しようと思いました。大人があんな事で

怒っていたら…と思ったのですが、「ハイ、怒っていました。」と言えました。古い自

分の考えを手放せました。それからは周りの仲間の考えを取り入れる事が出来るように

なり、8回目の聞き取りでOKが出ました。その時はとても苦しみましたが、今となっ

ては良い経験です。６月に３フェーズになってからは、色々な催しに参加させてもらえ

る様になり、とても勉強になります。「県外に連れていってもらったり息抜きにもなり

ます。」 

 シラフになって１年９ヶ月経ってみると、初めて会う仲間に緊張する自分、自分から

話し掛けれない自分etc…色々な自分と出会う事が出来ます。そんな自分を認めてあげ

ると、楽になれます。自分は自分なんだと思えます。もう戦う必要がなくなりました。

今、苦戦しているのが、仲間に物事を伝える事です。「これを言ったら仲間はどんな気

持になるのか？」「自分が言うべき事ではないのでは？」etc…妄想でいっぱいになり

ますが、逆説を取り、伝えて失敗した事は一度もありません。結局、今までは仲間の事

を信じていませんでしたが、今は、信じられる様になりました。常に２０名以上の仲間

と生活を共にしていれば、囚われる事もありますが、部屋長に相談する事、ミーティン

グで話して手放す事を続けていきます。どんな囚われがあろうと過去のアルコールへの

囚われに比べれば比較にならない程、楽です。これからも今やっている新しい生き方を

続けていきます。 
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『仲間と共に』 

タツヤ（２フェーズ） 

 こんにちは。鳥取ダルクのタツヤで

す。早いもので鳥取ダルクに来て4年半が

経ちました。その前は、九州ダルクに3年

半、茨城ダルクに6ヶ月、群馬ダルクに 

1年半。その前は茨城ダルクに9ヶ月いま

した。その間、薬は止まり、お陰様で9年

9ヶ月間薬が止まっています。どのダルク

にいても僕は過敏症と被害妄想、そこか

らくる様々な問題でひどかったです。ど

のダルクにいても仲間とハイヤーパワー

が僕を支え守ってくれていました。 

 鳥取ダルクでは1度はアルバイトスタッフになれたのですが、やはり過敏症と被害妄

想から2フェーズにおりてstep1からやり直す事になったのが、今年の2月。今、妄想

のstep1をやっていますが、何とか少し楽になりつつあります。僕は4フェーズの時に

仲間を怒らせた、嫌われた、ナメられた、等々の妄想に囚われ、そして、その妄想を信

じ込んでしまい、数ヶ月間それを現実と思いこんで過ごしました。本当に辛かったで

す。シラフで生きていてあれ程辛い事は今までなかったです。2フェーズになってもそ

の残り火みたいなものがつい最近まであった様な感じでしたから、本当に長い間囚われ

ていました。 

 僕は妄想狂です。今も1日に同じような反応、考えが出るし、時には手放せずに2～

3日囚われている事も正直あります。それでも確実に以前よりはそのスパンは少しだけ

ど短くなっています。最近はサーフィンが楽しくなってきました。今年の夏は数人の仲

間と宮崎に行ってサーフィンをして来ました。僕は9年位サーフィンしているのですが

まだまだ下手くそです。だけどやっぱり波に乗れるとすごく楽しいです。サーフィンを

していて、メシをたらふく食べて、夜ぐっすり眠るのがとても気持ちいいです。宮崎で

は仲間の女の子達とトランプをしました。多分女の子トランプをしたのは小学生以来で

したが、とても楽しかったです。宮崎では九州ダルクで一緒だった仲間とも会えて、涙

が出ました。色々あった仲間だったけど、だから大切な友達に思えます。今まで仲間と

一緒にいて、プログラムをやる機会を与えられ、今日一日を生きれたお陰で、色々なも

のが与えられています。仲間に感謝しながら、共に今日一日を生きて行きます。 

 仲間と共に。仲間に感謝。 
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『自分』 

ヤジ（2フェーズ） 

 18歳の時に実の兄に薬物を教えてもら

い約13年間、薬物中心の人生でした。薬

物と出会い、自分の人生はなんて楽しい

んだと次第になっていき考え方や行動が

180度変化しました。引っ込み思案で自

分を出す事があまり出来なかった自分が

薬物の力を借りるとよく喋れるようにな

るし、沢山の人の前でも緊張もないし、

逆にパーッとはじける事が楽しいと思う

ようになり、どんどん薬物の虜になって

いきました。 

 そうなると自分が描いていた将来もどうでも良くなっていき、通っていた専門学校も

休みがちになり、単位が足りずに補習代が何十万も必要となり自分では払えずに学費、

補習代を全て親に甘えて払ってもらっていました。親にお金出してもらうのが当たり前

になっていました。それどころか、自分の小遣いや車の維持費も全て薬物に使い続け、

その度に、親や祖母に嘘をついてお金を借り続けました。自分の事しか考えられなく

なっていました。 

 自分勝手にやり続けた結果、薬物を使う以前からの友人は離れて行くようになり、気

付いた時には薬物がらみの友人だけになっていました。それでも自分には薬物しかない

からこのままで良いんだと正当化し、現実を見ようとはしませんでした。薬物でつな

がっていた人間関係もあっという間に崩れました。 

 それでもまだ自分で何とか出来ると思い込んで、住む場所も仕事も変え新たなスター

トを切りましたが長くは続かず、少しの間やめていた薬物に頼るしかない程、精神的に

ボロボロになり、薬物を使ってラリった状態で親を脅してお金を奪った件で逮捕され、

精神病院にも入院したけどそれでも薬物はやめられなかったです。また使い続ける内

に、楽しく使えていた薬物を使っても楽しくなくなりほんとに生きて行くのが辛くな

り、夢も希望もちょっとした幸せも感じられなくなり、最後は自分で自分の命を断とう

と包丁を腹に突き刺しました。結局死にきれず気付いた時には病院でした。そして退院

後に逮捕されました。今までは全て逃げる人生でした。でも逃げて苦しくのは思う存分

味わいました。この生かされた命をどうにかしたいと思いダルクに助けを求めました。 

 ダルクに来て仲間に出会い色んな気付き、共感を与えてもらい、色んな遊びを仲間と

一緒にすることによってだんだん体も心も元気になってきました。心も開けるように

なってきました。ダルクに来て3ヶ月が経ちました。 

 今はステップ１に取り組んでいます。自分の回復に責任を持ってこれからは生きて行

きます。 



 

7 

 

7 



 

8 

 

8 



 

9 

 

9 



 

10 

 



 

11 

 

 

 

フ ォ ト ニ ュ ー ス  

やわらかい風清掃 

ボランティア風景 

山陰海岸ジオパーク一斉清掃 

ボランティア風景 

カウンセリング神戸セッション風景 

出雲地区保護司会 公開ケース 

「薬物問題について学ぶ」講演風景 
ＪＲＣＮＡ（ＮＡコンベンション） 

in宇都宮 参加風景    

 

カウンセリング神戸にてご献金・ご献品を 
頂き、ありがとうございました 
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Ｒ1年8月～Ｒ1年9月 活動報告   

R1

年
8

月 

 １日 医療福祉センター倉吉病院メッセージ  

 ２日 アディクション連絡会 

 ３日 しあわせ食堂プレオープン記念イベント（0円キッチン上映会） 

 ５日 倉吉福音ルーテル教会草刈りボランティア 

 ９日 やわらかい風清掃ボランティア 

１０日 岡山家族会ぴあ  

１４日 ヨガプログラムin鳥取ダルク  

１６～ 鳥取・岡山ダルク合同フェローシップ 

１９日      〃 

２１日 出雲地区保護司会 公開ケース研究会「薬物問題について学ぶ」講演 

２２日 鳥取ダルクを見守る会 

２３日  東部地区アディクション関係者ネットワーク研究会 

２５日 ギャンブル依存症家族の会とっとり 

２８日 ヨガプログラムin鳥取ダルク 

３０日  松江刑務所薬物依存離脱指導（メッセージ）      

 １日 岡山県津山断酒新生会創立45周年記念大会    

 ５～ ＪＲＣＮＡ（ＮＡコンベンション）in宇都宮 

 ８日     〃 

 ８日 山陰海岸ジオパーク一斉清掃 

１１日 ヨガプログラムin鳥取ダルク 

１４日 岡山家族会ぴあ 

１５～ カウンセリング神戸in鳥取ダルク 

１６日     〃 

１９日 鳥取ダルクを見守る会 

２１～ ＡＡ中四国ラウンドアップin広島 

２２日     〃 

２２日 鳥取県立米子白鳳高等学校（通信制）薬物乱用防止教室  講演 

２４日 アディクション連絡会 

２７日 鳥取刑務所薬物依存離脱指導（メッセージ） 

２８日 「家族の求める依存症支援」研修会 

 〃 日 ギャンブル依存症家族の会とっとり 米子開催 

２９日 ギャンブル依存症家族の会とっとり 

 

R1

年
9

月 
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岡山家族会ぴあのお知らせ 

 

家族会開催場所： 

〒７００－０８０７ 

岡山市北区南方２丁目１３－１（旧国立岡山病院跡） 

岡山県総合福祉・ボランティア・ＮＰＯ会館（きらめきプラザ） 

 

相談連絡先 

●０８５７－７２－１１５１     鳥取ダルク（代表番号 ＡＭ１０：００～ＰＭ５：００） 

●０９０－７１３８－５２２５    松浦  （家族会代表番号 ＡＭ９：００～ＰＭ９：００） 

薬物問題を抱える家族を私達は応援します  

岡山家族会ぴあ  

代表  松浦博彰・スタッフ一同  

アルコール、シンナー、危険ドラック、覚せい剤、大麻、処方薬など、 

薬物依存症の家族を抱えて悩んでいませんか？ 

ここはたくさんの仲間がいます。 

１人で抱え込まないで、苦しみも喜びも分かち合いませんか？ 

秘密は固く守ります。薬物依存症は病気です。 

共に学び、知識を得る事により、 

問題の解決が出来る事を私達は信じています。 

令和元年 １１月  ９日（土）ＡＭ１０：００～ＰＭ３：００ 

 

講師：藍里病院 

     吉田 精次 医師 

令和元年 １２月  ７日（土）ＡＭ１０：００～ＰＭ４：３０ 

       ※会場は岡山交際交流センター 

岡山ダルク設立10周年 

フォーラム「感謝の集い」 

令和２年  １月 １１日（土）ＡＭ１０：００～ＰＭ３：００ 

 

講師：渡辺病院 副院長 

    山下 陽三 医師 

  

家族会開催予定日一覧 
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 ＊発送作業の簡略化の為、大変恐縮ながら郵便振替用紙を全員の方に同封させていただいており

ます。どうぞご理解ください。 

＊原則として、郵便局で受け取る振込金受領表の写しを持って領収書に代えさせていただきます。

特に必要のある方、及び『匿名希望』の方は、その旨を通信欄に、その都度お書きくださるようお願

い致します。 
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編集・発行者 鳥取ダルク  

 

〒681-0001  

鳥取県岩美郡岩美町牧谷６４５－４ 

 

郵便振替払込口座   

 

口座名  鳥取ダルクを支援する会 

 

口座番号 ００１５０－７－５９２９８３ 

岡山家族会ぴあのお知らせ 
 

薬物問題を抱える家族を支援します。 

お悩みの方はぜひ参加してみませんか？ 

警察は関係なく秘密は厳守します。 

日時：毎月第２土曜日 

場所：ゆうあいセンター  

   岡山県岡山市北区南方2丁目13-1 

   岡山県総合福祉ボランティア・      

   NPO会館2F 

お問い合わせ：０９０－７１３８－５２２５ 

ご 献 金 の 御 礼  
 

 

岡山家族会ぴあ様 山口 弘美様 愛徳カルメル会 田谷 若菜様  

藤村 淳子様 藤田 裕一様 和泉 浄史様 瀬筒 純雄様 

久里浜医療センター 真栄里 仁様 加藤 とみ子様 

宗教法人シトー会 那須の聖母修道院様 

 

 他 匿名4名様（献金受付順） 

令和元年8月1日～令和元年8月30日 

その他、たくさんの方々に心温まるご献品を頂きました。 

鳥取ダルク仲間一同、心より感謝申し上げます。 

～献金の御礼の記載につきましては事務処理上、多少前後する事がございますが、 

ご理解いただきますよう宜しくお願いいたします～ 

【ご献品のお願い】 
 

皆様のご家庭で不要な食材（特にお米）、調味料、日用品 

（洗濯洗剤、柔軟剤、トイレットペーパー、ティッシュペーパー）、 

冬服、雨合羽等がありましたら献品を頂けたら大変助かります。 

何卒宜しくお願い致します。 


