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さくら通信とは・・・

小さなつぼみに過ぎない私たちの活動が、桜前線のように南の島沖縄から日本中に回復支援の輪
となって広がり、これらを必要とする人たちに届くことを願って名づけました。

昨年の3月11日の大震災からはや1年が過ぎました。いつもと変わらぬ生活であるはずなのに、時間が上手く流れ
ていかない、地に足がつかない感覚に戸惑い続けた1年間でした。未曽有の事態を前に、私たちは私たちの果たすべ
き役割をただ黙々とこなしていくのみでした。それでも、
私たちの活動が、電話相談という限られた領域であっても
震災と繋がっていると感じることも少なくありませんでした。
相談現場か CONTENTS
ら感じ取った震災の影響を先月号に掲載したところ様々な反応が寄せら P1……RSN News
れました。今月号では、先月号のオピニオンへの反応に対して、再度RSN P2……2012 年 2 月相談データ報告
の相談員が思いを述べています。ご一読ください。震災の影響は長期に渡 P3-5…特集 ケーススタディ
り、深刻な影響が表面化してくるのは、むしろ今からではないかと思って P6……RSN オピニオン
います。微力であっても、私たちにしかできない支援を模索し、継続したい P7……トピック＆インフォメーション
と考えています。
（代表 西村直之） P8……情報掲示板

RSN News
【予定】神奈川県で RSN セミナーを開催
2012年5月13日（日）に神奈川県横浜市において
RSN主催、依存の問題の支援に携わる人たちの勉強会
の協力でセミナーを開催する。セミナーでは、ギャン
ブリング問題に留まらず、アルコールや薬物へののめ
り込み/依存問題について、各領域で活躍する講師に
集まっていただき、支援の現状と課題についての報告
とディスカッションを行う予定となっている。

テーマ：「依存症」支援の現状と課題
日 時
場 所
参加費
主 催
協 力
問合せ

2012年5月13日（日）10:30 ～ 16:00
神奈川県司法書士会館3F（定員90名）
無 料
NPO法人 リカバリーサポート・ネットワーク
依存の問題の支援に携わる人たちの勉強会
098-871-9671（RSN）

【報告】九州地区遊技業協同組合 青年部会員の方々が RSN を視察
3月14日（水）に九州地区 遊技業協同組合 青年部
会員の方々 32名がRSN視察に来訪された。視察に先
立ち西村代表が、沖遊連会館ホールにおいて「パチン
コ依存問題への取り組みから見えてきたこと」をテー
マに約1時間の講演とRSNの活動報告を説明した。そ
の後、青年部会員32名が、RSN事務所にて電話相談
の現場を視察した。
視察された方々からは「どのような相談が多いの

か」
「 どの程度お困りの方が多いのか」など質問が、相談
員 に 寄 せ ら れ た。RSNス
タッフが相談者の傾向や特
徴などを説明した。スタッ
フには直接意見が交換でき
る良い経験となった。
視察のお問い合わせは
RSN098-871-9671まで。

【報告】DARS セミナーにて西村代表が講演
2012年3月9日（金）10日（土）に 第10回薬物依存症
者回復支援セミナー（DARS in OKINAWA 2012）が
沖縄県宜野湾市で開催された。セミナーは「処罰から
治療へ、そして真の社会参加をめざして」をテーマに
開催され、その中でRSN西村代表が９日（金）午後に
「医療と薬物依存の回復支援」と題した講演を行った。
今回の講演は、ギャンブリング関連問題がテーマで
はなかったが、薬物依存問題の回復支援とギャンブリ

ング問題への介入・回復支援の違いや共通点を考えてい
くうえで、今後も連携を続けていく必要を感じた。
主催の龍谷大学矯正・保
護総合センターの石塚氏に
RSNが進めている知的情報
センター構築の協力を要請
し、今後の連携を検討して
いただけることになった。
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2012 年 2 月の電話相談のデータ報告
2月の相談件数は、97件でした。先月はメディアに紹介されたことで一時的に相談件数が増加しましたが、
今月はひと段落しました。
2011年度は震災の影響などから大幅な相談件数の減少も予想しておりましたが、相談件数は2月末時点で
1,023件となり、昨年度より100件ほどの減少になりそうです。現在2011年度データ報告書作成に向け、デー
タ集計と考察を始めました。報告書は5月中旬には配布できるように準備中です。

2012 年 2 月 1 日～ 2012 年 2 月 29 日 相 談 件 数

97 件

2011 年 4 月 1 日～ 2012 年 2 月 29 日 今年度累計 1,023 件 開設からの総件数
（2006 年 4 月～）
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年齢が変われば問題も変わる

上の年齢グラフにもあるように、30代～ 40代の方
からの相談を多くお受けしましたが、今月は10代や70
代の方もごく少数ですがおられました。10代の相談
者からは、父親が、相談者の学資保険を解約してパチン
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①相談回数…初回相談者比率の減少が目立ち、今年度で
は最も低い比率となりました（今月69％ /今年度平均
80.2％）。
③コーラー関係性…先月と比較し本人からの相談が減
少しましたが、本人と家族・友人の比率に変化はあり
ません。本人内訳を見ると特に男性からの相談減少が
目立ち、先月より31件減少し27件となりました。
④コーラー年齢…本人相談の減少は、特定の年代からの
減少ではなく、各年代ともに減少しました。
コに行ってしまうという相談でした。また、70代の
方は、自身が定年後、家にいるようになって、初めて妻
がパチンコにのめり込んでいることを知ったという
相談でした。このようにRSNでは、毎日、幅広い年代の
方々からの相談をお受けしています。

RSNケーススタディ

No.7
『”ストレス”という言葉を入口に相談をすすめたケース』

今回のケーススタディでは「” ストレス” という言葉を入口に相談をすすめたケース」を取り上げた。ストレスという言
葉はあまりにも漠然としているため、通常、RSNの相談現場では使用することは少ない。しかし、馴染み深く、敷居
の低いこの言葉は相談を深めていく入口として利用できる場合がある。今回はストレスという言葉を入口にして相
談をすすめた３つのケースをとりあげた。

相談内容をストレスという視点で整理する
「ストレス」という言葉は、相談の現場で使うと相談者が持つ問
題を理解し、共有しているような気になる大変便利な言葉であ
る。同時に、その人が抱える問題の本質から注意が逸れてしまう
危険性も併せ持つ。RSNでは、そのような側面に配慮しながらも、
あえてこのストレスという言葉をきっかけに相談者にアプロー
チする場合がある。
今回は、3つのケースを通して「ストレス」を入口に問題を整理
するメリットや実際の対応などを紹介する。

○ストレスギャンブリングサイクル

Alex Blaszczynski 『Overcoming Compulsive Gambling 』
↑ギャンブリング問題とストレスは上の図のような関
係にある。生活環境によるストレスを対処できずギャン
ブリングへ逃避することによって、金銭的ストレスが加
わり、出口を完全に見失ってしまう危険性がある。

”ストレス”という言葉を入口に相談をすすめた3つのケース
ケース1

職場の人間関係の悪化が理由でスロットにのめり込んでいるAさん

○相談者/男性 28歳 本人 ○開始年齢/20代
○種類/スロット ○借金/あり ○頻度/週3 ～ 4日
○問題化して/2年 ○金額/月10万円

考えられる。ストレス耐性の問題の背景には、知的ある
いは発達障がいが存在していることもあり注意が必要。
相談員の対応は…

Aさんは、仕事量の増加や上司との関係にストレスを
感じ、このストレスのためにパチンコしていると言って
いる。職場の環境を詳しく伺ってみると、確かにストレ
ス要因はあるが、多くの社会人が抱える悩み以上のもの
ではなかった。Aさんの場合、大きなストレス負荷とい
うよりも、Aさん自身のストレスに対する対処能力の低
さが問題を引き起こしていると推測される。とはいえ、
Aさんは職場でのストレスが原因でパチンコにのめり込
んでいると主張しているので、Aさんの言い分は認めな
がらストレスへの耐性を高める方向で相談を進めた。
Aさんに対し「同じような問題を持った方々が、ストレ
ス解消のためにスロット以外に何を行っているのかア
ドバイスをもらってはどうか」と相互援助グループへの
参加を提案した。Aさん単独ではストレス耐性を高めて
いくことは難しいが、相互援助グループの参加者との関
Aさんが感じているストレスとは…
わりによる効果は期待できる。
「 他に趣味を持ちましょ
○仕事量が増加したことによるストレス
う」などといった漠然としたアドバイスは、この場合あ
○上司との関係によるストレス
まり役には立たないであろう。
○スロットを我慢することによるストレス
職場における対人ストレスについては、環境改善に向
け、職場の管理監督者や産業カウンセラーと相談しなが
相談員がAさんに着目した点とは…
ら、ストレス軽減の協力を得るように提案した。
また、Aさんには明らかな知的あるいは発達障がいな
Aさんが感じているストレスは、ストレス自体が問題
を生じさせるほど強いものではなさそうである。むし どの背景問題はないようであったが、見落とさないよう
ろ、Aさん自身のストレスに対処する力（ストレス耐性） 注意しながら対応を行う必要がある。対面相談では、か
の低さがのめり込み問題を引き起こしている可能性が ならず評価しておくべきである。
20代でスロットをやり始め、短期間のうちに給料
の大半をスロットに使うようになった。現在は、少額
の借金もある。仕事帰りに数時間、休日は朝からホー
ルに行ってしまう。スロットに行く原因としては、以
前より仕事量が増えた事、上司との関係が悪い事など
のストレスが関係していると思っている。ホールに行
くのは、ストレス解消のため。仕事帰りにスロットを
しないと一日が終わった気がせず、ほぼ毎日行ってし
まう。スロットをやめようと2 ～ 3日は我慢できるが、
次第にイライラして行ってしまう。何か他の趣味を見
つけようと考えるが、何をすれば良いかわからない。
職場のカウンセラーに相談したこともあるが、改善に
は至らなかった。
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家事と長期化した介護の気分転換に始めたパチンコにのめり込んでいるBさん

○相談者/女性58歳 本人 ○開始年齢/20代
○種類/パチンコ ○借金/なし ○頻度/週2 ～ 3日
○問題化して/10年 ○金額/月20万円
パチンコは20代の頃からやり始めたが、結婚後は
育児やパートが忙しくほとんど行く機会はなかった。
10年前に夫の母親が倒れ、以来介護をしている。その
頃からパチンコ遊技を再開し、現在では家計への影響
が出ている。
毎日、家事と介護で忙しく、自分の時間が持てない。
疲れているのか、自分の調子もよくわからない状態。
パチンコは、やめないといけないと思いつつも、買物
帰りにストレス発散と思い行ってしまう。最近は金額
も増え、貯金を切り崩してまで行ってしまう状態。夫
には内緒にしているのでその罪悪感もある。パチンコ
をやめられるか知りたい。
Bさんが感じているストレスとは…
○介護によるストレス
○家事によるストレス
○パチンコしている事を隠している罪悪感
相談員がBさんに着目した点とは…
介護や家事の大変さを誰にも言えず、パチンコにのめ
りこんだ結果、ひとりで悩みを抱え、孤立している。

相談員の対応は…
Bさんの場合は、家事や介護といった明らかなストレ
スが存在している。ストレスの強さに加え、ストレスに
晒される期間が長期化したことで、徐々に対処が難しく
なり、問題化してきたとも考えられる。Bさんのストレ
ス対処能力は必ずしも低くないが、様々なストレスをひ
とりで抱えざるを得ない状況の持続が、対処能力の低下
を招いていると思われた。Bさんには、すべてをひとり
で抱えこんでいる状況を、まずは解消する必要があると
判断した。
そこで相談員は、パチンコホールに通っていたことを
夫に知られたくないという気持ちを理解しながらも、家
族に問題を抱えて困っていることを正直に話すよう提
案した。さらに、これ以上貯金を切り崩さないためにも、
金銭管理を家族に協力してもらうように提案した。
介護や家事に関する負担を軽減し、過大なストレス状
況を改善することも必要である。残念ながらRSNの電話
相談では介護負担の軽減の支援までは踏み込めないた
め、高齢者介護にかかわる悩みを精神保健福祉センター
や地域包括支援センターに相談し、負担軽減の支援や精
神的な援助を受けるように提案した。
Bさんのように、慢性的なストレス負荷を抱えている
方には、疲労を引き金とするうつ症状が隠れている場合
もあるので、自分自身のケアも必要であることを併せて
お伝えしている。

ケース3 子どもの自立を機にパチンコにのめり込むようになったCさん
○相談者/女性50歳 本人 ○開始年齢/40代
○種類/パチンコ ○借金/なし ○頻度/週3 ～ 4日
○問題化して/1年 ○金額/月5万円
パチンコは、夫に連れられ40代の頃から始めた。当
初はパチンコに行く頻度は月数回程度だったため、特
に借金や家計への影響もなかった。3年前から夫は
単身赴任中。長女は就職とともに自立し、次女は大学
進学を機に一人暮らしを始めた。自身は半年前に体を
壊し、パートの仕事を辞めてからは一人で過ごす時間
が増えた。社会との関わりが無い事に強い不安やスト
レス、孤独感を感じる。何もすることが無く、家に一人
で居ても余計なことを考えてしまうので、パチンコに
行ってしまう。以前と比べると最近はホールに行く頻
度や金額も増え、多少だが家計への影響も出始めた。
やめようと思い我慢するが、やめられない。
Cさんが感じているストレスとは…
○家族と離れた生活による孤独感
○環境の変化によるストレス
○社会との関わりが希薄になった事による不安感
相談員がCさんに着目した点とは…
Cさんは、パチンコがやめられないのは自分の意志の
問題と思っている。自身が抱える不安や孤独などの問題
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を知り、ギャンブリング問題の要因となっている背景に
注目し、改善することが必要である。
相談員の対応は…
家族や社会との関わりの変化がのめり込みのきっか
けとなることがある。家族の死別や離婚といったストレ
ス強度が高い出来事をきっかけに、新たに問題が起こる
場合もあれば、今まであった小さな問題が急激に深刻化
する場合もある。Cさんの場合、本人はのめり込みと、環
境変化によるストレスの関連に気付いていない。
Cさんは、パチンコの問題が起こったのは全て自分が
悪いと悲観的に考え、改善するための一歩を踏み出せな
いでいる。Cさんには、ギャンブリング問題が起こる原
因は自身の意志だけではなく、生活の変化や環境変化の
影響もある事を説明し、現在抱えている孤独感や不安感
を改善する必要がある事を伝えた。
定期的に家族と連絡をとる事や、以前働いていた職場
の人と会う事がストレス解消に繋がる場合もある。Cさ
んの場合は、相談専門機関の存在を伝えた上で、孤独や
孤立の解消に向けて、日々の生活において工夫できるこ
とや協力してもらえる友人や知人を見つけ出すことを
提案した。相談できず孤立しないためにも、今後もRSN
の電話相談を利用してもらうように勧めた。
生活環境の変化によるストレスを背景に持つ相談者
では、のめり込み問題が切迫していなければ、孤独感や
不安感に焦点をあてることが有用なことがある。

”ストレス”という言葉を入口に相談をすすめる利点と注意点
”ストレス”を入口とした介入が有効な場合は？
実際の相談では、今回の3事例のようにストレス耐性
が低い方から、ある程度対処能力がある方までさまざ
まな相談をお受けしている。相談者がストレスを訴え
る場合もあれば、相談者自身がストレスに気づいてい
ない場合もある。いずれにしても電話相談では、出来る
限り相談者が持つストレス要因の改善に関して助言、
提案を行っている。
以下のような場合は、ストレスを入口にした介入が
有効と思われる。
• 相談者がギャンブリング問題の原因は、特定のスト
レスであると強く感じている場合
• 相談者がストレスのことを誰にも相談できずに孤
立している場合
• 最近、生活や環境の変化でギャンブリング問題が悪
化した場合
• 相談者の問題意識と改善意欲が高い場合
ストレスを入口にした介入によって期待できる変化
ストレスを入口にした介入には以下のような利点
がある。
◎ストレス対処能力の向上による行動修正
問題がストレス負荷の強さよりも、ストレス耐性
や対処技能の低さに起因する場合は、本人が感じる
ストレスへの対処指導を通して対処能力の向上を図
る。結果的には、対処能力の向上によってのめり込み
行動を改善できる可能性がある。
◎孤立を防ぐ
ストレス要因やのめり込み問題をだれにも相談で
きずにいる場合は、問題の抱え込みによる事態の深

刻化を止める必要がある。抱えるストレスを家族や
専門機関に相談することによって、孤立を防ぐこと
ができる。”問題”ではなく”ストレス”という表現であ
れば、第三者に相談しやすくなる。相談による孤立の
防止は、精神的・身体的な負担軽減につながる。
◎のめり込み問題の認識を修正する
パチンコにのめり込んでいるのは、意志が弱い、
またはだらしがないからだ、と思っている相談者は
多い。相談者自身が抱えるストレス状況を把握し、
フィードバックすることでのめり込み問題への認知
が修正されやすくなる。相談者がのめり込みについ
て広い視野を持てるほど、行動変化が起こりやすい。

”ストレス”を入口とした介入の注意点
ストレスを入口にした介入にあたっては、以下の点に
十分な配慮が必要である。
• 気分の落ち込みや、不眠、無気力といった抑うつ状態
（入院が必要なレベル）がある
• 背景に知的または発達障がいがあり、ストレスに対
処できていない
• ギャンブリング問題の長期化による生活破綻が起
こっている
これらの問題が明らかに存在する場は、電話相談によ
るアドバイスは控え、専門の相談機関の紹介を優先する
ことにしている。
ストレスの多い社会では、ともするとすべての問題
がストレスのせいにされかねない。原因と結果の間に、
個々のストレスやストレス状況がどのように影響を与
えているのか否かを注意深く聞き取り、相談者にフィー
ドバックを行う基本的な姿勢が大切である。

［補足］ ストレスの要因もさまざま、なかには意外なものも含まれる
ストレス要因といってもその種類は人によって様々であり、意外なものもストレス要因となる。一見、嬉しいこと
のように思える妊娠や子どもの結婚などがストレス要因となることもある。社会的再適応評価尺度とは、配偶者の
死を100としたときの、その他の出来事に点数を付けたもので、一年間の出来事のストレス値合計で評価するものと
して作られた。ストレス要因の種類の参考にしていただきたい。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

できごと
配偶者の死
離婚
夫婦別居
刑務所への収容
近親者の死亡
本人の大きなけがや病気
結婚
失業
夫婦の和解
退職 ・ 引退
家族の健康の変化
妊娠
性生活の困難
新しい家族メンバーの加入

ストレス度

100
73
65
63
63
53
50
47
45
45
44
45
39
39

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

仕事上の変化
家族上の変化
親友の死
配置転換 ・ 転勤
夫婦ゲンカの回数の変化
100 万円以上の借金
借金やローンの抵当流れ
仕事上の地位の変化
子どもの結婚
親戚関係でのトラブル
個人的な成功
妻の就職 ・ 退職
進学 ・ 卒業
生活環境の変化
個人的習慣の変更

39
38
37
35
35
31
30
29
29
29
28
26
26
25
24

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

上司とのトラブル
労働時間や労働条件の変化
転居
転校
レクリエーションの変化
社会活動の変化
宗教活動の変化
100 万円以下の借金
睡眠習慣の変化
家族の数の変化
食生活の変化
長期休暇
クリスマス
ちょっとした法律違反

23
20
20
20
19
19
19
17
16
15
15
13
12
11

社会的再適応評価尺度 （SRRS)
Ｈｏｌｍｅｓ＆Ｒａｈｅ 1967
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特集 : オピニオン
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被災地のパチンコ問題は
感情論では見えてこない

先月号で紹介した震災関連のオピニオン特集は、パチンコ業界誌をはじめ新聞にも取り上げられ、ネット上で、この記事を読ん
だ方々の様々な意見やコメントを拝見した。今号では、前回伝えられなかった、被災地でパチンコにのめり込んでいる人々の問題
の本質を見ることの必要性について相談の現場からあらためて意見を述べさせていただく。 （文責 相談員 横山順一）
先月号で取り上げた震災関連記事に対する反応
先月号のさくら通信では「東日本大震災では、RSN相談電
話にどのような影響をおよぼしたのか」と題したオピニオン
企画を掲載した。さくら通信で震災関連を特集するのは2011
年4月発行号の「震災のストレスとパチンコ依存問題」に次い
で2回目となる。
昨年4月の時は、同特集がパチンコ業界誌などに取り上げて
いただいた。震災に関連した相談を受ける際の相談員の戸惑
いや悩みをまとめた先月号もマスメディアで取り上げていた
だいた。2月23日に郵送した本誌は、遊技系情報誌である娯
楽産業での紹介を皮切りに、沖縄の地元紙である八重山毎日
新聞にも掲載された。さらに、テレビ局からもこの件について
の問合せが寄せられるなど、この問題に対する社会の関心の
高さをあらためて肌で感じた。
先月号で伝えたかったことと実際に伝わったことの差
先月号の震災関連特集は、RSNで実際にお受けした震災に
関連した相談を紹介しながら、これらの相談をお受けする際
の相談員の戸惑いや葛藤など、相談現場の現実を知ってもら
うことを目的に記事を作成した。
この記事がネット上に配信され、記事を読んだ方々によっ
て、SNS等のネット上に多くの意見やコメントが書き込まれ
ている。意見やコメントの多くは、震災という大変な状況の中
でもパチンコホールに通う方や、それを受けいれているパチ
ンコホールに対して厳しい視線を向けたものであった。
相談員として、1,000件を超える相談のなかに寄せられた
わずかな事例が独り歩きし、本来の主旨からそれた印象を持
たれたことに戸惑いを感じると共に、もう一度伝えるべき事
を伝えなければならないと考えた。
RSNでお受けするその後の震災関連の相談について
先月の震災特集以降、同様の相談をその後も、数は多くな
いものの、定期的にお受けしている。ある男性からは、震災の
影響で仕事が減り、空いた時間で家計の足しになればとパチ
ンコを始め、その後のめり込んでしまったという相談が寄せ
られた。新たに就職したため経済状況は改善されたものの、
パチンコがやめられなくなってしまったという。また、ボラ

ンティアで被災地に定期的に通っていた男性からは、被災地
で感じたストレスのためか、被災地から戻ると数日間はパチ
ンコにのめり込んでしまうという相談が寄せられた。
思い込みや感情論では被災地のパチンコ問題は見えてこない
パチンコにのめり込んでいる人は、印象で語られることが
多いが「義援金や補助金でパチンコを打っている」
「仕事もせ
ずに開店前からホールに並んでいる」など、特に震災の被災地
ではそれが顕著に表われているように感じる。
被災していない地域の人や義援金など復興の支援をしてき
た人たちには、、被災地に対する復興への強い願いがあるだけ
に、被災地におけるパチンコは反感を持って受け止められや
すいことは想像に難くない。
しかし、被災地でパチンコにのめり込んでいる人々は、
「だ
らしがなく」
「意志が弱い」人たちではない。衝撃的な出来事に
直面して、何とか冷静さを保ち、日常的な行動を維持しようと
数少ない娯楽に通っている人たちも少なくないであろう。平
常時のような冷静さを失い、問題を抱えてしまう方も増えて
いる可能性もある。それであっても、必死に状況を乗り越えよ
うとしていることに変わりないのではないだろうか。
被災地でパチンコにのめり込んでいる方々を、好奇心を煽
るように取り上げ、その断片だけを伝えることは、問題の本質
を見えにくくし、結果的に偏見を生むことになる。問題の表面
だけを見て感情的になるのではなく、のめり込んでいる人の
本質に目を向けていただきたい。朝からホールに並んでいる
人はなぜそれをする必要があるのだろうか。家族や近しい人
を喪失した無力感から何もできず、ただひとりでいられない
のでホールに足を運んでいるということも考えられるのでは
ないか。周囲の状況がすべて変わってしまったことに折り合
いがつかず、以前から親しんでいたホールによりどころを求
めているのかもしれない。
被災地のホールでは、自身が抱えている様々な問題の対処
方法の一つとしてたくさんの人が来店していると推測してい
る。一般の方はもとより、ホールスタッフの方々にもこのこと
を知っていただき、非難よりも援助が必要な方々であるとい
う視点で見守っていただけないであろうか。

震災に関連したパチンコ業界の動向について
今回の震災では、宮城県内のホールは210店舗中、208店舗が震災被害を受け、25店舗が全壊、183店舗が半壊もしくは
それ以下の被害を受けるなど、東北全域でホールは甚大な被害を受けている（週刊アミューズメントジャパン2011年4月15
日調査）。その後の節電やパチンコバッシングによって昨年夏期が終わるまでは、遊技業界全体が厳しい状況に直面すること
となった。
そのような状況下においても、遊技団体は、パチンコ・パチスロ産業21世紀会加盟団体を中心に震災後2か月間で40億円を
超える義援金を集め、被災地の復興を支援している。その後も、遊技関連の各団体やホールは独自に、義援金の募金、人的・物的
支援を現在も継続している。また、今回の震災では、ホールが地域の集会所や炊き出しの拠点となったり、一時避難場所として
の役割を果たしたりするなど地域の社会資源としての機能を発揮している。
被災地で営業を再開したパチンコホールの多くは活況を呈している。しかし、ユーザーのなかには遊技に義援金や復興支援
の資金を充てている人もおり、社会的な批判が寄せられている。また、被災地では、低貸玉機よりも通常貸玉機の人気が高く、
過大な出費に結びつくことが懸念されている。
6

今月のトピック＆インフォメーション
RSN が遊技関連問題に関する
知的情報センター構築に向けて準備中
RSNの主事業は電話相談事業ですが、電話相談を
支える知識や技術は、常に最新の情報と知見に基づ
いたものでなければなりません。相談事業開始から
6年を経て、パチンコへののめり込みをはじめとす
るゲーム及びギャンブリング関連問題の知的情報
を集積し、広く社会に還元する取り組みを開始する
ことに致しました。
現在までも、資料作成・出版活動事業として海外
文献の収集や内部資料として一部を翻訳してきま
したが、RSNの活動を発展させ、質的向上を図って
いくには、より多くの学術情報を集積する必要性が
あります。情報の蓄積と提供は、娯楽に関連する問
題についての学術情報が極めて乏しい我が国の状
況を改善する一助となると考えています。現在の資
料作成・出版事業を発展させ将来的には娯楽関連問
題に関する知的情報センターを構築したいと考え
ております。この事業に対し、個人・団体からのご賛
同およびご支援を広く募ることにしました。
現在RSNは相談事業を展開するための経費は皆
様のご支援により確保できておりますが、のめり込
み問題への対応に必要な関連事業に関する整備に
は未だ手を付けることができずにおります。まず
は、支援を募り、寄せていただいた善意を基金とし
て事業の拡充を図っていきたいと考えております。
本事業に興味を持たれ、支援をご検討いただける
方は、ぜひRSNまでご連絡ください。

NPO 法人三重ダルクが
活動報告書を発行
薬物依存者の回復支
援を行っている三重ダ
ルク（三重県）が活動報
告書を出版した。
報 告 書 で は、三 重 ダ
ルクが取り組む重複障
がいを持つ依存症者の
地域移行の実践に基づ
く成果と課題などがま
とめられている。
利用者からの聞き取
りや座談会など利用者
の生の声を多数紹介す
ることで、より具体的に活動を紹介している。
報告書に関する問合せ先は、三重ダルク059-2227510まで。

三重県精神保健福祉センター HP にて
西村代表の講演資料がアップされる
2月8日（水）に三重県とNPO法人三重ダルクの共催
で行われた依存症に関する講演会「依存症って何？」
にて西村代表が講演を行った。講演で用いた資料が、
三重県こころの健康センターのホームページにおい
て紹介されている。掲載資料では、依存症の基本的な
概念や、病的な依存に至るプロセスなどを紹介してい
る。興味のある方はご一読下さい。
http://www.pref.mie.lg.jp/KOKOROC/HP/yaku_net/

RSN に届いた寄贈品一覧（2 月 1 日から 2 月 29 日到着分）
到着日
2月 1日
2 月 10 日
2 月 14 日
2 月 17 日
2 月 22 日
2 月 22 日
2 月 22 日
2 月 22 日
2 月 27 日
2 月 27 日
2 月 27 日
2 月 27 日
2 月 28 日

品名（書籍名）
龍谷大学 矯正・保護研究総合センター研究年報 第 1 号
社団法人 日本遊技関連事業協会 広報誌 2 月号 第 250 号
重複障がいを持つ依存症回復者の地域移行に関する研究・報告
週刊アミューズメントジャパン 第 317 号
全日遊連 20 周年記念『遊報』DVD
月刊 遊技経済 2 月号 第 1281 号
レジャー情報 3 月号
娯楽産業 2 月号 通巻第 573 号
ぱちかる 4 月号 通巻 42 号
週刊アミューズメントジャパン 第 318 号
遊技通信 3 月号 No1389
月刊 アミューズメント ジャパン 3 月号 通巻 162 号
遊報 2 月号 No249

寄贈元
龍谷大学 矯正・保護総合センター
社団法人 日本遊技関連事業協会
NPO 法人 三重ダルク
㈱アミューズメント プレス ジャパン
全日本遊技事業協同組合連合会
㈱遊技経済
㈱レジャー情報新聞社
㈱娯楽産業協会
イープロジェクト㈱
㈱アミューズメント プレス ジャパン
㈱遊技通信社
㈱アミューズメント プレス ジャパン
全日本遊技事業協同組合連合会

RSN 紹介
☆

☆
☆
☆
☆
☆

※全国のギャンブリング、薬物、アルコール問題の回復支援施設10 ヵ所からニューズレターを頂きました。

• 新事業に関わる寄付のお願いをHP上で告知したところ、その直後から「詳しい資料がほしい」などの反響を多数頂き、個人、
団体の方々からご寄付をいただきました。皆様のRSNへの期待に沿えるよう、より一層努力していきます。 総 務 銘苅
• 受話器を上げた瞬間「バカヤロー」などと一方的に罵倒されてこちらが話する間もなく切られてしまう相談がまれにありま
す。こんな相談を受けた後は、散歩などで受けたダメージを回復させて次の相談を待つようにしています。 相談部 杉山
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情報掲示板
家族教室 / 相談
都道府県
宮崎県

名称

日程

主催

問合せ先

午後

宮崎県精神保健福祉センター

0985-27-5663

ギャンブル依存症者
毎月第 1 木曜日
の家族のつどい

13:30 ～ 15:30 宮崎県精神保健福祉センター

0985-27-5663

佐賀県

ギャンブル依存症・
毎月第 4 火曜日
家族教室

14:00 ～ 16:00 佐賀県精神保健福祉センター

0952-73-5060

山口県

ギャンブル依存症の まずは電話相談を
家族相談
ご利用下さい

山口県精神保健福祉センター

0835-27-3388

鳥取県立
精神保健福祉センター

0857-21-3031

鳥取県

依存症専門診療相談 毎月第１、3 月曜日

時間

ギャンブル依存症
「家族教室」

日時は
お問合せ下さい

愛媛県

依存症に関する相談 月～金

8:30 ～ 17:15 愛媛県心と体の健康センター

089-911-3880

三重県

依存症問題家族教室 毎月第 3 金曜日

14:00 ～ 16:00 三重県こころの健康センター

059-223-5243

滋賀県

家族交流会

毎月第 1 月曜日

13:30 ～ 16:00

滋賀県立
精神保健福祉センター

077-567-5010

4 月 1 日（日）
5 月 6 日（日）

13:00 ～ 15:30

認定 NPO 法人
ワンデーポート

045-303-2621

13:30 ～ 16:30

神奈川県
精神保健福祉センター

045-821-6937

薬物・アルコール・
毎月第 2 週から
ギャンブル等でお困
第 4 週の木曜日
りの方に

13:00 ～ 15:00

東京都立多摩
総合精神保健福祉センター

042-371-5560

アルコール・ギャン 原則として
ブル等家族講座
隔週金曜日

10:00 ～ 12:00

東京都立中部
総合精神保健福祉センター

03-3302-7430

ギャンブル問題
毎月第 3 金曜日
家族教育プログラム

14:00 ～ 16:00 雷門メンタルクリニック

ギャンブル研究会

18:30 ～ 20:00

神奈川県

家族セミナー
「ギャンブル依存の
新しい考え方」
依存症電話相談

東京都

北海道

毎週月曜日
（祝日除く）

毎月第 2・4 火曜日

北海道立
精神保健福祉センター

03-5828-3841
011-864-7000

セミナー等
都道府県

名称

沖縄県

依存の問題の支援に
携わる人たちの
勉強会 in 沖縄

神奈川県

依存の問題の支援に
携わる人たちの
勉強会

参加費

参加費
福井県

500 円

500 円

依存症を考える
セミナー

日程
2012 年
4 月 21 日（土）
事前申し込み必要
2012 年
6 月 3 日（日）
事前申し込み必要
毎月第 4 月曜日

時間

NPO 法人
10:00 ～ 12:00 リカバリーサポート・
ネットワーク

098-871-9671

ギャンブルに問題を持つ本人と家族は参加できません
16:00 ～ 17:30 神奈川県司法書士会館

048-796-7630

ギャンブルに問題を持つ本人と家族は参加できません
10:00 ～ 12:00 福井県精神保健福祉センター

RSN の東日本大震災の関連支援
①精神保健援助者向けの支援 被災され、家または職場、
採用予定の職を失った精神保健援助職の方々に、RSN の施
設（3DK）を緊急避難の滞在先として提供中。宿泊者の中で
相談研修プログラムを受ける方には、少額ですが臨時スタッ
フとして給与を支給いたします。
②遊技業界関係者向けのメール相談 被災された遊技事業
関係者およびそのご家族と、被災者支援、地域支援に関わっ
ておられる遊技事業関係者へ、E-mail による精神的ケアに
かかわる情報・実施方法などについて助言および情報提供。
相談専用 E-mail アドレス help@rsn-sakura.jp
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問合せ先

主催

さくら通信

第 59 号

月刊

0776-26-7100
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リカバリーサポート・ネットワーク
〒 903-0125 沖縄県中頭郡西原町上原 103 ルボワ YARA2F
電話＆ FAX 098-871-9671（事務専用回線）
お問い合わせや確認のお電話は事務用回線をお使い下さい。
相談専用回線 050-3541-6420
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