依存の問題を
抱えた方へ

依存問題への改善コミュニティ
SINCE1989 依存回復支援センター

ご本人
ご家族・友人・恋人

名古屋ダルク

ギャンブル

アルコール
名古屋ダルクとは

平成元年に全国で2番目のダルクとして開設され、

ドラッグ

依存の問題を抱える当事者、
ご家族への回復支援に取り組んでいます。
米国アディクション認定カウンセラー、

ICCE（国際アディクション専門職認定教育センター）認定リカバリーコーチなど、
有資格者が勤務しており、相談や教育、
カウンセリングを行っています。

買い物

ゲーム

治療共同体メソッド、
リカバリーダイナミクス
（回復力学）等を解決策として使い、
一人一人の生きやすさを目指しています。

その他、
「当事者が運べるメッセージ」
を関連施設、学校などへ届ける
啓発活動に長年取り組んでいます。

クレプトマニア

ひきこもり

トラウマ

幸せな人生を生きる。

市販薬

性

TEL&FAX 052-915-7284

（受付時間・平日9:00〜17:30 土日祝12:00〜17:00）
E-mail nagoyadarc@yahoo.co.jp
〒462-0825 愛知県名古屋市北区大曽根1-16-6
■ 名鉄瀬戸線「森下駅」
下車 徒歩約6分
■ 名古屋市営地下鉄名城線「平安通駅」
下車 徒歩約10分

https://nagoyadarc.jp

私たちの目指すこと
私たちに起こる依存の問題。
解決策は“生きやすさ”。
過去の思考・行動から離れ、
新しい生活の中で自分らしさと落ち着きを見つけ、
社会の中で幸せに暮らせる回復を目指します。

名古屋ダルクのできる事 問題解決への６つのポイント
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依存症治療共同体
（TC）

依存症の方がともに生活をする中で、回復のノウハウを
バトンのように受け渡し、
お互いがお互いを癒し支えて
いきます。
TCプログラムを活かすことで、回復のための平等で対
話のある共同体を自分たちで創りあげ、
プログラムと役
割・責任の遂行を重ねて人間性の発達を達成していき
ます。人生を変革し、
自分自身や他者をどのように信頼
するかを学びます。
またポジティブで強力な社会関係を
形成し、行動に責任を持ち、
自尊心を保っていくことが
可能になります。
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依存の背景にある
「いきづらさ」
を理解し解決していく
ために様々なプログラムがあります。
回復の１２ステップを実践する
「リカバリーダイナミク
ス」、人間関係を学ぶ
「心理ワーク」、感情を正しく理解・
認識し、表現する力を学ぶ「エンカウンターグループ」、
心身の健康を取り戻し依存対象に頼らないで楽しみ方
を学ぶ
「プレジャープログラム」。
その他にも多様なプログラムを用意しています。
プログ
ラムの質を高めるため名古屋ダルクでは常に新しい取
り組みを続けています。
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社会復帰・就労支援

プログラムの過程で、社会とのつながりを再構築してい
きます。
新しい仕事、社会奉仕活動、資格の習得、依存問題の専
門的な知識の習得など、
自分らしく社会と関わり続ける
復帰を目指します。仕事を始めて自立し、一人暮らしが
できるようになるまで、一定期間のケアサポートを行い
ます。

プログラム

司法サポート

様々な犯罪（違法薬物、飲酒運転、暴行、横領、窃盗）の触法行為。
その背景に依存症の存在が考えられる場合、再犯防止のためには
依存症への適切な対処が必要です。
名古屋ダルクでは当事者を回復に導くお手伝いをしています。拘留
中の面会、手紙のやり取り、保釈プログラムによる支援、裁判での
情状証人。依存症者が社会の中で希望を取り戻すために「生きな
おしの場」にすることが司法サポートの目的です。
また、入所後に向き合わなければならない法的問題（金銭、仕事、
家庭など）にも名古屋ダルクの顧問弁護士が相談に応じています。
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初期介入
（インタベンション）

様々な疾患と同じように
「早期発見、
早期対応」
をすること
によって問題が大きくなる前に対処が可能です。
しかし、
当
事者が問題を受け入れず話が進展しづらい場合もありま
す。
停滞している場面に介入し回復へと導くのが初期介入
です。
インタベンションが必要な場合ご相談ください。

家族支援

依存症当事者と同じように家族も傷を負っています。
当
事者に巻き込まれ自身の人生を歩めなくなり疲弊してい
ます。
依存症本人に支援が必要なのと同じように家族に
も支援が必要です。
家族が変化することで当事者の回復
にも有効に働きます。
境界線を引き自分を見つめ直し、
家
族が再生し幸せを取り戻すことを目指しています。

3つの
依

存

タイプ

物質依存

アルコール・市販薬
ドラッグ・シンナー など

プロセス依存

ギャンブル・スマホ・ゲーム
買い物・自傷 など

関係依存

人間関係・DV・アダルトチルドレン
児童虐待 など

依存の分類は大きく分けて３つありますが、
どの問題も社会生活が困難になります。
問題を解決していくことで、
社会復帰できます。

◆◆◆ 依存問題チェック ◆◆◆
NO

YES

ギャンブル、
アルコール
薬物が好き。

NO

性や買い物、
盗みで
悩んでいる。

YES

今まで
相談したことがある。
または本人ではない。

NO

YES

YES

少し問題があると思う。

NO

秘密を守ってくれるなら
話してみたい。

YES

名古屋ダルク、
ハピネス家族教室へ。

NO

NO

YES
名古屋ダルクへ相談。

名古屋ダルク TEL.052-915-7284

質問や関心など︑
お気軽に電話やメールで
ご相談ください︒
また︑
ブログやラジオでも情報を発信して
いますのでチェックしてください︒

依存での問題がある。
または
言われたことがある。

実際に社会生活、家族内で
問題が起きていても、
本音に到達できていない
ことがあります。
平気。
まだ大丈夫。
ひどい人たちと自分とは違うから。
自分で立て直す。
仕事をなんとか続けるんだ。

弱さを見せられない。
自己否定を続ける。
本当は生きづらく、
苦しいことに目を向けない。
依存行為は
エスカレートしてしまう。

nagoyadarc@yahoo.co.jp

ハピネス 家 族 会
依存の問題でお困りのご家族・パートナー・ご友人の方々が平安な日常を
取り戻し、
当事者に振り回されることなく、
ご自分の人生を生きていくため
に開かれています。
依存症本人の行動を変えようとすればするほど、
ご家族は疲れ果てどうし
ようもなくなってしまいます。依存症者の行動を変えようとするのではな
く、
まずは家族ご自身が幸せな人生を歩んでいくことが必要です。
それぞ

れが自立し、愛に満ちた人生を送ることが依存症の問題の解決に繋がり
ます。
まずは、辛い胸の内を吐き出し、そして自立した本人への対応の仕
方、
コミュニケーション、健全な家族関係を学び、
当事者との、
または家族
間の関係性を見直します。
そうすることでご家族ご自身の生きづらさを認
め人生を変えていくことができるのです。
きっとこれまでの生きづらさが、
楽で幸せな生き方に変わっていかれるのを実感されるでしょう。

ご家族の声

〜薬物依存の息子〜

〜家族の依存症に悩む方へ〜

家族の力では無力で、
このままでは人生が台無しになってしまうー。
薬を買うためだけに仕事をしては辞め、
目つきも変わってきました。
覚悟を決め
「警察に行くか、
ダルクに行くか」
の判断で繋がったものの
脱走、
施設長から
「家には入れないでください」
と衝撃的な言葉を告げ
られました。
今思えば、
ここからが親子の回復のスタートでした。
家族会に参加し、
初めて依存症の言葉や、
病気だから家族では治せな
い事を知り、
親として息子を自立させられない間違いにも気付けまし
た。
今ではブログを見ながら、
成長した笑顔を見つけると、
ダルクに助
けてもらったなと思います。
あれから3年。
自分の体験を生かし、
導いてくださった方達のお手伝い
がしたいと前へ進みはじめました。 感謝

長男も約10年間、処方薬の依存症でした。
その間に何ヶ所もの精神
科へ通ったり、相談所へ行ったりしましたが、明確な答えは得られま
せんでした。私は彼が依存症という病気になったことに気が付いて
いませんでした。最後にたどり着いたのが、名古屋ダルクでした。彼
はダルクの生活の中で、
身体も心も逞しくなりました。
私も月に一度開かれる家族会で、依存症や人間関係を学びました。
私自身もそれまで持っていた考え方で間違っていたことを教えて頂
き、
とても気持ちが楽になり、息子は息子、私は私自身の人生を楽し
もうという気持ちになれました。
親しい人の依存の問題で悩める方は、
まずは名古屋ダルクに、
ご相談なさっ
てください。
心から笑える生活が待っています。
ご本人にも、
ご家族にも。

ご挨拶
かつて私も、
依存症問題の真っ只中にいた頃、
生きることがどうにもならなくなっていました。
自
身の生き方がどれだけ不健康になっていたのかも気づかずに、闇に向かって突き進んでいまし
た。
依存を続ける生き方しか道がありませんでした。
そんな時、
ダルクとの出会いがありました。
自分が望んで出会った訳ではありませんが、
その出会
いは依存をやめている人たちでした。
アディクション（依存）に頼らずに素面で生きている人たちの
エネルギーはとても強く、
真っ暗闇の中にいた自分に希望という光を届けてくれました。
ダルクプログラムによって、
身体的、
精神的、
社会的、
霊的（スピリチュアリティ）な回復と健康を取り戻

していきます。
かつて失ったものを取り戻し、
さらなる成長を達成する場所が名古屋ダルクです。
充実感・幸せ・意義ある人生を追求し、
新しい自分を一緒に探しませんか？ありのままの自分探
し、
人生の目的を探す。
私たちは愛と経験と力によって支え合っています。
古き良きプログラムと新
しいプログラムを取り入れ、
より多くの依存症の人を助けることを使命としています。
デイケアセンター長

倉地光一

名古屋ダルクの職員は、
ほとんどが
依存症〜ダルクでの
治療経験者。
だから、
気持ちに寄り添った
きめ細かなケアができます。

回復の道のり

長年の経験と成果に裏打ちされたプログラムの数々をこなし、
依存症からの回復を目指します。
リカバリーダイナミクス

〜依存行為にスポットを当てるワーク〜
テキスト
「回復の道」
を使い、
過去の依存行為がどんなものであったか、
そ
れにより何を失い、
大切な人をどう傷つけ、
本当の感情が何だったのかを
振り返ります。
依存のパターンをしっかり認識しどのように変えていくか、
そこにたどり着くまでの外的、
内的引き金を見つけ依存しない生活を送る
ことができるようにしていきます。

体験療法
プレジャー
スポーツやアウトドア、
アートワークなど、
心身の健康を取り戻
し、
依存行為に頼らない楽しみ方や自身を表現することで、
依存によって得られなかった新しい体験を手に入れます。

地域行事に参加
社会奉仕活動、
イベント、
お祭りなど、
地域との交流を持ち、
人と社会とのつながりを構築します。
炊き出しやバザー、
草刈りなどに参加しています。

STAGE

2

STAGE

1

安心した暮らし

グループカウンセリング

3

仕事︑資格︑専門職︑
社会奉仕活動

人生は、
人と生きる必要があります。
良好な人間関係、家族関係の構築に必要な能
力を学び、
身につけることで、
自分の気持ち
や、
自分の本来の価値を認められるよう
になり人生が変化します。
それぞれの考え、思いを出し合うグ
ループワーク、体や心で感じるワー
ク、
絵画療法など様々な心理ワークを
提供しています。

STAGE

社会復帰の準備︑
再発予防

心理ワーク

4

プログラムに取り組みます。

プログラムの実践

心理療法

STAGE

各ステージに合わせた

生活面の立て直し︑
プログラムの
動機付け

依存症回復の解決策として、
12ステップと
いうプログラムが世界中で広く使われてい
ます。1から12までのステップを順番に進
む仕組で、“依存によりどうにもならなく
なってしまった人生を認める”ことから、
“回
復可能と信じる”こと、
“生き方を振り返る”
こと、“過去に傷つけた人たちにも目を向
け、社会との修復に取り組む”ことなど、過
程を踏むことで生き方に変化が訪れるプログラムです。
この12ステップを
より深く理解し、集中し実践していくため、依存症回復施設のために作ら
れた講義と課題形式のプログラムが、
リカバリーダイナミクスです。

ステージ制を取り入れ、

個別カウンセリング
クライエント（名古屋ダルクの利用者）一人一人
の抱えている問題を紐解いていきます。
本人は混乱し否定的な受け止め方でど
う解決していいのか、
整理がつかない状
態にいます。
また親子関係、家庭環境に
よる幼少期からの傷ついた感情に蓋をし、
苦しんでいる人がほとんどです。
クライエント
自身がカウンセリングを通し継続的に話をして
いくことで気づきを得て、
本当の自分を見つけて行きます。

エンカウンターグループ
集団心理療法の一つ。
メンバー同士が本音で
話し合い、
感情を正しく
理解・認識し、
表現することを
学びます。

農作業
畑を耕し、
実際に作物を作ります。
自然と触れ合い、
人や地域との交流の中で、
生きて
いることの大切さを感じます。
“育てた作物での料理プロ
グラムを行います。
”

入所から退所まで

名古屋ダルクでは、24時間治療的な環境に身を置くことで
より早い回復が見込める入寮での治療を勧めています。
※男性の方のみ入寮できます。
※女性の方は通所になります入寮をご希望の方はご相談ください。他施設をご紹介します。

入寮者の生活の場「ナイトケア」
とプログラムを行う
「デイケア」
の２つの施設があります。

NIGHT

DAY

8:00
9:00
9:30

目に見える問題である依存行為から離れる。

2

過去の生活パターン
（人間関係、家族、仕事）、
自分自身の状況、状態を知る。

3

共同生活の中、落ち着いて人と過ごす時間を味わう。

4

新しい生活習慣を見つけて、行動を変える。

5

一人一人が役割を持ち、責任感を取り戻す。

6

ステージごとの課題や学びの時間をとる。

7

人といる中でも“自分らしさ”を大切にする。

S

乱れた自律神経を整え、
生活習慣のバランスを取り戻すために行います。
損なわれていた健康に対する意識を高めると、
体の健康と共に次第に心の安定も訪れます。
マラソン大会に参加するメンバーもいます。

プログラム体験者の声

モーニングギャザリング

10:00 午前のプログラム

1

ports

起床、朝食

デイケア掃除

11:30 昼食・休憩時間

13:30 午後のプログラム

15:00 休憩、
自主プログラム

1６:00 イブニングギャザリング
NIGHT

1６:30 各ナイトケアへ
18:00 自助グループ

夕食・リラックスタイム
課題取り組み etc

23:00 就寝

Outdoo

名古屋ダル
クの一日

治療共同体
施設生活のポイント

Nana ♀

食欲旺盛の
名古屋ダルクのアイドル犬。
ドッグケア係が
散歩や健康管理を
担当します。
ギャザリングって何？
毎日行う、
朝・夕の集会です。
クリーンタイム
（依存から離れている期間）
の公表をし、
朝１日の目標を立て、
夕方それを振り返ります。

食事はそれぞれ
自分の分を
自炊します。

ナイトケア
（寮）
は
二人部屋です。
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今までやってこなかったことにも
チャレンジ！
新しい発見を人生に活かします。
山登りでは絶景に巡り合えることもある…。

卒業生 S
僕は、
名古屋ダルクに1年8ヶ月入寮していました。ダルクに来た時の自分
は心の中で仲間を批判したり、
さばいたり、
比較したり、
とにかく自分と向き
合う事ができなかった。
そんな中で薬物、
ギャンブルの事しか考えなかった
自分でした。
ほんとうの自分は苦しかったり、
悲しかったり、
辛かった。
自分の感情もダル
クの仲間に出す事ができなかった。
ダルクのプログラムをする中お金の管理
や生活習慣、
自分が何にもできない事に少しずつ気づいていきました。
そん
な自分がとても情けない姿でしたが、
ダルクのスタッフや仲間が少しずつ僕
に伝えてくれました！
ダルクのプログラムの中で仲間と企画して出かけ楽しんだり、
与えられた役
割を持ち責任感がでたり、
時には泣いたり、
仲間に怒ったり自分の感情が少
しずつ出せるようになり、
ダルクに繋がる前の自分より楽な生き方に少しず
つなりました。
今はダルクに繋がって良かったと思います！ たくさんの愛をもらいこれから
の自分の人生が楽しみです！

みんなで料理を作ってお祝いします。
他人を祝う、
祝ってもらう。
忘れかけていた大切なこと。
自分達で作る料理のレシピも増えてきた？！

スタッフ ユウタ
私がここ名古屋ダルクに繋がったのは今から約３年前です。
その頃の自分
は薬を使わなければ起き上がることすらできない状態でした。
部屋はぐちゃ
ぐちゃであちこちにパケ（覚醒剤の入った小さな包み）やポンプ（注射器）が散乱して
いました。
その頃になると仕事にも行けなくなり、
薬を仕入れるために両親
のお財布から毎日の様にお金を盗んでいました。
でたらめな嘘もたくさんつ
きました。
当時の自分にもまだ微かに良心はありました、
そのおかげでいつ
も罪悪感に苛まれていました。
しかし、
次の一発を体にいれた瞬間にそんな
思いも吹っ飛びました。
そんな毎日ですから、
心は疲弊し、
思考はデタラメ、
現実に目を向ける事なんてとてもじゃないけど怖くてできませんでした。
自
分の人生に立ち向かう勇気なんてものは当時の自分には皆無でした。
何度も底つき体験を繰り返してダルクにたどり着きました。
シラフになり
徐々に現実へと引き摺り込まれていく感覚は忘れられません。未知への恐
れ、
それに立ち向かう勇気。
共感してくれる仲間たち、
もう１人で戦わなくて
も良いのだと思えたこと、
それこそが名古屋ダルクのプログラムの効果なの
だと感じています。
感謝しています。

Q&A
Q

費用はどのくらいかかりますか？

A

Q

本人の生活費、
家賃に加えプログラム、
カウンセリング受講実費などをトータルして、
ひと月に18万円程度です。
初月は準備金としてプラス3万円がかかります。
費用の支援先がない場合でもまずはご相談ください。
生活保護など、
プログラムにつながれる方法を検討します。

通所での利用は可能ですか？

A
Q

可能です。
女性は通所のみとなります。
男性は入寮もできます。
保釈中でも事情を考慮しての通所が可能です。

気になることや
わからないことがあれば
お気軽に
お問い合わせください。

リハビリ期間はどのくらいですか？

A

Q

個人差がありますが、
約1年〜2年で社会復帰をする人が多いです。
利用者の回復の段階を4つのステージに分けています。
それぞれの課題や必要とするプログラムを経て、
ステージ４までをこなして社会復帰を目指します。
※全ステージ終了後、
依存改善カリュキュラム修了認定証が発行されます。

病院から名古屋ダルクに移ることはできますか？

A

できます。
ただし入院中の場合はケースワーカーを通してください。
矯正施設の場合は手紙などを通し、
出所、
退院後に利用可能です。

保釈中にダルクの薬物依存回復プログラムにつながり、
再犯防止に役立てることがで
きます。通常のプログラムに加え、短期間の集中的なカリキュラムを取り組みます。

保釈プログラム

プログラムの参加記録を添付した報告書を証拠資料としてまとめ、
被告人の弁護士を
通して裁判資料としての提供を行います。
裁判において情状証人として、
当施設職員の出廷が可能です。
※保釈プログラムには別途費用がかかります。
資料をご用意しています。詳しくはご相談ください。

私たちができること

メッセージを届けます。

学校、
病院、
矯正施設などへ依存症当事者ならではの体験と経験、
回復への道のりを伝えに行きます。
（拘置所、
留置所インタベンション・薬物離脱教育講師派遣・更生保護施設への講師派遣など）
話をする私たちにも成長があり、
長年続けさせていただいています。
ご関心のある方はぜひ連絡ください。
※リモート対応も可能です。

プログラムを一緒に体験できます。〜交流と出会い〜

私たちが普段行っているプログラムまたは、
関係施設等で行っているプログラムを、
依存症当事者や関係者、
ご家族と一緒に体験できます。
新しいつながりの中で経験を分かち合うことで新たな共感と発見を見出せます。
人生をより豊かなものへ導くチャンスを得る事ができます。

人生を変えたい人へ
名古屋ダルクは、
偏見を減らすため、
SNS・ブログ・ラジオを通して
依存症の問題を社会へ情報発信しています。

ぜひ私たちと繋がってください。

一緒に、
自信を持って自分らしく生きて行きましょう。

グッドモーニング
アディクト

2201-1000

