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再度の執行猶予

薬物ＳＯＳ電話 Tel 03-5628-2522
http://www.hamoni-sos.com/

弁護士が
医師が
カウンセラーが
家族が 会社が
仲間が

薬物依存・視覚教材

【薬物依存症 回復への道】
ＤＶＤ・VHS 全3巻発売中

ページ２

家族・友人の薬物依存の問題でお困りの方々
薬物乱用防止のための教材をお探しの方へ

本当に助けを必要としていて、

しかも、助けてもらう用意のできた人しか、

あなたは助けてあげられないと知りなさい。

まだ用意のできていない人には、

ただ愛、そして、もっと多くの愛を送りなさい。

静かにそっと待ちなさい。

そして、その人が助けを求めて来る時、

そこにいてあげなさい。
アイリーン・キャディ

１

昨年八月、 執行猶予中で、 薬物事件再犯の
Ｍさんに対して、 横浜地裁で再度の執行猶予
の判決が出ました。
これに対し、 検察側はこれを不服として控
訴しておりました。
高裁に持ち越されたこの事例は、 今年一月、
東京高裁において控訴審が開かれました。 そ
して、 二月五日、 高裁の法廷にて裁判長（ 山
崎 学判事） は、 控訴棄却の判決を下しまし
た。
薬物事犯の当事者が、 断薬維持のためにリ
ハビリ、 治療を優先することの有効性が認め
られた画期的な裁判でした。 。
Ｍさんは保釈中にセルフ・サポー ト研究所
（ ＳＳ） につながり 、 家族も協力し 、 依存
症についてプログラムを受けていました。
ご本人の弁護士さんは、 薬物依存症の家族
プログラムに参加され、 薬物依存症について
理解を深められ、 弁護士さん自ら本人の尿検
を実施されたり、 ＳＳと連携している都立松
沢病院の梅野先生も、尿検に協力してくださっ

て、現在に至っ ております。
日本の法廷で、 裁判官・弁護士・カウンセ
ラー・医師等が集っ て、 まさにアメリカで行
われているドラッ グコー トのような場面でし
た。

本人が断薬を決意し、 治療とリハビリを希
望するなら、 量刑を増やすのみでなく、 社会
生活を維持しながらの回復プログラムに取り
組んでほしい、 という願いがかなっ た瞬間で
した。 しかし、 これはある意味、 服役するこ
とより、 厳しいことかもしれません。
本人を取り巻く、 周囲の人が依存症という
「 病気」 について正しい知識と対応法を学ん
でいることがとても重要だと思います。
会社の上司が病気を理解し、 残業等仕事量
を減らしても、 当事者に自助グルー プの参加
を促したり、 家族がプログラムを続けること
で、様々なネッ トワー クの重要性を痛感しま
した。

（文責・Ｔ）
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セルフ・サポート研究所

各種プログラム

土曜の午後もプログラム 有

火曜インサイト・グループ 毎週火曜日（13：30～16：00）
●回復に役立つグループ・カウンセリング
●様々な心理療法・心理検査を使ったグループ・ワーク
●適切なコミュニケーション技術を身につけるグループ・ワーク

講師：加藤 力
受講料
１回 4000円

それぞれ都合により、予告なく講師が変更になることがあります。

薬物依存症者を持つ家族のための教育プログラム 毎週木曜日（13：30～16：00）
●回復への第一歩である、病気に対する適切な理解を深める基本的
な講座です。

講師：加藤 力
受講料
１回 4000円

金曜アサーティブ・トレーニング 毎週金曜日（13：30～16：30）
●コミュニケーションスキルトレーニングを行うグループ
●相手を傷つけずに自己主張したり、思いを伝えることができるよ
うになるためのグループ・ワーク

講師：加藤 力
受講料
１回 4000円

ＮＰＯ法人
セルフ・サポート研究所 とは

★薬物問題で困っている家族の相談機関です。
教育プログラム・薬物に対する正しい情報・知識、そして
依存症者の心理その対応などを学べます。
★家族のカウンセリングや、当事者と家族などの合同面談な

どを通して、個々人に対しての提案が提供されます。
★回復していく本人たちの体験談や、家族の体験談を聴いて、
希望と光が見えてきます。
★同じような悩みをもつ家族同士が、安心して話せる場所で
す。
★専門の臨床心理士、薬物依存症に詳しい弁護士・精神科医
師が連携しております。

専門家による講演
『医療』・『法律』相談
薬物依存症に詳しい精神科医師と弁護士
の先生が、それぞれ『医療』・『法律』
の立場から実際に役立つ様々な知識や対
応法についてお話してくれます。
１回

4000円

はあもにい会員は半額

精神科医師による講演

4月18日（土）14：00～16：00
5月11日（月）19：00～21：00
弁護士による講演

4月 9日（木）13：30～16：00
4月18日（土）10：30～12：30
5月18日（月）18：30～20：30
３

昨秋の宿泊 ワー クショ ッ プに続き、
急遽、 春の ワー クショ ッ プが開催され
まし た。 初め て参 加さ れる 方 が半 数く
らいいらっ しゃ いました。
ワー クショ ッ プは、 現場では勿論、
会場 まで の行 き帰 りも 、 仲 間 と親 睦を
深め るの にと ても 良い 機会 にな っ てい
ます。
ひ ととき 、 日常 の生 活を離 れ、 非日
常的 なワー クをす ると 、 自分 自身 の内
面・無意識部分が意識化され、 思わず、
はっとすることもあります。
自 分の 姿や 内面 に気 づく のに は 、 勇
気が要 ります。 しかし、 仲間の チャ レ
ンジ 精神 に触 れる こと で、 何 とか 乗り
こえられる気がしてきます。
今回 も、 いろ いろなワ ー クを して、
笑える場面もたくさんありました。
楽 しみな がら、 いつ の間に か、 これ
まで の苦 しみ も大 した こと ない か な、
と思 える 自分 にな っ て いる の が不 思議
です。
会場 は、 前回 と同じ「 水輪」 を利用
させていただきました。

４
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3月21,22日（土、日）
於：ホリスティックスペース「水輪」
参加者：家族・当事者＝15名
講 師：加藤 先生（SS研・代表）

ワークの魅力
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ワークショップのプログラム

1日目
＊部屋のグループから、リーダーを決める
＊上から目線 （上下関係・支配関係の感覚を味わう）
＊3つのお願い
(この場ですぐにできること・お願い上手になれるか)
＊誕生から成人に成長する場面
・胎児の形になる
・苦しみの中から誕生（出産）
・ハイハイからヨチヨチ歩き
・言葉を発する 「ほしい」「イヤ」
・両親のどちらかを選び、親になって
現在までの成長ぶりを語る

・駄々をこねる
・大声で「おかあさ～ん」「おとうさ～ん」
＊自分のお葬式

いま ここに

＊仰向けになって、子ども返り

２日目

次ペ ージ に

参加者の感想

＊座禅 自由参加
＊散策
＊犬になる 吠える
＊二足歩行 人間
＊ロボット（コントロールされている）
＊まぬけ(コントロールされない）
＊自分の名前を、体で表現（踊ってみる）
＊人間知恵の輪
知恵の輪をほぐす
＊自分の性格のパターン（くせ）を8つ書き出す
洋服ダンスにしまう(性格の衣装)
気に入った性格から、その衣装を着て外出する
＊仮面の告白
輪になる 隣の人と同じ顔をする
そして反対側の人に別の顔を。 自分が選んだ顔は・・・
＊全体の振り返り

５

部屋のリーダー選び
★仲 間に感謝のイ メージが 湧き、 リーダー のお願
いを 言葉にしてみ たら、私 の気持 ちを受け 取って
リー ダーになって 下さった 。しか し、そこ に影の
リーダー、私が存在しておりました。
Ⅰ
★自 分の考え はリーダ ーを避 けて 通りた いとこ ろ。
Ｔ

Ⅰ

Ｋ

★シーツ の中で一 人の 世界は 、手の ひらに 赤

い霊を抱 えている 私が おりま した。 シーツ を

かぶって四つんばいは、私は熊になりました。
楽しかっ た！言葉 は要 りませ ん。ス リスリ ス

リスリ。
子宮の 中は、な んて 居心地 が良い のでし ょ

う。確実 に私は父 と母 の子ど もでし た。父 か

らもらった命でした。「ホシイ」「イヤ」は、

同意 語でし た。 子ども たち に「 イヤ と
｣ 言わ
れた時、 なんてか たく なに怒 ってし まった の

だろう。 「ホシイ 」も 「イヤ 」大人 に甘え た
い気持ちがありました。
Ｉ

★うつぶ せに寝て シー ツを全 身に覆 い、先 生
の誘導に 従い動い てい るうち に、「 母親の お

腹にいる自分になってください」と。エッー、
そんな私になるのー、身体を丸め、目を閉じ、

しばらく すると懐 かし い母の 声や私 をなで る
手、母の 目に映る 周り の山々 の景色 （最近 、

私が生まれた母の故郷に行って来たばかり・・

偶然にも ）が、ゆ った り、優 しく母 の私へ の

慈しみの思いも込めて私に伝わってきました。

とても嬉しかったです。

今は亡 き母です が、 私はか つて母 親の前 で
は小学生の頃から、「母に心配かけたくない」

Ｓ

という気 持ちが強 く、 いつも いつも 幸せの 振

りをしていました。

６

でも 、結局ジャン ケンで決 まり、 あたって しまっ

まし た。

せんが、 父の気持ち を再び思 い起こ すことが でき

★父の思 いと私の思 いとは少 し違っ たかもし れま

てい た。

た後、お互いが寂しさを抱えて生活したことを語っ

★母が私のことを心配していたこと、兄の亡くなっ

初め想像 がつかなか ったが、 語り始 めたら父 の思
いが溢れてきて両親の思いを再確認した。
Ａ

望も込め て、自分の ここまで の生き 方を肯定 的に
とらえ られたと 思う。父 が私 のこと を語る 場面は 、

★母がこ う思ってい てくれた らいい なあとい う願

た。ジャンケンもイヤだったが…

親になって自分を語る

2009.４月号
薬物依存症者をもつ家族の会 はあもにい

NEWS LETTER VOL.36

シーツ・シンフォニー

★シーツ をかぶらず に犬をや ろうと したら、 シャ
イな犬に なってしま うのです 。ロボ ットにも おか
しな人に もなりきれ ません。 頭のス イッチＯ ＦＦ
に な り た いも の です 。
Ｉ
★犬や動 物になるワ ークでは 、いつ もはあま り人
と触れ合 うことが好 きではな いので すが、今 回は
心地よさを感じていました。温かかったです。Ｍ
★犬の挨 拶は、自分 の鳴き声 に「な んて上手 いん
だろう、 本物そっく りだな」 と感心 して、鳴 き声
を発する たびに、気 持ちが高 揚して 行ったの を覚
Ｍ

えていま す。とても 気持ちよ く、面 白かった 。猫
の鳴き声も好きで、やりたいです。

Ｔ

★ロボッ トとまぬけ を繰り返 す場面 。他者の 目が
気になる 。でも、ま ぬけのと き、コ ントロー ルさ
れない生き方を感じ心地よかった。

★常識の 枠を取り外す のには 勇気・ エネルギ ーが

Ａ

必要で、 大声で母を呼 んだり 、駄々 っ子をす るの

は、私にとっては少し難しかった。

★みんなの輪の中で、自分の名前を身体で表現

する（踊って）時、思いついたのは、田植えを

するイメージだった。名前を「文字」で表そう
とした自分。

Ｔ

他の人が優雅に踊っていたので、田植えをし
て端っこを歩いただけのパフォーマンスが、恥
ずかしかった。

★興味 深かったのは 、「自分 のお葬 式」で す。時
間的に眠い時でもあったのか、意識が薄らいでいっ

て、本 当に死ぬ時っ てこんな 感覚な んじゃ ないか
なと思 いました。周 りの事は 何も気 になら ず、自

分の意 識が薄らいで いきまし た。こ のまま 本当に

死んで もいいかな～ という思 いさえ 持ちま した。

Ｍ
★この ワークで、誘 導の中穏 やかに 昇天し 、穏や
かに生き返りました。

まさに、生かされていることを実感しました。Ｓ

Ｔ

★辿り 着いたと ころは 、自由 で開放 感のあ る場所 、
快適だった。

７

他者の目や世間体が気になっ
ていた（特に薬物問題を誰に
も言えない）時を思うと随分
気にならなくなったもの。し
かし、ワークをやると、まだ
まだ、何か気になる部分があ
ることに気づけるのです。

犬、二足歩行（人間）、ロボット、まぬけ

駄々っ子
ちょっと
恥ずかしかった
自分のお葬式
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苦手だったこと

て、己を深く考えることが少ない中、きつくもあり、
楽 し く もあ り 、 分か ち 合 いあ り 、 そ の 中で 気 づ き が

ラ ム の 基に 自 分 を振 り 返 る。 こ の よ う に時 間 を か け

★ い の ちの 森 で の水 輪 に おい て 、 加 藤 先生 の プ ロ グ

ちを見守っているようです。
たくさんのパフォーマンスにびっくり！

なりました。
二回目の「水輪」、窓からみえる景色が私た

い発見と自分を客観的に思い起こすきっかけに

★普段できない課題を仲間と行うことで、新し

気づきをもらいました（自分で気がつかないうち

に行動や表現に現れている）。それにしても、私

様々な思い

★自分の性格が次々に浮き彫りになって、多くの

とつながってゆくのを感じました。

Ｋ

て いっ ても、 種と して全 体の 命は ずうっ とず っ

個人 個人と して のいの ちは 一定 の寿命 で消 え

あるに違いないと思うようになりました。

に 、両 親がい なく なって （は じめ て）こ の宇 宙
の どこ かに、 この 世を離 れた 人が 行くと ころ が

亡く なった 母と 父のと ころ へ私 もいけ るの だ
ろ うか ？昔は 死者 の国な ど信 じら れなか った の

ロ セス という 感じ で、人 はど こか ら来て どこ へ
行くのだろう、とあらためて考えました。

★ これ らのワ ーク は人間 の誕 生か ら死ま での プ

こ んな おお くの 人 と接 し 、共 に いら れ た こと は
一生の宝物になると思います。
Ｋ

前の私と今の私が会話できるようになりました。

分 の心 が開 いて い くの を 感じ た 時、 こ こ に来 る

が なく 、ま して 、 他人 と の泊 り など で き ない と
思 って いま した 。 様々 な ワー ク で人 と 接 して 自

★ 初め ての 参加 で した 。 外泊 は あま り し たこ と

Ｈ

あり、絆が生まれたように思う。
水 輪 の理 念 を 持っ て 、 スタ ッ フ の 方 々か ら 我 々 に
Ｏ

心 の こ もっ た お もて な し を戴 き 感 謝 で す。 こ の よ う
な経験をしてこれからの自分が楽しみです。

★自分の性格を八つ書き出し、それを着るもの
と考えて洋服ダンスから出し、気に入った順に
着ていくワーク。その八つというのは、私にとっ
ては全部嫌な性格を書き出したものですが、そ
れを見てふと気づいた時にＳＳに通い出してか
らは、五つまでなんとかまあまあ良い方向へ向
かったものと思っております。後の三つは、や
はりそのままでほぼ変わることはありませんで
したが、これからも学習していくことによって
少しは心も軽くなってゆくのではないかと思っ
ております。
Ｔ
★お気に入りの洋服（性格）も、時と場合によ
るし、古いこれまでのパターンは、手放しても
いい。きっとリフォームをしている最中なのか

Ｔ

もしれない。一枚の紙を八枚に切るときも自由
に切った私。その時のパターンもお気に入りだ。
面白いワークだった。

８

Ａ
は、なかなか自分の性格が好きなんだなぁ～

残雪の山々、
広がる農園

自分の性格のパターン
着こなし上手に 着方しだい
性格も見方を変えてみたら・・
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当事者と合同で受講しています。

萩原先生の“土曜アウエアネス”に
息子と共に参加して
地動説的、天動説的な考え方と生き方
生 き方２つのパ ター ンを勉 強して 、 今現在 、 うちは 息子も 私も
ピン チの最中です 。 そして、 まさにピ ンチ脱 皮の時 です。 自 分の
生き方が試されている時です。
息 子はしっ か り依存 症に気 づき、 ピ ンチを生 かす生 き方に 毎日
一歩 一歩踏み出し 、 今日の自 分自身 に「 ＯＫ 」 が出せ るよう に努
力しているようにみえます。私も、 先生の提案され たプリント
（ イラ スト） に書かれ たピン チを活か す生き 方を獲 得し、 創 造す
る生き方を意識的に取り入れていこうと努力する次第です。
息 子が以前 に私にど うして も渡し たいもの がある と言っ て 、 私
が出 席しなかっ た時 に先生の 講義で 頂いたプ リント （ イラス ト）
を示 して説明をし てくれて 、 「 いつも ハンド バッ グに でもい れて
持っていてよ」とそのプリントを渡されたことがありました。
息 子が萩 原先生 の授業を 全面的 に納得 、 受け入 れてい る理由 が
よくわかりました。
セ ルフ・サポー ト 研究所に 通っ てこ のよう な機会 、 出会い に恵
まれ て本当に 良かっ た と感謝 をしてお ります 。
Ｍ

萩原先生の講座・土曜アウェアネス・グループは

毎月第４土曜日・１３：３０～１６：００

【はあもにい】は、家族の相談機関・セルフ・サポート研究所で出会った家族が
体験を通して、薬物問題を抱えた「家族の、家族による、家族のための」活動を
しています。家族同士の親睦・回復。メッセージ・啓蒙活動。そよかぜライン等。

いつでも

やれるとき

やれることから

あなたのペースで

私のペースで

小さな一歩が

大きな愛に

はあもにい

９
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最近のSS研プログラムから

「ピンチはチャンス」
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薬物依存症とは何か

薬物依存症は様々な問題を抱えた病気です。そ
の様子をドラマで再現し、具体的に解説していま
す。
身体的症状や家庭的問題、社会的問題を取り上
げながら“薬物依存症とは何か”に答えています。
第２巻 薬物依存症とその家族
薬物依存症は、依存症者が起こす問題行動によっ
て家族をもむしばむ病気です。

全３巻 50,400円
（１巻：16,800円）
セルフ・サポート研究所

その様子をドラマで再現し、具体的に解説して
います。
依存症者が家族に与える影響、家族関係の悪循
環、依存症者のために家族ができること等を取り
上げながら薬物依存症とその家族を分析していま
す。
第３巻

薬物依存症

回復への道

薬物依存症は、きちんと治療を受けて薬物の使
用を止め続ければ通常の社会生活を送ることがで
きる病気です。依存症者の回復を支える機関や自
助活動、そして家族を支える活動等を取り上げな
がら薬物依存症からの回復の過程を紹介していま
す。

解説者プロフィール

加藤 力 臨床心理士
特定非営利活動法人セルフ・サポー

ト研究所代表。
セルフ・サポート研究所では、主
に薬物依存症者の家族を対象に、

カウンセリング 個(人、グループ）
や教育プログラム等の活動を行っ

ている。

梅野 充 精神科医師
都立松沢病院で、依存症の治療に
積極的に取り組んでいる。
家族を対象にした講演、精神医学
的相談等でセルフ・サポート研究
所の活動をサポートしている。

森野 嘉郎 弁護士
薬物依存症者を治療につなげるた
めの弁護活動を精力的におこなっ
ている。
講演、法律問題に関する相談等で
セルフ・サポート研究所の活動を
サポートしている。

１０

全国少年院矯正教育担当・先生方の感想

＊薬物依存について、 施設内では対

ことができた。
学べた。 指導職員として、 この切実

処することは難しいが、 依存症につ

＊依存症の恐ろしさと家族の苦悩を
さが理解できるかが指導力の分かれ

○今後の職務の参考になった
＊保護者への取り組みの中で、 薬物

いて対応してくれるところを我々も

知っ ておくべきだと思っ た。

目だと感じた。

○ 視聴 し たＤ ＶＤ は 有 効な 教 材で

事犯者の保護者に対しては適切な情
報提供など率先して行う必要がある
と思っ た。

＊病気としての薬物依存という考え

＊これまでも薬物離脱に関する視聴

＊家族の回復が本人の回復に大きく

あると思った
集団のモデリング効果は何より自分

覚教材はいくつも見てきたが、 今日

関係することを学んだ。 公的なリハ

方について多くの発見があった。

一人ではないと感じさせる工夫が大

見せていただいたＤＶＤは内容的に

ビリ施設の拡充の必要性を感じた。

＊少年院の改善更生プログラムで、

事と思っ た。

わかりやすいものであっ た。 家族の

ないという病気ということもわかっ

絆に焦点を合わせており、 有効な教

＊保護者に対する働きかけに活かせ

た。

＊勉強になるＤＶＤでした。 生徒に

＊家族の大変さがよくわかっ た。 ま

ると思っ た。

＊親や家族の責任だと思っていたが、

材であると思った。

＊授業の教材として、 「 家族」 とい

実は親も苦しんでいるということを

た、 止めたいと思いながら止められ

う視点が入っ ている点が良いと思っ

＊本人だけ家族だけの力では回復が

う目を持っ ていきたい。

知っ た。 薬物依存に限らず、 そうい

＊イネイブリング行動について学ぶ

○新たな知見を得ることができた

た。

処遇する上で、 家族関係も含めた指
導も必要と感じた。
＊薬物依存者を持つ家族への指導を
少年院でも視野に入れていく必要が
あると感じた。
＊我が施設は、 少年に対する支援サ
ポー トはあるものの、 薬物依存に対
する親への働きかけが不十分である
ので、 試みを行っ ていきたいと思い
ます。

無 理 貴重なご感想
ありがとうございました。

１１

「薬物依存症者 回復への道」
ご覧になって

視覚教材・ＤＶＤ
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薬物に関する問題で困っていませんか？
薬物Ｓ０Ｓ電話 そよかぜライン
私たちも同じ悩みをもつ仲間です。
誰にもいえないあなたの心の声を聴かせてください。
０３－５６２８－２５２２
毎週月曜日 午後 １：００～午後 ８：３０
秘密
厳守
秘
密厳
守
秘密
厳守
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