方針:

私たちは「回復」という言葉のもとに集まり依存
症、心の病からの回復を擁護、支援します。
目的:
私たちの目的は依存症、心の病に対する社会
の無知や偏見を取り除き、回復しやすい社会
をつくることです。
趣旨:
（１）私たちは回復者、家族、友人、支援者、賛
同者で一緒に回復の喜びを分かち合い、回復
があることを社会にアピールします。
（２）私たちは依存症、心の病から回復するた
めの手助けをします。
（３）私たちは回復者（団体）同士の交流を深
め、社会との協力関係をつくります。
回復とは: リカバリー・パレード「回復の祭典」では、以前
より良くなったことを喜べる状態を「回復」と呼
んでいます。

秋元豊(秋元病院理事長)、麻生克郎(復光会垂水病院副院長)、池永達雄、伊波真理雄(雷門メンタルクリニック)、
岩崎正人(岩崎メンタルクリニック院長)、卜部圭司(うらべ医院医院長)、大坂雅明、岡崎直人(さいたま市こころの
健康センター所長)、垣渕洋一(成増厚生病院医師)、葛西賢太(宗教情報センター)、加藤力(NPO法人セルフサポ
ート研究所代表)、金森忠一(断酒会)、楠原義和(断酒会)、後藤恵(成増厚生病院医師)、近藤恒夫(日本ダルク代
表、NPO法人アパリ理事長)、斎藤昭夫(帝京平成大学・全国公的扶助研究会常任運営委員会・事務局次長)、斎
藤学(医療法人社団學風会さいとうクリニック理事長)、西原理恵子、酒井章仁(地域活動支援センターコパン)、
佐々毅(新検見川クリニック院長)、紫藤昌彦(紫藤クリニック院長)、篠原百合子(群馬県立県民健康科学大学)、島
田昌平(GAYA(我舎)横須賀所長)、竹内達夫(アパリクリニック理事長)、月乃光司(こわれ者の祭典代表)、鶴田桃
江、鶴見孝介(杉田玄白記念公立小浜病院医師、日本アルコール関連問題学会評議員)、長雄真一郎(神奈川県
立保健福祉大学教授)、長坂和則(静岡福祉大学准教授)、野家啓一(東北大学文学研究科教授)、野口洋一(あさく
さばしファミリーカウンセリングルーム)、服部正也(医療法人社団進正会 服部病院)、引土絵未(同志社大)、肥田
裕久(ひだクリニック院長)、藤本豊(東京都立中部総合精神保健福祉センター)、星野政雄(断酒会)、町田政明
（NPO法人ギャンブル依存ファミリーセンターホープヒル代表）、松下年子(埼玉医科大学教授)、宮川朋大(くりは
まメンタルクリニック院長)、宮川日出雄(仲間と共に歩む会代表)、向谷地生良(べてるの家)、森田展彰(筑波大学
大学院 人間総合科学研究科ヒューマン・ケア科学専攻 講師)、八木真(断酒会)、山根寛(日本作業療法士協会副
会長)、吉岡隆(こころの相談室「リカバリー」代表)、米沢宏(慈友クリニック院長)、米山奈奈子(秋田大学大学院医
学系研究科教員)

主催

リカバリー・パレード「回復の祭典」
実行委員会

後援

新宿区、新宿区社会福祉協議会
東京都社会福祉協議会

連絡先 〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸 1-1

賛同者

東京ボランティア・市民活動センター

(2011年9月10日現在)

メールボックス No.72

赤城高原ホスピタル、赤坂教会、あざみ野ファミリー12ステップ、アディクションセミナー in YOKOHAMA、アディク
ション問題を考える会(AKK)、NPO法人アパリ、アルコール薬物全国市民協会(ASK)、あびこミーティング、依存症
からの回復研究会、エデュケィションスルーミュージック(ETM)研究会、大阪ステップ・ファミリー、川崎ダルク、
GAYA(我舎)横須賀、医療法人社団學風会さいとうクリニック、NPO法人SUN、潮騒ジョブトレーニングセンター、
静岡ダルク、下高井戸メンタルクリニック、NPO法人シルバーリボン・ジャパン、信州アディクションセミナー、ステ
ップワーク、NPO法人セレニティ、仙台ダルク、千葉ダルク、ティンゴス、とちぎAKK研究会、日本アノレキシア・ブ
リミア協会(NABA)、奈良ダルク、日本アディクション看護学会、日本ダルクアウェイクニングハウス、NPO法人日
本トラウマ・サバイバーズ・ユニオン(JUST)、ビッグブックのスポンサーシップ、FARC(ファルク)、ブックオフ・りー
ふぐりーん、ベリーダンサーチームMermaid & Romany、ほたる、NPO法人ギャンブル依存ファミリーセンターホー
プヒル、NPO法人マイフェイス・マイスタイル、NPO法人まちぽっと、松田で楽しくステップを踏む会、みのわマッ
ク、NPO法人全国薬物依存症者家族連合会(薬家連)、よこはま赤本の会、横浜ダルク

FAX

050-6561-1405

E-mail info@recoveryparade-japan.com

http://recoveryparade-japan.com/
(2011年9月10日現在)

第２回

賛同団体

URL

主催

リカバリー・パレード「回復の祭典」
実行委員会

後援

新宿区、新宿区社会福祉協議会
東京都社会福祉協議会

連絡先 〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸 1-1
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URL

賛同団体

賛同団体

http://recoveryparade-japan.com/

(2011年9月10日現在)

赤城高原ホスピタル、赤坂教会、あざみ野ファミリー12ステップ、アディクションセミナー
in YOKOHAMA、アディク
(2011 年 8 月 20 日現在)
ション問題を考える会(AKK)、NPO法人アパリ、アルコール薬物全国市民協会(ASK)、あびこミーティング、依存症
赤城高原ホスピタル、赤坂教会、あざみ野ファミリー12 ステップ、アディクションセミナー in YOKOHAMA、
からの回復研究会、エデュケィションスルーミュージック(ETM)研究会、大阪ステップ・ファミリー、川崎ダルク、
アディクション問題を考える会(AKK)、NPO 法人アパリ、アルコール薬物全国市民協会(ASK)、あびこミーテ
GAYA(我舎)横須賀、医療法人社団學風会さいとうクリニック、NPO法人SUN、潮騒ジョブトレーニングセンター、静
ィング、依存症からの回復研究会、エデュケィションスルーミュージック (ETM)研究会、川崎ダルク、
岡ダルク、下高井戸メンタルクリニック、NPO法人シルバーリボン・ジャパン、信州アディクションセミナー、ステッ
GAYA(我舎)横須賀、医療法人社団學風会さいとうクリニック、潮騒ジョブトレーニングセンター、静岡ダル
プワーク、NPO法人セレニティ、仙台ダルク、千葉ダルク、ティンゴス、とちぎAKK研究会、日本アノレキシア・ブリ
ク、下高井戸メンタルクリニック、NPO 法人シルバーリボン・ジャパン、信州アディクションセミナー、仙台ダ
ミア協会(NABA)、奈良ダルク、日本アディクション看護学会、日本ダルクアウェイクニングハウス、NPO法人日本
ルク、千葉ダルク、とちぎ AKK 研究会、奈良ダルク、日本アノレキシア・ブリミア協会(NABA)、日本ダルクア
トラウマ・サバイバーズ・ユニオン(JUST)、ビッグブックのスポンサーシップ、FARC(ファルク)、ブックオフ・りーふ
ウェイクニングハウス、NPO 法人日本トラウマ・サバイバーズ・ユニオン(JUST)、ベリーダンサーチーム
ぐりーん、ベリーダンサーチームMermaid
& Romany、ほたる、NPO法人ギャンブル依存ファミリーセンターホープ
Mermaid & Romany、ビッグブックのスポンサーシップ、ブックオフ・りーふぐりーん、ほたる、NPO
法人マイ
ヒル、NPO法人マイフェイス・マイスタイル、NPO法人まちぽっと、松田で楽しくステップを踏む会、みのわマック、
フェイス・マイスタイル、NPO 法人まちぽっと、松田で楽しくステップを踏む会、みのわマック、NPO 法人全
NPO法人全国薬物依存症者家族連合会(薬家連)、よこはま赤本の会、横浜ダルク
国薬物依存症者家族連合会(薬家連)、よこはま赤本の会、横浜ダルク

賛同者
賛同者 (2011年9月10日現在)
(2011 年 8 月 20 日現在)

秋元豊(秋元病院理事長)、麻生克郎(復光会垂水病院副院長)、池永達雄、伊波真理雄(雷門メンタルクリニック)、
秋元豊(秋元病院理事長)、麻生克郎(復光会垂水病院副院長)、池永達雄、伊波真理雄(雷門メンタルクリ
岩崎正人(岩崎メンタルクリニック院長)、卜部圭司(うらべ医院医院長)、大坂雅明、岡崎直人(さいたま市こころの
ニック)、岩崎正人(岩崎メンタルクリニック院長)、卜部圭司(うらべ医院医院長)、大坂雅明、岡崎直人(さい
健康センター所長)、垣渕洋一(成増厚生病院医師)、葛西賢太(宗教情報センター)、加藤力(NPO法人セルフサポ
たま市こころの健康センター所長)、垣渕洋一(成増厚生病院医師)、葛西賢太(宗教情報センター)、加藤力
ート研究所代表)、金森忠一(断酒会)、楠原義和(断酒会)、後藤恵(成増厚生病院医師)、近藤恒夫(日本ダルク代
(NPO 法人セルフサポート研究所代表)、金森忠一(断酒会)、楠原義和(断酒会)、後藤恵(成増厚生病院医
表、NPO法人アパリ理事長)、斎藤昭夫(帝京平成大学・全国公的扶助研究会常任運営委員会・事務局次長)、斎
師)、近藤恒夫(日本ダルク代表、NPO 法人アパリ理事長)、斎藤昭夫(帝京平成大学・全国公的扶助研究
藤学(医療法人社団學風会さいとうクリニック理事長)、西原理恵子、酒井章仁(地域活動支援センターコパン)、
会常任運営委員会・事務局次長)、斎藤学(医療法人社団學風会さいとうクリニック理事長)、西原理恵子、
佐々毅(新検見川クリニック院長)、紫藤昌彦(紫藤クリニック院長)、篠原百合子(群馬県立県民健康科学大学)、島
酒井章仁(地域活動支援センターコパン)、佐々毅(新検見川クリニック院長)、紫藤昌彦(紫藤クリニック院
田昌平(GAYA(我舎)横須賀所長)、竹内達夫(アパリクリニック理事長)、月乃光司(こわれ者の祭典代表)、鶴田桃
長)、篠原百合子(群馬県立県民健康科学大学)、島田昌平(GAYA(我舎)横須賀所長)、竹内達夫(アパリク
江、鶴見孝介(杉田玄白記念公立小浜病院医師、日本アルコール関連問題学会評議員)、長雄真一郎(神奈川県
リニック理事長)、月乃光司(こわれ者の祭典代表)、鶴田桃江、鶴見孝介(杉田玄白記念公立小浜病院医
立保健福祉大学教授)、長坂和則(静岡福祉大学准教授)、野家啓一(東北大学文学研究科教授)、野口洋一(あさく
師、日本アルコール関連問題学会評議員)、長雄真一郎(神奈川県立保健福祉大学教授)、長坂和則(静岡
さばしファミリーカウンセリングルーム)、服部正也(医療法人社団進正会
服部病院)、引土絵未(同志社大)、肥田
福祉大学准教授)、野家啓一(東北大学文学研究科教授)、野口洋一(あさくさばしファミリーカウンセリング
裕久(ひだクリニック院長)、藤本豊(東京都立中部総合精神保健福祉センター)、星野政雄(断酒会)、町田政明
ルーム)、服部正也(医療法人社団進正会 服部病院)、引土絵未(同志社大)、肥田裕久(ひだクリニック院
（NPO法人ギャンブル依存ファミリーセンターホープヒル代表）、松下年子(埼玉医科大学教授)、宮川朋大(くりはま
長)、藤本豊(東京都立中部総合精神保健福祉センター)、星野政雄(断酒会)、松下年子(埼玉医科大学教
メンタルクリニック院長)、宮川日出雄(仲間と共に歩む会代表)、向谷地生良(べてるの家)、森田展彰(筑波大学大
授)、宮川朋大(くりはまメンタルクリニック院長)、宮川日出雄(仲間と共に歩む会代表)、向谷地生良(べてる
学院
人間総合科学研究科ヒューマン・ケア科学専攻 講師)、八木真(断酒会)、山根寛(日本作業療法士協会副会
の家)、森田展彰(筑波大学大学院 人間総合科学研究科ヒューマン・ケア科学専攻 講師)、八木真(断酒
長)、吉岡隆(こころの相談室「リカバリー」代表)、米沢宏(慈友クリニック院長)、米山奈奈子(秋田大学大学院医学
会)、山根寛(日本作業療法士協会副会長)、吉岡隆(こころの相談室「リカバリー」代表)、米沢宏(慈友クリ
系研究科教員)
ニック院長)、米山奈奈子(秋田大学大学院医学系研究科教員)

リカバリー・パレード「回復の祭典」
～心の病からの回復～今、ここから～
参加費無料

依存症、心の病、生きづらさか
ら回復の道を歩いている本人
と、家族、友人、支援者、その
他の賛同者が、回復の喜びを祝
うパレードを行います。私たち
は、回復が可能であることを自
分たちの声と顔で社会にアピー
ルします。

recoveryparade-japan.com

2011年10月9日(日)

新宿文化センター大ホールおよび周辺道路

当日プログラム（予定）

パネルディスカッション出演者（予定）

10:30 開場

司会

米山奈奈子
(秋田大学教員)

11:00～11:20 オープニングセレモニー

出演者 月乃光司

11:30～13:00 パネルディスカッション

(こわれ者の祭典代表)

13:00～13:30 パレード集合

森川すいめい

13:30～15:00 パレード＆ステージイベント

(精神科医・鍼灸師・NPO法人TENOHASHI代表)

15:00～16:00 エンディングセレモニー

久保篤史
(第2回「リカバリー・パレード」実行委員会ステージ部長・

※各団体のブース出展・パネル展示あり

NPO法人シルバーリボンキャンペーン横浜理事)

依存症・アディクション
ステージイベント第2部出演者（予定）

回復のツール

2011年10月9日

アルコール依存症・薬物依存症
司会
米山奈奈子



相互支援グループ

(秋田大学教員)
ギャンブル依存症・摂食障害
出演者 月乃光司
セックス依存症・恋愛依存症



中間施設（入所施設・通所施設）新宿文化センター



市民団体



治療機関（医療機関・カウンセリング）



作業所



セミナー

(こわれ者の祭典代表)
買い物依存症・仕事依存症・共依存

心の病

etc...

森川すいめい
(精神科医・鍼灸師・NPO法人TENOHASHI代表)

統合失調症・うつ病
久保篤史

etc...

(第2回「リカバリー・パレード」実行委員会ステージ部長・
生きづらさ
NPO法人シルバーリボンキャンペーン横浜理事)

不登校・ひきこもり・対人恐怖症

etc...

医療だけでは回復不可能と言われていた病気を持
つ人が、同じ経験を持った仲間とつながることで、回

当日、上記の問題で悩んでいる方を対象に、個人相

復への道を歩んでいます。

談窓口を設けます。お気軽にご相談ください。

参加・賛同方法
 当日、個人・団体で参加
開催日に会場に来てください。
予約は不要です。
 団体参加
ブース出店やパネル展示をすることができます。
事前に実行委員会までご連絡ください。
 賛同・協力
チラシ配布や広報等可能な形でご協力くださ
い。
 献金
以下の口座にお振込みください。
ゆうちょ銀行 記号：10510 番号：60942821
名義： リカバリーパレード「回復の祭典」
実行委員会

＊

リカバリー・パレード「回復の祭典」は自分の名
前を名乗らないで参加することができます。ニッ
クネームや実名で参加することもできます。ど
れを選ぶかは各自の自由です。

＊

「12の伝統」を持つグループに所属しているメン
バーがパレードに参加する場合には、グループ
名を伏せるか、あるいは実名を伏せることでア
ノニミティの伝統を守ることができます。

