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ぱちんこ依存問題相談機関からのメッセージ

62号
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
さくら通信とは… 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。

一足早く梅雨入りした沖縄は、息が詰まるような湿度に覆われています。今月のさくら通信がお手元に届く頃に
は梅雨も明け、長い長い夏が始まります（夏も大変です。毎年10月まで熱帯夜が続き、暑さでパソコンが壊れます）。
不快な梅雨に負けず、RSNでは5月の横浜に続き、6月9日に三重県にて事例検討会を開催しました。現在RSNは、
従来の「依存症」の概念を、回復支援の支え手と受け手の両者の視点で
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立場から依存問題の回復支援の現状と課題について提言していただき
ました。

RSN News
【報告】全日遊連が「平成23年度 子ども事故未然防止事案報告」を発表
子どもの車内放置は最も深刻なパチンコ関連問題であり、パチンコ業界も
多大な努力を払い、事故防止に取り組んでいる。
全国のパチンコホールの組合組織である全日遊連が「平成23年度 子ども自
己未然防止事案報告」をまとめた。報告によると、昨年7月に石川県内のホール
駐車場で、車内放置による熱中症で幼児が亡くなるという事故が発生した。こ
れを受け、組合員ホールに対し、子ども連れでの駐車場への入場禁止、駐車場
の巡回等を徹底した結果、41件の事故を未然に防ぎ、51名の命を救うこと
ができたと報告している。
今回未然に防いだ事故のほとんどが従業員による駐車場巡回中に発見され
たもの。全日遊連は、今年度も引き続き5月から10月までの半年間を子ども事
故防止「強化月間」とし、7月、8月を「特別強化期間」と定めより巡回点検を徹
底するように組合員ホールに要請している。
「平成23年度 子ども自己未然防止事案報告」の詳細は、全日遊連HPから閲
覧が可能。http://www.zennichiyuren.or.jp/assets/files/2012/04/child23.pdf

【報告】6月9日「援助職者・関係者のための依存問題 事例検討会」：三重県津市
2012年6月9日（土）に三重県津市において三重ダルクを会場に事例検討会
を開催した（主催RSN、協力 NPO法人三重ダルク、依存の問題の支援に携わる
人たちの勉強会）。福祉、医療、司法、行政関係者など23名の参加があった。
当日は、RSN西村代表の講演「依存問題の支援の現状について」の後、三重ダ
ルク代表市川さんから、三重ダルクが関わる方の事例を通して回復支援におけ
る問題や望ましい支援のあり方などが提示された。続いて、RSN相談員の杉山
が、RSNの相談事例を紹介しながら、匿名電話相談という早期介入で見えてき
た現状と問題について説明を行った。
質疑応答では、依存問題への関わり方などについて、参加者と活発で有意義
な意見交換を行うことができた。

ぱちんこ依存の相談は

050-3541-6420

↑土曜日の開催にもかかわらず、多
くの方が参加した。遠くは東京や北
海道からの参加者もあった。

月～金 10時～ 16時（土日祝祭日除く）
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2012 年 5 月の電話相談のデータ報告
5月の相談件数は前月とほぼ同数の95件でした。相談の内訳も大きな変動はありませんでした。
少数ではありますが、ホールスタッフの方からも相談が寄せられています。
「毎日来店されるお客様は、店の立場
からすると有難いことではあるがやはり心配。その対応方法を知りたい」という相談内容でした。ホールのスタッフ
の方々から、お客様に対する不安を感じ相談が寄せられることを大変嬉しく思っています。問題への気付きと行動
が、問題解決の第一歩になるからです。RSNでは、遊技を提供する方々からの相談にも対応しています。

2012 年 5 月 1 日～ 2012 年 5 月 31 日 相 談 件 数

95 件

2011 年 4 月 1 日～ 2012 年 5 月 31 日 今年度累計 191 件 開設からの総件数
（2006 年 4 月～）
6,831 件
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ワンデーポート
医療機関（主治医戻し含む）
ギャンブラーズ・アノニマス
ギャマノン
その他
紹介先なし

ホール関係者 複数回答

7 2
2
1
1
1

2
1

8

3

20

23

10

2

n=79（初回のみ ） ①～②…各項目ともに先月と比較し大きな変化はあり
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☆相談員コラム

相談票の「お礼」欄にマル印

相談を受ける中で「ぱちんこに行きたくなったらまずは
RSNへ電話を下さい」と伝えることがあります。先日相談を
受けたＡさんはいわゆる専業主婦で、朝の家事が終わると
どうしてもホールに足が向いてしまいます。Aさんとは、
ホール開店時間の9時から、RSNの電話相談が開く10時ま
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ませんでした。

③性別…女性からの相談は、先月比で本人からの相談が
6件減少し15件、家族・友人では5件増加し16件と若干
の変化がみられました。男性からの相談は先月とほぼ
同数でした。
④コーラー年齢…件数は14件と少ないものの60 ～ 80
代の高齢の方からの相談がありました。高齢化が進む
中で高齢者の依存問題対策は重要な課題の一つです。

での過ごし方を一緒に探し相談を終了しました。そして、翌
日10時過ぎにＡさんから「今日は行かずにすみました」と
明るい声で電話がありました。
「夜勤明けの日は必ずホール
に寄る」という会社員のＢさんへも同様の提案をしたとこ
ろ、後日Ｂさんからもお礼の電話がありました。日頃は受け
ることのない「お礼」の内容が2件続いた5月でした。

特集

依存問題への介入と回復支援の新たな取り組み

「中毒」から「依存症」に言葉も概念も変わり、医学的な専門用語であった「依存症」も日常用語として広く使われる
ようになりました。言葉の広がりに伴って、
「依存症」の言葉が持つ意味も変化し続けています。この変化は、支援の
現場においても大きな影響を与えています。RSNでは、変わり続ける「依存症」概念に対して、回復支援の現場はど
のような視点で、何をするべきか、この新たな時代に向けて取り組むべき課題を共に考える企画を2012年5月横浜
市、6月三重県津市に於いて開催しました。今号の特集では、RSN、ワンデーポート、セレニティ・プログラム、三重
ダルクの取り組みを紹介し、依存問題への介入と回復支援の現状と課題について問題を提起したいと思います。

早期介入の取り組みと支援の多様化が必要
～ぱちんこ依存問題電話相談の現場から～

報告/RSN相談員
（NPO法人リカバリーサポート・ネットワーク）
RSNは、開設当初から「問題を持つ本人へ支援の情報 ンブリング行動が続きながらも支援を継続できること
を伝える」ことを重点に置き、ホールの中でも冷静にな は電話相談の強みの一つである。
相談窓口を広げれば、様々な段階での介入が可能とな
れるトイレに啓発用ポスターを貼ってもらうように各
ホールへお願いし続けている。その結果、問題を持つ本 る反面、多様な支援のあり方が求められるようになる。
人からの相談の割合が全体の76％を占めるようになっ 「依存症」という視点に固着せず、個々の問題行動の改善
に必要な現実的な支援の提供が必要である。
た（2011年度）。
依存問題に携わる多くの援助者が、依存問題を持つ当
○深刻化する前に相談につながった事例
事者は「自分からは相談してこない」
「自分から問題を持
つことを認めない」
「底つきが必要」などといった思い込
「やめようと思ってもつい行ってしまう
みを持っている。ところが、RSNの電話相談には、本人
自分は依存症でしょうか？」
から多くの相談が寄せられている。問題を持つ本人に情
報が届きやすく、相談しやすい窓口（電話相談）の設置に
20歳・男性・大学生
取り組んだ成果と考えている。相談者の多くは他の機関
スロットを始めて２年
週1～2回、月３万円
での相談経験がなく、RSNではどのような相談内容で
バイトの給料は全てスロット代
あっても丁寧に対応を心掛けている。特に依存相談によ
く見られる紋切型の対応や提案に陥らないように、個々
親に嘘をついてお金を
もらう事もある
の相談者の背景に沿った問題解決の提案を行っている。
相談電話の利用自体を、問題解決に向けた行動と評価
依存症ではないかという不安
し、電話相談が次の問題解決行動への動機付けとなるよ
うに対応を工夫している。また、やめる・やめないといっ
↑相談の窓口を広げた結果、問題が深刻化し表面
化する前に相談につながるケースが現れた。今ま
た白黒思考に相談員が囚われないようにしている。ギャ
で相談の現場には登場しなかった人たちである。

○ぱちんこ以外の問題が心配な事例
「年金を全てパチンコに
使ってしまう母親が心配」
相談者 57歳
対象者 83歳

○ぱちんこに行きながらも継続相談する事例
「ＧＡに参加するも改善しない
やめる方法が知りたい」

パチンコ・スロットは
60代から始めた

年金で一人暮らし

８年程前から
金銭問題が表面化

元気な高齢者

身の回りの物を質屋で
現金化してしまう
相談者に60万円
貸せと借金の
申し入れ

↑ぱちんこをとめるよりも、生活背景に沿った介
入を心がけている。このケースの場合、安全の確保
と生活破たんの防止を最優先に相談に応じた。

43歳 男性 会社員
頻度：週3～4日
金額：月10～15万円
パチンコ以外に競馬もする
Ｇ1レースは欠かさない
借金はないが貯金を切り
崩しながらの生活
複数回相談

強い罪悪感・不安感・
孤独感

ＧＡ数回利用

↑ぱちんこをやめられない、やり続けてしまってい
る状況の中でも相談につながる方が多くいるのも、
新たな特徴のひとつといえる。
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疾病概念で分けず、
ひとりの人として支援する
～ギャンブリング問題回復支援施設の現場から～

報告 / 中村 努 氏
（認定NPO法人ワンデーポート 施設長）
ワンデーポートはアルコール依存症の回復施設にヒ
ントを得て2000年に開設した。開設後2005年頃まで
ワンデーポートでは、ギャンブル依存問題を一律に「ギ
ャンブル依存症」とし、アルコール依存症や薬物依存症
と同じ病気であるとの思いで活動をしていた。
施設運営を行う中、知的障がいと広汎性発達障害を
併せ持つ利用者が登場した。この方はミーティングに
出ていても変化がなく、かえって具合が悪くなってし
まった。私の当事者としての経験がこの人には役に立
たなかった。依存問題に詳しい先生に診てもらうと、ギ
ャンブル依存症と診断されていたが、発達障がいの診
断を行っている先生に診てもらったところ、知的障が
いがあると診断された。
ワンデーポートでは、この方より以前に利用してい
た方々の中にもワンデーポートのプログラムでは変化
しない方々がいて、当時はそのことがよく理解できな
かったが、依存症概念を中心にした支援ではその人の
困難が見えないということがわかり、発達障がいから
アプローチすることの有用性を知った。とはいえ、ワン
デーポートは依存症の施設なので、発達障がいの支援
はできないと考えていた。そのため、当時は、入所時に
依存症と、発達障がいをはっきりと分ける必要がある
と感じていた。
しかし、その次にわかってきたのは、依存症か発達障
がいかは、明確な線引きができるわけではないという
ことだった。そして、概念でその人たちを見て支援する
こと自体に問題があるのではないかと考えるようにな
った。依存症か発達障がいかではなく、一人の人間とし
てその人を見なくてはいけないのではということに気
づいた。そうした気づきの中で、個々のニーズに応える
ためには、ワンデーポートだけで支援を組み立てられ
ないということに気づいた。現在は他の機関の協力を
得ながら個別支援を行っている。
劇的な回復の幻想を捨て、現実的な支援が必要。少し
ずつ失敗を繰り返しながら変化していくことに目を向
けることが大切である。
（2012年5月13日横浜セミナー講演より）

○軽度精神遅滞を持つ方への支援

司法書⼠

不動産屋
絵画教室

精神科クリニック

会 社

活動ホーム太陽

⾏政機関
⾃助グループ

就労⽀援センター

↑ワンデーポートでは他機関と連携することによって
さまざまな専門的な視点から、より多くの支援を得て
回復の可能性を広げている。

○ワンデーポートプログラムの流れ

ワンデーポートプログラムの流れ
・動機付け(当初のやる気は関係ない)
・問題の背景の⾒⽴て
・規則正しい⽣活
規則正しい⽣活

・医療機関での評価
医療機関での評価

(ギャンブルの問題以外の評価)

・就労
就労
・ボランティア

・⼿帳の取得(本⼈の意思を尊重して)
・⽣活保護の申請
⽣活保護の申請
・就労⽀援
・地域活動⽀援センターへの案内
・ボランティア活動
ボランティア活動

↑画一的なプログラムではなくその人にあったものを
提供している。そのため就労、自立する時期も人によっ
て変わってくる。

○ミーティング時に読み合わせしている文章
ワンデーポートは、ギャンブルで問題を起こしてきた人
たちが集まるセンターです。ワンデーポートプログラムは、
自分自身を見つめ、これからの人生をどう生きるか考える
ことが目的です。ワンデーポートにおいて要求されること
は、決められたルールを守り、過去と今の自分を見つめ「自
分らしい生き方」を考えることだけです。
ここに集まっている仲間は、ギャンブルという共通の問
題はあっても、1人ひとりの問題背景は違います。それぞれ
違いがあることを承知の上、ミーティングに参加してくだ
さい。なお、ミーティングで仲間から話されたことは、外部
に対して秘密とします。

ワンデーポートとは…
ギャンブルに問題がある人の回復支援施設として2000年に設立。入寮制の施設で共同生活を送りながら
問題に向き合う。3カ月の基礎プログラム後に就労プログラムがあり、入所平均期間は約1年となっている。
国内の依存関連施設の中では唯一「認定NPO法人」の認可を受けて活動を行う。これまでに約350名が利用
している。神奈川県横浜市瀬谷区相沢4-10-1 電話045-303-2621
HPアドレス http://www5f.biglobe.ne.jp/~onedayport/
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有効性が高いプログラムでも、
全ての人に適応はしない
～アルコール等依存問題回復支援の現場から～

報告 / 中山 進 氏
（一般社団法人セレニティ・プログラム）
私は当事者として相互援助グループから離れていく
仲間をなんとか助けたいと考えた。しっかりしたプロ
グラムを確保できれば回復率は飛躍的に伸びるだろう
と考えた。そこで改めてAA（注：アルコホーリクスアノ
ニマスの略 アルコール依存者のための相互援助グル
ープ）の歴史を学んだ。
AAは1対１のスポンサーシップ（注：仲間同士の助け
合い）でプログラムを伝えてきた。創設者の一人である
ビルは宣伝をして世界に広げようとした。もうひとり
の創設者のボブは人づてに伝えようとした。妥協案と
して一冊の本を書いて、プログラムを正確に書くこと
にした。それがビックブックと呼ばれる書籍である。
セレニティ・プログラムでは、このビッグブックを分
かりやすく視覚化・構造化したRD(注：リカバリーダイ
ナミクスの略)を用いて回復支援を行っている。最近、
活動を続ける中で、このRDプログラムではうまく行か
ない人が出てきた。例えば自閉的な場合。飲酒欲求が渇
望ではなく、自身のこだわりの中で飲酒している方が
いる。また知的に弱く、プログラムの概念を理解できな
い方もいる。
セレニティ・プログラムでは、ジャパンマック（注：ア
ルコール依存症のリハビリ施設）から依頼を受け、デイ
ケアでのRD実施を支援している。RDデイケアに通っ
ているのは、マックの中で比較的安定した人たちであ
る。RDプログラムに向かない人はマックの配慮でこち
らには来ない。一方、外部からRDデイケアを利用する
人もいる。外部から来る人のほうがフィルタリングさ
れていないので難しいケースが多いのが現状である。
アディクションに12ステップは有効であると考え
る。12ステップは、学校の教室で先生が生徒に教える
ように普通教育的である。これについて来れない人に
は個別の支援が必要ではないか。有効性の高いプログ
ラムであっても、すべての人に必ず効果があるとは言
えない。色々な支援があっていいと思う。
現在は、継続して12ステッププログラムを提供でき
るように努力している。一方でそれでは適応できない
人の支援もあわせて考えている。
（2012年5月13日横浜セミナー講演より）

○アルコールに依存するサイクル

↑このような過程を経る方には有効なプログラムも、そ
うでない場合は、別の方法での支援が必要になる。

◎リカバリーダイナミクス（RD）とは
RDは主として依存症回復支援施設（中間施設、リハ
ビリ施設、医療施設など）のために作られたプログラ
ムで、アルコール依存症者の相互支援グループ、アル
コホーリクス・アノニマス（AA）の同名テキスト（愛
称はビッグブック）と、そこに説かれている「12のス
テップ」を基礎としている。
RDは依存症に対する新しいアプローチではない
が、歴史的に充分な実績をもつ12のステップを回復
施設で使えるように翻案したという点では革新的な
プログラムであるといえる。
RDは現在、アメリカ、カナダだけでなく、イギリス
をはじめヨーロッパ諸国の施設でも採用され、大きな
成果を挙げている。特にアメリカ、ケンタッキー州で
はさまざまなタイプの10を超える施設でRDが実施さ
れている。なお、国内では、2012年中にいくつかの施
設でもRDが導入される予定。

- RDデイケアよりお知らせ RDデイケアでは日々行われているリカバリーダイ
ナミクスを、毎週土曜日だけで学ぶコースを8月から
新たにスタートする。通常のセッションと同様、リカ
バリーダイナミクス認定プロバイダーが担当して8月
から10月までの毎週土曜日全10回開催する。半年程
度のクリーンを持ち、回復への意欲がある方であれば
参加できる。問合せ先 RDデイケアセンター
電話03-3916-7878 E-mail rddc@japanmac.or.jp

セレニティ・プログラムとは…
依存症回復支援のプログラムであるリカバリー・ダイナミクス（RD）を国内の依存症治療、回復の分野に紹
介し、同プログラムの実施を希望する施設へ普及することを目的として2010年5月に設立。回復支援施設
でRDを伝えることのできる認定プロバイダーの認定研修会を開催する。
東京都板橋区大山西町35-2-102
電話 03-6909-5450 HPアドレス http://j.mp/srnpg
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利用者にとって安全で、
健康的で、
支持的な支援を

～薬物依存症からの回復を目的としたリハビリセンターの現場から～
報告 / 市川 岳仁 氏
（NPO法人三重ダルク 代表）
最近の三重ダルクでは、従来の回復プログラムの中心
であるミーティングを上手に使えない人が増えてきた
ように感じる。せっかくミーティングに参加してもう
まく分かち合いができず、そこから得られる変化に乏し
い。最近のミーティングは分かち合いではなく、個々の
報告会のようになっている。こういった人の中には薬物
が止まっても就労できない人も多い。
それはなぜか？この人たちはそもそも耳からの情報
が苦手で、ミーティングで話される仲間の言葉の理解が
うまくできていないことも多いようである。さらには、
他人の話を自分の話として置き換えて聞くことが苦手
だったりする。だから、社会の中でも他者とうまく共感
することができにくく、そのため個の自立に困難を抱え
るようだ。こうした背景には、重複障害の存在があるの
ではないだろうか。三重ダルクでは、“アディクトという
のは、薬物問題を持つ多様な人たちの集合体”としてみ
ている。
そう考えると、自助的（非誘導的）プログラムで回復し
やすい人と、そうでない人がいるのではないだろうか。
これら、非誘導的ミーティングを利用して回復できな
い人向けの、ミーティング以外のプログラムがないのは
問題だ。アディクトの課題はすべてアディクションによ
るもの、という理解がこのような状況の背景かもしれな
い。さらに、就労自立こそが回復という雰囲気もそれに
追い打ちをかける。
このような中、三重ダルクでは思い切ってミーティン
グ以外の支援も取り入れてみた。具体的には、午前と午
後をそれぞれ２つのセッションに分け、午前は、視覚に
訴えるミーティングと通常のミーティングを、午後は、
社会性・公共性の獲得を目指したプログラム（責任・分担
などを学ぶお弁当屋さんと、他者への配慮などを学びつ
つもプレッシャーのないカラオケなど）を行っている。
これにより、個人的な生活習慣の改善と、社会性、公共
性の獲得を目指す。また、就労自立が困難なメンバーの
地域参加の機会づくりとして、農業や漁業との連携のも
と、障害者枠とは別の雇用を創出している（東紀州プロ
ジェクト）。
現在の三重ダルクでは、利用者に一律にミーティング
に出席してもらうのではなく、その人にとってどこが安
全で、健康的で、支持的な場所なのかということを考え
て支援するようにしている。したがって、今後の支援に

は自分たちの施設だけでなく、他機関との連携がますま
す必要になると考える。また、専門的スキルを持ったス
タッフを雇ってもいいと思う。加えてスタッフの教育も
必要だろう。三重ダルクのスタッフには依存問題だけで
なく、ぜひ社会学や経済学、芸術や文化など幅広く学ん
で欲しいと思っているところだ。
（2012年5月13日横浜セミナー、6月9日三重事例検討
会講演より）

○三重ダルクプログラムの流れ
We can

Recovery

Be

⽣活訓練
GH
就労継続

Discovery
GH

Do

GH

↑三重ダルクでは利用者に対し、生活訓練を行いなが
ら公共性も重点を置いている。一般就労が難しい場合
は、三重ダルクが雇用を創出するプロジェクトに参加
する。

○三重ダルクで提供しているプログラム

ブレインストーミング
ブレインスト
ミング、ビジュアルワ
ビジュアルワーク
ク、畑など
畑など

カラオケ、バンド、卓球、⿂釣りなど

グループミーティング
グル
プミ ティング、ギャンブルミ
ギャンブルミーティングなど
ティングなど

Ｂ型事業所 Doでの就労訓練作業、畑など

↑従来のミーティングは残しつつも、ミーティングに
対応できない人のために視覚に訴えるプログラムを準
備した。午後も状況に応じてプログラムを選べる。

三重ダルクとは…
薬物依存症からの回復を目的としたリハビリ施設として1999年3月に設立。薬物をやめたい願望があれ
ば誰でも利用できる。心とからだのケア、社会スキル訓練から学業復帰、就労までをサポートしている。利
用には入寮と通所がある。また、地域の人たちの協力を得ながら農業などの雇用にも取り組む。
三重県津市栄町3丁目130 電話 059-222-7510 HPアドレス http://miedarc.com/
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今月のトピック＆インフォメーション
全日遊連全国理事会と警察庁に於いて
RSN 活動報告を行う
5月23日に行われた全日遊連理事会（第一ホテル東
京）に於いてRSN西村代表が2011年度電話相談事業
活動の報告を行った。理事会後の記者会見にも出席
し、活動概要の報告を行った。
翌5月24日には、原田實全日遊連理事長とともに警
察庁生活安全局保安課を訪問し、古谷洋一課長へRSN
の取り組みを説明し、2011年度の活動報告を行った。

RSN 広報活動 取材対応一覧
○2012年5月23日（水）
社団法人日本遊技関連事業協会 広報誌「日遊
協」の企画にて取材 掲載準備中。
○国立国会図書館へ「2011年度 ぱちんこ依存問題
電話相談事業報告書」を寄贈

RSN へのご寄付の御礼
○2012年5月31日（木）
株式会社 ワンダフルクリーン様
RSNへのご寄付ありがとうございました。

ワンデーポートが
「ギャンブル依存との向きあい方」
を出版
ギャンブル依存問題に取り組
む 認 定NPO法 人 ワ ン デ ー ポ ー
トが新たな書籍を出版した。出
版を記念して書籍内容を解説す
る講演会を下記日程で行う。
日時 7月16日（月・祝）
時間 13:30 ～ 16:30
場所 市民会館うらわ（埼玉県）
参加費 1,000円
申込先 045-303-2621
（ワンデーポート）まで

西村代表の執筆活動
（大変です…）
○2012年7月刊予定
こころの科学増刊「中高生のためのメンタル系サ
バイバルガイド」にて「ゲームやネットがとまらな
い」執筆。
○2012年6月19日発行
精神科治療学 第27巻6号
「衝動制御の障害の鑑別と治療」にて「強迫買い、買
い物依存」執筆。
○全日遊連広報誌「遊報」6月号
「2011年度RSN相談事業概要」執筆。

RSNに届いた寄贈品一覧（5月1日から5月31日到着分）
到着日
5月 1日
5月 1日
5月 1日
5月 1日
5月 1日
5月 7日
5月 7日
5月 9日
5月14日
5月14日

品名（書籍名）
寄贈いただいた企業・団体名
遊報 4月号 No.251
全日本遊技事業協同組合連合会
遊技通信 5月号 No.1391
㈱遊技通信社
遊技ジャーナル 5月号
㈲遊技ジャーナル社
週刊アミューズメントジャパン 第327号
㈱アミューズメントプレスジャパン
Amusement Japan PLUS1 Vol.26
㈱アミューズメントプレスジャパン
週刊アミューズメントジャパン 号外
㈱アミューズメントプレスジャパン
週刊アミューズメントジャパン 第328号
㈱アミューズメントプレスジャパン
全日遊連20年史 パチンコホール組合60年の歩み 総親和
全日本遊技事業協同組合連合会
社団法人 日本遊技関連事業協会 広報誌 5月号 第253号
社団法人 日本遊技関連事業協会
週刊アミューズメントジャパン 第329号
㈱アミューズメントプレスジャパン
病的ギャンブリング（いわゆるギャンブル依存）の概念の検討と
5月15日 各関係機関の適切な連携に関する研究
北里大学医学部精神科学
平成23年度 分担研究報告書
5月18日 娯楽産業 5月号 通巻第576号
㈱娯楽産業協会
5月18日 月刊 遊技経済 5月号 第1284号
㈱遊技経済
5月18日 PTB Quarterly Report Vol.4
一般社団法人 パチンコ・トラスティ・ボード
5月21日 週刊アミューズメントジャパン 第330号
㈱アミューズメントプレスジャパン
5月23日 遊技報知 第417号
遊技報知新聞社
5月23日 レジャー情報 6月号
㈱レジャー情報新聞社
5月28日 遊技通信 6月号 No.1392
㈱遊技通信社
5月28日 週刊アミューズメントジャパン 第331号
㈱アミューズメントプレスジャパン
5月28日 Amusement Japan PLUS1 Vol.27
㈱アミューズメントプレスジャパン
5月30日 本人・家族・支援者のためのギャンブル依存との向き合い方
認定NPO法人 ワンデーポート
※全国のギャンブリング、薬物、アルコール問題の相互援助グループ・回復支援施設16 ヵ所からニューズレターを頂きました。

RSN紹介

☆
☆

各部署からのヒトコト報告
• 電話相談をお受けしているRSNでは皆緊張感を持って仕事をしています。そんな中、皆様から頂く差し入れがほっとその場
を和ませてくれます。先日は支援者の方から頂いたお菓子を囲んでティータイム。差し入れ大歓迎です。
総務部 銘苅
• 三重の事例検討会は、日頃行っている相談業務を改めて見直す良い機会となりました。そして終了後の三重ダルクの方々は
じめ支援者のみなさまとの楽しいひと時にも感謝。それにしても松坂牛の焼き肉、おいしかった～。
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

時 間

依存症専門診療相談 毎月第１、3月曜日

午 後

主 催

問合せ先

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・
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

毎月第4火曜日

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 偶数月第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

偶数月第1月曜日

10:00 ～ 12:00

滋賀県立
精神保健福祉センター

077-567-5010

7月1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

家族セミナー
「ギャンブル依存
との向きあい方」
神奈川県

依存症電話相談

毎週月曜日
（祝日除く）

薬物・ギャンブル
問題家族セミナー

東京都

北海道

7月24日（火）

14:00 ～ 16:00 川崎市精神保健福祉センター

044-201-3242

薬物・アルコール・ギ
毎月第2週から
ャンブル等でお困り
第4週の木曜日
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
ブル依存症問題
家族講座

10:00 ～ 12:00

東京都立中部
総合精神保健福祉センター

03-3302-7711

原則として
金曜日

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

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

日 程

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
参加費

依存問題と
神奈川県 障害者就労支援
参加費
福井県

依存症を考える
セミナー

7月21日（土）
500円

10:00 ～ 12:00

16:00 ～ 17:30

依存の問題の支援に携わる
人たちの勉強会

098-871-9671

（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

048-796-7630

（浦和まはろ相談室）

事前申し込み必要（依存の問題を持つ本人と家族は参加できません）

毎月第4月曜日

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

事前申し込み必要（依存の問題を持つ本人と家族は参加できません）

7月1日（日）
500円

時 間

さくら通信

第62号

2012年6月25日発行

0776-26-7100

月刊

発行
特定非営利活動法人 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）
Email: recovery-support-net@theia.ocn.ne.jp
http://rsn-sakura.jp
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。

