
私たちは、 このリカバリー ・ パレード 「回復の祭典」 を通じて、 何より
も自分たちの回復の喜びを分かち合いたいと考えます。
そして、 私たちを通じて回復を見てもらうことから、 社会の人たちが、
回復は可能であり、 現実であることを知るようになり、 これまでより
ずっと多くの人たちが回復を実現できる社会になっていくと考えてい
ます。

アメリカにおける回復擁護運動は、 アルコールや薬物のアディク
ションのみを対象としています。 私たちのリカバリー ・ パレードも
回復擁護運動に着想を得て準備が始められたため、 当初はア
ディクションのみを想定していました。

しかし、 回復した人たちで集まり、 パレードの実現に動いていく
中で、 様々な人たちが合流してきました。 その人たちも、 病気・
困難を抱えた状態から、 それぞれに 「生きられるようになった
喜び」 を得たことは、 アディクションの人たちと同じでした。

私たちが直面した病気 ・ 困難の状況、 あるいは回復の仕方は、
様々です。

その私たちが共通して示すことができる回復を言葉にしよう！と
する中で 「依存症、 精神障がい、 生きづらさからの回復」 と
表すことになりました。 参加者の一人一人が、 いずれかあるい
はいくつかに当てはまる言葉になっています。

主催 ： リカバリー ・ パレード関西実行委員会
協賛 ： ダイドードリンコ （株）　
後援 ： 大阪府断酒会 ・ 京都府断酒連合会 ・ 京都 MAC ・ 大阪 MAC ・ FREEDOM ・ びわこ DARC ・ 東近江 DARC ・ 京都 DARC
　　　　   木津川 DARC ・ 大阪 DARC ・ 神戸 DARC ・ 和歌山 DARC ・ ステップハウスおりーぶ ・ いちごの会 ・ フェニックス会
お問合せ ： 0774-51-6597 （木津川ダルク）　recoveryparade_kansai@yahoo.co.jp

社会の偏見を取り除くのは、 回復者自身の責任である。

RP 関西 HP

2020年9月13日（日）
靭公園四ツ橋筋側広場集合

開会のあいさつ

基調講演　『世界の回復擁護運動の紹介と現状』

　　　　　　　　　麻生　克郎　さん （公益財団法人復光会垂水病院副院長）

参加者からのメッセージ

講演　『僕の薬物依存からの回復への道

　　　　　～　長野ダルクが教えてくれた　“出会いと気づきと成長”』

　　　　　杉田　あきひろさん （歌手 ・ ミュージカル俳優）

うたの時間　仲間といっしょ

閉会のあいさつ

第 5回リカバリー・パレード「回復の祭典」in 大阪

10:30　靭公園四ツ橋筋側広場　（大阪市西区靭本町 1-9-20） 集合

11:00　スタート　～　靭公園四ツ橋筋側広場　～　御堂筋を難波までパレード

12:00　ゴール　～　　元町中公園 （大阪市浪速区元町 1-6） にて一旦解散

13:00　アフターイベント ・ プログラム　　　浪速区民センターにて （大阪市浪速区稲荷２丁目 4-3）

16:30　終了　



依存症、 精神障がい、 生きづらさの病気・困難は回復が可能です。

しかし、 回復は可能であり、 新しい生き方を手にすることができる

という事実は、 社会の中でほとんど知られておらず、 病気 ・ 困難

を抱える本人や家族の人たちにもよく知られていない状況にあり

ます。

回復が信じられず、 回復の道につながるきっかけが得られず、 長

いあいだ病気 ・ 困難を抱え続け、 あるいは悪化させていき、 やが

ては死んでいく人たちも無数にいます。 そして、 社会にはこれらの

病気 ・ 困難に対する無知と偏見が少なからず存在しています。

私たちは、 このリカバリー ・ パレード 「回復の祭典」 を通じて、 何

よりも自分たちの回復の喜びを分かち合いたいと考えます。

そして、 私たちを通じて回復を見てもらうことから、 社会の人たち

が、 回復は可能であり、 現実であることを知るようになり、 これ

までよりずっと多くの人たちが回復を実現できる社会になっていく

と考えています。

リカバリー･パレード 「回復の祭典」 を実現し、 これを通じて社会に

私たちを知ってもらうようにすることは、 貴重なかけがえのない回

復という経験と力を得た私たちの責任でもあると考え、 新しい一

歩をみんなで作り出していこう！とするものです。

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」 について、 「回復」 とは何でしょうか。

私たちは何が回復か （何が回復でないか） を決めません。 その

人本人が、以前より良くなったことを喜べるのなら、それが 「回復」

です。 特定のグループ （例えば 12 ステップグループ） の回復の

考え方を採用することもしません。 回復は人それぞれです。

合言葉は 『回復』

私たちが直面した病気・困難の状況、あるいは回復の仕方は、様々

です。 その私たちが共通して示すことができる 「回復」 を合言葉

にしよう！　とする中で 「依存症、 精神障がい、 生きづらさからの

回復」 と表すことになりました。 参加者の一人一人が、 いずれか

あるいはいくつかに当てはまる言葉になっています。
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パレードスタート地点
大阪科学技術館南側
靭公園四ツ橋側公園
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フォーラム会場

浪速区民センター

リカバリー･パレード関西実行委員会への

財政的支援のお願い

・ 郵便振替口座から振込の場合

口座番号 ： 00930-7-308803　　　

口座名義 ： リカバリー ・ パレード関西実行委員会

・ 他行から振込の場合

ゆうちょ銀行

店名 ：〇九九店 （０９９）　

口座番号 ： 308803

口座名義 ： リカバリー ・ パレード関西実行委員会

パレードコース （予定）

・ 大阪メトロ四ツ橋線 「本町」 駅 28 番出口よ

り徒歩 5 分

・ 大阪メトロ御堂筋線 「本町」 駅 2 番出口よ

り徒歩 10 分

大阪科学技術館の南西側の広場です。 靭公園

は広いのでご注意ください。

集合場所 「靭公園四ツ橋筋側広場」

までのアクセス

28 番出口28 番出口 2 番出口

・ 各自、 検温、 体調確認を行い、 発熱や体調

不良がある場合はご参加いただかないようにお

願いします。

・ ご参加の際は、 マスクの着用をお願いします。

手洗い、うがいを励行し、咳エチケットをおこなっ

てください。

・ 今回はシュプレヒコールは自粛します。 必要で

あれば、 各自プラカードをご用意ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策


