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ぱちんこ依存問題相談機関からのメッセージ

63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。

沖縄は一足先に真夏となり、猛暑が続いています。RSNの事業年度は、7月に始まり翌年6月に終わります。皆
さまのご支援により2011年度は無事に終了し、新しい年度を迎えることができました。RSNの活動も7年目に入
ります。2012年度もRSNへのご支援をよろしくお願いいたします。
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RSN News
【お知らせ】RSN啓発用ポスターが新しくなりました
パチンコ・パチスロ依存は︑

RSNは、毎年啓発用のポスターをより伝わり易いようにデザインや内容の見直
しを行っている。今回は、デザイン自体の変更はせず、文面のみ一部変更を加えた。
ポスターサイズは、A4判のみで、8月より配布を予定している。RSNのHP（http://
rsn-sakura.jp/）、全日遊連のホームページ（http://www.zennichiyuren.or.jp/）
からもPDF版はダウンロード可能。一人でも多くの問題を持つユーザーに情報が
届くように、貼付へのご協力よろしくお願いいたします。
今回の改定は以下の2カ所。
『パチンコ依存』→『パチンコ・パチスロ依存』
チェックリスト内
『負けを取り返そうとして、もっとお金を失くした』
→『負けを取り返そうとして、途中で止められなくなった』

【報告】西村代表

途中で止められなくなった

講演報告

パチンコ・トラスティ・ボード「第7回パチン
コ懇談会」
（6/21 東京）にて講演
パチンコ・トラスティ・ボード（PTB）
「 第7回パチン
コ懇談会」
（6月21日 東京）に於いて、RSN代表西村
が「パチンコ依存問題とは、何か?」と題して講演した。
RSNの活動説明やパチンコ依存問題について約１時
間の講演の後、質疑応答を行った。
参加者はパチンコ依存問題と直接関わる機会の少
ない方々が中心で、上手く伝えることができるか緊張
しながらの講演であった。一般有識者との意見交換を
行うことの重要さを感じた時間となった。PTB季刊誌
「クォ―タリ―・レポート」8月号にて、講演内容が全
文掲載される予定。
（RSN代表 西村）

ぱちんこ依存の相談は

ぱちんこ未来図研究会「第6回ホール向上委
員会 全体セミナー」
（7/11 東京）にて講演
ぱちんこ未来図研究会「第6回ホール向上委員会
全体セミナー」
（7月11日 東京）にて、RSN代表西村
が「パチンコ依存について」の演題で講演を行った。
諏訪東京理科大 篠原菊紀教授らが提唱する「健康
ぱちんこ」に賛同する遊技関連事業の経営者や従事
者の研修セミナーであったため、かなり専門的な話
であったが興味深く聞いていただけた。遊技業界の
セミナーは、普段聞けない話が多く、講演に行って
勉強させてもらえる嬉しさがある。何よりもパチン
コ産業に関わる方々の意見や感想を直接聴かせて
いただけることは、大変有難い。
（RSN代表 西村）

050-3541-6420

月～金 10時～ 16時（土日祝祭日除く）
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2012 年 6 月の電話相談のデータ報告
6月の相談件数は、102件でした。相談件数は先月よりわずかに増加しました。開設からの総相談件数は6,900
件を超え、7月中には7,000件を超える見込みです。相談者のデータでは、各項目とも先月と大きな変動はありま
せんが、4月以降20代本人からの相談が増加傾向にあります。
過去の相談データにおいても、春先から夏季に若年層の相談が増加しており、季節的な影響があると考えられ
ます。20代の若年層にとって、この時期は進学や就職による環境の変化が大きく、それを契機としたパチンコや
スロットへののめり込み問題が悪化しやすいと推測しています。環境変化のストレスは、ぱちんこ関連問題の背
景要因として、特に若年層において強い影響を与えているようです。

2012 年 6 月 1 日～ 2012 年 6 月 30 日 相 談 件 数 102 件
2012 年 4 月 1 日～ 2012 年 6 月 30 日 今年度累計 293 件 開設からの総件数
（2006 年 4 月～）6,933 件
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①相談回数…初回・複数回ともに先月とほぼ同数でし
た。今月はホール関係者より、RSN啓発用ポスター
に関する問い合わせが数件ありました。
②コーラー関係性…少数ではありますが援助職者から
の相談もお受けしました。
④コーラー年齢…4月以降20代本人からの相談が増加
傾向にあります(4月7件、5月12件、6月17件)。
⑤紹介先…相談されてくる立場や状況によって紹介先
は変化します。今月は、本人へGAを紹介するケースが
先月より11件減少しました。

☆ 相談員コラム 明日は良い一日になりますように
日常娯楽の特徴は、アクセスのしやすさ。パチンコは、それ
ぞれの生活リズムに合わせて参加しやすい遊びです。そのた
め相談者も、各々の遊技パターンに合わせるように相談につ
ながってきます。午前中は、専業主婦をしている妻や母親の立
場の方からが、昼休みの時間は本人の相談が多くなります。夕
方が近づくと愚痴やホールへの苦情が増えます。今日は昨日
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のような思いをしたくない…。今日もまた行ってしまった…。
こんなことをしていて不安だ…。もううんざりだ…。色々な人
が思い悩んでそれぞれの時間で電話をかけてきます。
時間や現実を忘れ遊ぶ、我に返るその一瞬にRSNの電話番
号を押してくれた相談者の声に、今日よりも良い一日が来る
ように願いながら、相談員は毎日耳を傾けています。

2011 年度（2011.7 ～ 2012.6）の活動報告
2011 年度の活動を振り返って

代表理事

西村直之

2011年度は、昨年3月11日の東日本大震災の影響に戸
惑いつつも、新たな可能性を模索する一年でした。日本
が未曾有の事態に揺れる中、変わらぬどころか、より一
層のご支援をいただき無事に新しい年度を迎えること
ができました。このような厳しい状況の中、ご支援いた
だいた皆様に御礼申し上げます。
2011年度の最も大きな出来事は、活動支援の母体が
ホール団体の組合である全日遊連から遊技関連産業14
団体からなるパチンコ・パチスロ産業21世紀会に発展的
に移行したことです。これにより、遊技産業をほぼ網羅
する団体との依存問題への対策への協働が可能になり
ました。活動支援金も年間800万円ほど増え、中長期的な
視野で事業計画を立てることが可能となりました。その
一方で、震災による医療・福祉領域の混乱や激しいパチ
ンコ・バッシングなどもあり、企画立案や人材の確保・拡
充が思うようにできず、事業の実施の遅延や見直しを迫
られ、その調整に追われ続けることになりました。
このような状況下ではありますが、電話相談は若干の

相談件数の減少はあったものの、毎月100件近い相談が
寄せられました。企画開催では、2011年度は、
「 新しい
支援の在り方と連携」をテーマに、ギャンブリング問題
に留まらず薬物やアルコール問題の新しい支援の在り
方を模索する人たちや活動と連携しながら、4回のセミ
ナーを開催することができました。このテーマは、2012
年度も引き続き取り組んでいきます。活動状況をより具
体的に伝えるために、ニューズレター（さくら通信）の頁
数を増やし、質の向上に取り組みました。ホームページ
は毎週更新し、新たに英文ページを追加しました。メー
ル相談の提供を予定しましたが、準備に手間取り今年
度の課題となりました。新たな事業として、パチンコや
ギャンブリング関連問題の知的情報を収集・分析し、提
供するサービスを立ち上げる準備を始めました。
遊技業界を取り巻く状況は刻々と変化していますが、
業界内の依存問題対策への注目と意識を高めることに
少しずつではありますが、寄与でき始めていると実感で
きた一年でした。

2011（平成 23）年度活動報告概要
①電話相談事業
電話相談事業は、相談専属2名、非常勤相談員1名、相談
指導（非常勤）1名、電話相談等データ解析兼電話相談補
助担当1名にて対応しました。非常勤相談員または相談
研修生は、募集を継続しています。相談日・相談時間は、
平日の午前10時から午後4時までと、現状を維持しまし
た。相談件数は、震災と6月のポスター配布の遅延によっ
て一時的な減少はありましたが、秋以降は相談件数が増
加し、1,128件（総相談件数6,640件）でした。昨年度よ
り57件減少しました。記録上で震災のキーワードが確認
できた相談が8件ありました。今年度は、相談形態の多様
化の一環として、メール相談を開設する準備を進めてい
ましたが、マンパワーの問題などあり、次年度に持ち越
しとなりました。また、相談ケースの事例集及び相談員
養成プログラムに利用できるテキストの作成、出張相談
会など直接相談の企画を立てましたが、これらも次年度
に再度実施を目指すことになりました。
電話相談の概要については、より詳しく解析した報告
書を作成し現在配布中です。RSNの電話相談の特徴は、
問題を持つ本人からの相談（初回相談のみ集計）が679
人（76％）、家族・友人からの相談が205人（23％）と、開
設以来高い本人相談比率を維持していることです。初回
相談者893人（79％）、複数回相談者138人（12％）と、毎
年新たな相談者が繋がっていますが、一度きりで相談

が終わってしまわないように対応を工夫しており、複数
回相談者が少しずつ増加しています。対応の改善によ
り、相談時間は30分未満が減少し、30分以上の長時間
の相談が増加しました。相談に繋がる情報入手の経路
は、ホール内に貼付しているRSNのポスターが最も多く
（568件64％）、次いでインターネット（127件14％）で
した。ホール内ポスターの貼付は、派手さはないもの確
実に問題ある人たちに情報を提供し、相談への窓口とし
ての役割を果たしています。
（ 相談データは2011年4月
から2012年3月で集計）

↑相談は常時3名体制で平日の午前10時から午
後4時まで対応しています。
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② 広 報・啓 発 事 業
広報・啓発事業として、毎月約700か所にニューズレ
ター「さくら通信」を送付しました。活動の内容や依
存問題の情報が伝わりやすいように、構成を見直し、
2011年11月号より頁数を8頁に増やしました。電話相
談のデータ、電話相談を元にしたケーススタディやオ
ピニオン、セミナーの概要、地域の相談機関の情報など
の記事を中心に構成しています。また、支援者の方から
PDF版での配信の希望があり、希望者にPDF版での配布
を開始しました。

家族教室、セミナーなどの最新情報を掲載しています。
年間約２万５千件のアクセスがあり、開設以来の総アク
セス数は11万件を超えました。

2011年8月には念願のカラー刷りの
リ ー フ レ ッ ト を 作 成 し ま し た（ 今 ま で
はコピー用紙に白黒印刷したものでし
た）。また、啓発用ポスターの全面改訂を
行い、新たに、自身の問題度を確認でき
るチェックリストを追加しました。ポス
ホームページは、毎週更新を行い、RSNの主催企画の ターについては、今年度もさらに改定を
広報に加え、各地域のギャンブリング問題の相談窓口、 加えて新しくなっています。

③企画開催事業
RSN主催セミナーを、全国4か所で開催しました（兵庫 支援に必要な安全網の構築の両面から望ましい企画の
県姫路市2011/11/23、鹿児島県鹿児島市2012/1/18、 在り方を模索しています。
神奈川県横浜市2012/5/13、三重県津市2012/6/9）。
新たな連携として、
震災の影響で県外セミナーの企画を延期し、年度後半
「ギャンブルの問題の
より開始しました。今年度は「新しい支援の在り方と連
支援に携わる人たち
携」をテーマに、ギャンブリング問題に留まらず薬物や
の勉強会」
（現「依存の
アルコール問題の新しい支援の在り方を模索する人た
問題の支援に携わる
ちや活動と連携しながら、セミナーを企画しました。
人 た ち の 勉 強 会 」）主
催の沖縄発足記念企
6月には、三重ダルクと共同で「依存問題 事例検討会」
画セミナー（沖縄県沖
を企画し、薬物依存問題の回復支援の現状と課題とRSN
縄市2011/8/27）、
「依
の電話相談の事例提示を組み合わせ、従来の回復支援か
存の問題の支援に携
ら一歩進むために必要な提言を行う試みを行いました。
わる人たちの勉強会」
2011年度からは企画内容を、①講演によるギャンブ
主催の依存問題基礎
リング問題総論の解説と電話相談の事例提示の組み合
講座（神奈川県横浜市
わせによるパチンコ依存問題に特化した企画②他の依
で毎月1回開催）への
存問題の回復支援活動と協働で現状の課題を提示する
開催協力を行いまし
企画の2つに整理しました。セミナー企画の主題毎に、企
た。
画内容を調整し、RSNの活動の広報と依存問題の回復

【西村代表 講演活動】
○2011年 9月23日
○2011年 11月13日
○2012年 2月 8日
○2012年 3月 9日
○2012年 3月14日
○2012年 6月21日

香川ダルク設立準備会主催
「絶望の淵から希望へ 生きていて良かった! ～薬物依存症からの回復～」にて講演
「福祉のトップセミナー in雲仙2011」
（社会福祉法人 南高愛隣会主催）シンポジウム
「薬物と高齢・障がい者の再犯にどう向き合うのか －新たな課題－」シンポジスト
三重県こころの健康センター、三重ダルク主催「依存症って何?」講演会にて講演
龍谷大学矯正・保護総合センター主催
第10回薬物依存症者回復支援セミナーにて講演
「沖縄における薬物問題と医療」
九州地区遊技業組合連合会 青年部会にて講演
「パチンコ依存問題への取り組みから見えてきたこと」
PTB「第7回PTBパチンコ懇談会」
にて講演「パチンコ依存問題とは、何か?」

【西村代表 執筆活動】
○「ギャンブリング問題のとらえ方」：書籍「生活支援カウンセリング入門」ファイナンシャル教育社（2011年）
○「強迫買い、買い物依存」：精神科治療学 第27巻06号 星和書店（2012年）
○「2011年度リカバリーサポート・ネットワーク電話相談事業概要」：全日遊連広報誌『遊報』6月号（2012年）
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④ 支 援・連 携 事 業
支援・連携事業としては、前年度に引き続き、厚生労働
省班研究「様々な依存症における医療・福祉の回復プロ
グラムの策定に関する研究」班分担研究「病的ギャンブ
リング（いわゆるギャンブル依存）の概念の検討と各関
連機関の適切な連携に関する研究」に研究協力者として
RSN代表西村と稲村理事が参加しました。
「依存の問題の支援に携わる人たちの勉強会」と連携
し、横浜での勉強会への協力と月1回の沖縄勉強会の開
催支援を開始しました。回復支援施設ワンデーポートと
の連携は継続しており、入り口としてのRSNから出口と
してのワンデーポートへの回復支援の道筋をつなげる
ため、ワンデーポートへの支援要請を微力ながら行いま
した。講演活動に関連し2012年2月の三重県こころの
健康センター /三重ダルク主催講演会での西村代表の
講演資料が、三重県こころの健康センターのホームペー
ジに掲載されました。掲載URL（http://www.pref.mie.
lg.jp/KOKOROC/HP/yaku_net/izonsyouttenani.pdf）

2012年3月14日に、九州地区遊技業組合連合会青年
部会員32名がRSN事務所に来訪され、相談の現場を見
ていただきながら活動の現状を説明しました。
全日遊連 全国理事会に於いて2011年度電話相談事
業活動の報告（2012/5/23）、警察庁生活安全局保安課課
長への活動状況報告（2012/5/24）をRSN代表西村が行
いました。

←視察に来訪され
た遊技業組合連合
会の方々へ、相談者
の傾向や特徴など
を相談員から説明
を行いました。

⑤研修活動事業
相談員の知識取得や相談技術向上を図るため、毎週内
部研修会を開催しました。2011年度は、通常の研修会
に加え外部講師を招き、講演と意見交換を行いました
（2012/3/19）。また、法テラス主催の法律講座など外部

主催の研修会に積極的に参加しました。
RSN研修・ゲスト用ルームを利用して「依存の問題の
支援に携わる人たちの勉強会（沖縄）」に月1回会場を提
供し、開催に協力しました。

⑥ 資 料 作 成・出 版 事 業
毎年3月末に1年間の電話相談データをまとめ、5月
に報告書を作成しています。2011年度報告書は、昨年
度までの報告書掲載データに加え、いくつかのデータを
追加し、より詳細な分析を行いました。電話相談事業報
告書は、1,200部印刷し配布しています。
RSNでは、従来から海外文献の収集や報告書の作成・
配布を行ってきました。日本のギャンブリング問題対策
の質的向上のためには、開かれた学術情報の集積と提供
が必要です。このため、今年度より娯楽関連問題に関す
る知的情報センターの構築を将来的な目標とし、情報収

集と海外文献の翻訳作業の事
業化に着手しました。この事業
のための、海外文献の収集と翻
訳、翻訳ボランティアの募集を
開始しています。

報告書はA4、58ページ。
希 望 さ れ る 方 はRSNま
でご連絡下さい。

⑦その他の事業
その他の事業としては、パチンコ関連業界誌や新聞等
の取材対応、NHK特集番組への取材協力、カジノ関連問
題調査の聞き取りへの協力などを行いました。
2011年3月11日の東日本大震災の翌日に開始した緊
急支援は現在も継続しています。支援内容は、
① 精神保健援助者向けの支援 被災され、家または
職場を失った精神保健援助職の方々にRSNの施設
（3DK）を滞在先として提供する。宿泊者の中で相談

研修プログラムを受ける方には、臨時スタッフとし
て給与を支給する。
② 遊技事業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メールに
よる精神的ケアにかかわる情報・実施方法などにつ
いての助言および情報提供を行う。
相談専用Eメール help@rsn-sakura.jp
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特集 : オピニオン

リカバリーサポート・ネットワーク

娯楽に潜む危険：

放置事故から子どもたちの命を守るためには

大人が遊技をしている間に、家や車の中に放置された子どもが危険に晒され、時に命を落としてしまう痛ましい
事件が後を絶たない。放置事故は、娯楽に関連して生じる問題のなかで極めて深刻な問題である。娯楽ユーザーの放
置行為をいかに防ぎ、人命が危険に晒されることのない娯楽そして娯楽場を確立するかは、娯楽産業に課せられた
課題であり、地域社会が娯楽産業に求める要請である。今回は、放置事故死を防ぐために、何が必要であるかを、相談
機関としての目線から提示してみたい。
■車内放置事故の現状

外出することが虐待であるという認識は乏しい。

現在放置問題発生の状況は、パチンコホールの車内放
置防止対策によって把握される実態報告から、その全体
像を推察することしかできない。自宅での放置により子
どもが火災で死亡する事件やRSNの電話相談にも子ど
もや在宅介護の老人を置いてパチンコに行ってしまう
という相談が寄せられており、把握された車内放置事故
件数は、娯楽に関連する放置行為の全体像からは氷山の
一角と考えなければならない。
パチンコホールの努力と対策により、5年間で168件、
208名の車内放置された子どもが車内で発見され事故
が未然に防止された（全日遊連 子ども事故未然防止事
案報告）。報告書からは、放置事故死が起きた近隣の地域
での未然防止件数が増加する傾向が読み取れる。事故が
起きると、その近隣地域のホールの防止対策が徹底され
るため、放置発見数が増加する。しかし、このことは放
置問題の深刻さも表している。死亡事故があれば、テレ
ビや新聞で大々的に取り上げられ、当然ホールでも子ど
も連れの来店者にはかなりの注意を配ることになる。そ
れでも、わざわざホールスタッフの巡回に見つかりにく
いところに駐車し子どもを放置するパチンコユーザー
が少なからず存在している。最悪の結果が生じても自分
の家族が犠牲にならない限りは行動の修正を行わない
ユーザーが、全国のホールの駐車場に今日も車を止めて
いるのである。

厚生労働省は「子ども虐待対応の手引き」の中で、
「親
がパチンコに熱中している間、乳幼児を自動車の中に放
置し、熱中症で子どもが死亡したり、誘拐されたり、乳幼
児だけを家に残して火災で子どもが焼死したりする事
件もネグレクトという虐待の結果であることに留意す
べきである」と放置を虐待と明確に定義している。

■放置事故が起こる背景には
放置事故の背景には、ユーザーの要因、遊技提供者側
の要因、社会的要因などが関係している。
子どもを放置することへの問題意識の薄い人たちや
家族。ただ、この人たちを無責任な人、道徳観念が足りな
い人と決めつけるのは早計である。問題意識の薄さに
は、与えられてきた教育や家族や地域社会の子育て支援
などのつながり、のめり込みによる冷静な判断力や危機
意識の低下などが影響を与えている。育児ストレスや
DVなど、強いストレスを抱えながらも、家族や地域から
関心を払われずに放置され、わずかな逃げ場としてパチ
ンコホールに通った結果の事件である場合もある。
遊技提供者側の問題としてはどうであろうか？娯楽
の楽しさを売るということは、現実の世界や時間を忘れ
てしまう危険を売っていることでもある。さらに、現世
界の忘却が起こりやすいような過度な演出は、放置事故
の危険を高めることになる。
社会全体の問題としても考えねばならない。車内放置
は事故ではなく、養育放棄（ネグレクト）という虐待であ
り、犯罪である。この虐待に対する地域社会の考え方も
また、放置問題に大きな影響を与えている。
■放置事故と虐待
子どもの放置は虐待である。しかし、日本では子ども
を車内放置することや家に子どもだけを残して大人が
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■電話相談では
RSN電話相談にも、幼い子どもを抱えた当事者からの
相談は多い。相談者の多くは、自分自身が抱える過度の
のめり込みによる金銭問題などへの関心は高いが、相談
者の行為が家族や子どもにどのような影響を与え、時に
子どもの命を危険に晒しかねないことなど、自分以外の
人への影響についての意識や関心は乏しい。
■パチンコホールでの取り組みの現状
全国のパチンコホールでは、車内放置防止ポスター
の店内貼付、店内アナウンスによる注意喚起、ホールス
タッフによる駐車場の定期的な巡回、子ども連れでの駐
車場への入場禁止などの対策を行っている。これらの対
策は、かなり徹底して行われている。この取り組みが放
置事故の未然防止につながっているのだが、自宅やパチ
ンコホール以外の駐車場に放置する人たちには、これら
の努力が届かない。
■子どもたちを守るために必要なこと
子どもたちは、社会の財産であり、地域社会全体で
守っていかなければならない。現在のパチンコホールの
取り組みは、全国で1万店舗以上が稼働している中で、死
亡事故を年1件程度の発生に抑止できていることから
も、その効果は高く、評価されるべきである。しかし、パ
チンコが子どもの放置を生み出しているという現実が、
この対策によって無くなるものではない。
遊技の娯楽性を減少させれば、車内放置事故の発生リ
スクは下がるかもしれない。しかし、娯楽性の減少は簡
単ではない。減少させたとしても放置発生のリスクはゼ
ロにはならない。このような不可避な問題に対し、パチ
ンコホールのさらなる問題意識の向上と従来の取り組
みの強化に加えて、地域社会にこの問題への対応の協力
を要請していくことが必要ではないだろうか。パチン
コホールが、ホールの敷地に留まらず、放置事故対策に
よって培ったノウハウを地域に還元することが重要で
あろう。ホールが、地域と一体になって放置する人たち
への介入を支援できれば、地域の虐待問題防止に大きな
役割を果たせると考えている。
子ども事故未然防止事案報告の詳細は全日遊連の
ホームページから閲覧できる。
h t t p : / / w w w. ze n n i c h i y u r e n . o r. j p / a s s e t s /
files/2012/04/child23.pdf

今月のトピック＆インフォメーション
新年度に伴う会員継続のお願いと
新規会員入会のお願い

西村代表 執筆論文掲載誌紹介

RSNは会員の皆さまのお力添えで無事2011年度を
終えることができました。新たに始まった2012年度
も変わらぬご支援の程よろしくお願いいたします。現
在、会員の皆さまには順次会員継続のご案内をお送り
しております。お手続きがお済みでない会員の方は今
一度ご確認ください。また、継続案内が届いていない
方はRSNまでご一報下さい。
また、RSNでは新規会員を随時募集しております。
年会費は正会員個人3,000円、団体3万円、賛助会員は
個人一口3,000円、団体一口3万円となっています。詳
しくはRSNのホームページをご参照下さい。お電話や
メールでのご連絡もお受けしております。

『強迫買い、買い物依存』

精神科治療学第27巻06号
特集 衝動制御の障害の鑑別と治療
星和書店 （2012年6月刊） 3,024円

衝動制御の障害の特集の中で、
「強迫
買い、買い物依存」のレビューを担当。
ギャンブリング問題と関連が深い領域
だけに、ギャンブリング問題に関わる
方もご一読を。
『ゲームやネットがやめられない』

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
日本評論社（2012年7月刊） 1,680円

中高生の身近に起こるメンタル系の
トラブルや危機への対処法を分かりや
すく専門家がアドバイスをするガイド
ブック。最近問題となっているゲーム
やネットへののめり込みについて、中高生にも解り
易く解説している。

RSN 広報活動 取材対応一覧
○2012年7月11日（水）
㈱ガイドワークス発行のパチンコ雑誌の企画「パチンコ
健康通信」の取材。同社発行の４誌に掲載準備中。
○2012年7月11日（水）
パチンコ・パチスロTV(スカイパーフェクTV759ch)の
番組「パチテレ!情報007」の取材。
放送予定日 7月31日 21:30 ～ 22:00

どちらも全国の書店または、出版元のホームペー
ジから注文可能。

今月ご来訪下さった方

ワンデーポート家族・支援者向け講演会
NPO法人ワンデーポート主催の家族・支援者向け
講演会「ギャンブル依存との向きあい方」が、2012
年9月17日（月）に愛知県名古屋市にて開催される
（RSN、三重ダルク他後援）。会場：ウインクあいち
901号室。時間：13：30 ～ 16：30。参加費2,000円。
○問合せ先 045-303-2621（ワンデーポート）

○2012年7月3日（火）
㈱ワンダフルクリーンの福地様が、
ご来訪されました。差し入れのお煎餅
は皆でおいしくいただきました。
気軽に立ち寄っていただくこと大
歓迎です。スタッフ一同甘いものには
目がありません！

RSNに届いた寄贈品一覧（6月1日から6月30日到着分）
到着日

品名（書籍名）

6月 4日

週刊アミューズメントジャパン

6月 5日

6月11日

遊報 5月号 No.252
一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会
設立10周年記念誌・DVD
週刊アミューズメントジャパン 第333号

6月13日

社団法人

日本遊技関連事業協会

娯楽産業

6月号

6月 8日

6月18日
6月21日

月刊

6月22日

ぱちかる

8月号

遊技報知

第418号

6月25日

遊技経済

レジャー情報

6月号

第334号

第1285号

全日本遊技事業協同組合連合会
一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会
vol.254

社団法人

日本遊技関連事業協会

㈱アミューズメントプレスジャパン
㈱遊技経済
イープロジェクト㈱
㈱レジャー情報新聞社

第335号

RSN紹介

☆
☆

㈱アミューズメントプレスジャパン
6月号

遊技報知新聞社

7月号
No.1393

㈱アミューズメントプレスジャパン

㈱娯楽産業協会

通巻44号

週刊アミューズメントジャパン
遊技通信 7月号

広報誌

通巻第577号

週刊アミューズメントジャパン

寄贈いただいた企業・団体名

第332号

㈱アミューズメントプレスジャパン
㈱遊技通信社

※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13 ヵ所からニューズレターを頂きました。

☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆

各部署からのヒトコト報告
• 会員の皆さまには先日、会員継続のご案内を発送致しましたので、ぜひ2012年度もご支援の程よろしくお願い致します。新
年度を迎えた総務部では、会計決算や、予算、理事会と総会の開催などしばらく忙しい日々が続きます。
総務部 銘苅
• 今月のオピニオンでは車内放置事故について考えてみました。これはホールだけの問題ではなく、地域全体で取り組むべき
問題と実感しました。お子さんを持つ相談者へは特に注意して相談に対応していきます。
相談部 杉山
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情報掲示板
家族教室 / 相談
都道府県

名 称

日 程

時 間

問合せ先

依存症専門診療相談

毎月第１、3月曜日

ギャンブル依存症者
の家族のつどい

毎月第1木曜日

13:30 ～ 15:30

宮崎県精神保健福祉センター

0985-27-5663

ギャンブル依存症・家
族教室

毎月第4火曜日

14:00 ～ 16:00 佐賀県精神保健福祉センター

0952-73-5060

家族教室

8月23日（木）

家族のつどい

8月21日（火）

13:30 ～ 15:30 長崎こども・女性・障害者
13:30 ～ 15:30 支援センター

095-846-5115

山口県

ギャンブル依存症の
家族相談

まずは電話相談を
ご利用下さい

山口県精神保健福祉センター

鳥取県

ギャンブル依存症「家
族教室」

日時は
お問合せ下さい

鳥取県立精神保健福祉センター 0857-21-3031

愛媛県

依存症に関する相談

月～金

三重県

依存症問題家族教室

偶数月第3金曜日

宮崎県
佐賀県
長崎県

午 後

主 催

0835-27-3388

8:30 ～ 17:15 愛媛県心と体の健康センター

089-911-3880

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

石川県

依存症教室

9月10日（月）

10:00 ～ 12:00 石川県こころの健康センター

076-238-5761

長野県

依存症家族グループ
毎月第2、第4木曜日
ミーティング

13:30 ～ 15：30 長野県精神保健福祉センター

026-227-1810

家族セミナー

8月5日（日）

13:00 ～ 15:30 認定NPO法人ワンデーポート

045-303-2621

依存症電話相談

毎週月曜日（祝日除く） 13:30 ～ 16:30 神奈川県精神保健福祉センター 045-821-6937

薬物・ギャンブル
問題家族セミナー

8月28日（火）

14:00 ～ 16:00 川崎市精神保健福祉センター

薬物・アルコール・ギ
ャンブル等でお困り
の方に

毎月第2週から
第4週の木曜日

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

毎回金曜日

10:00 ～ 12:00

東京都立中部
総合精神保健福祉センター

03-3302-7711

ギャンブル問題
家族教育プログラム

毎月第3金曜日

14:00 ～ 16:00 雷門メンタルクリニック

ギャンブル研究会

毎月第2・4火曜日

18:30 ～ 20:00 北海道立精神保健福祉センター 011-864-7000

神奈川県

東京都

北海道

044-201-3242

03-5828-3841

セミナー等
都道府県
沖縄県

名 称

日 程

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

8月18日（土）
500円

福井県

依存症を考える
セミナー

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
（RSN）

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
8

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）

依存問題支援のための
8月5日（日）
神奈川県 障害年金の活用方法
参加費

時 間

さくら通信
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