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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。

あっという間に一月が去り、沖縄ではヒカン桜とひまわりが満開になっています。皆様の支援を頂き1月末に認定
NPO法人の仮認定が承認されました。まずは、第一段階を終え、ほっとしています。ご支援頂いてきた皆様には厚く
御礼申し上げます。既にほぼ本認定申請の条件は整えており、今年度の決算が承認されれば速やかに本認定の申請
を行う予定です。本認定を目指し加入のお願いをしております賛助会員にたくさんの方に加わっていただき、賛助
会員数は既に300名を超えました。また寄付や支援も増え、大変ありがたく思っています。
電話相談は、年末・年始にも関わらず（例年は相談件数が減少します）250件を超え、2月1日には今年度の総相談
件数が2,000件を超えました。昨年度の総相談件数が約1,200件でしたので、
CONTENTS
倍以上の増加ペースです（ここ半年だけ見れば3倍近くになっています）。とに
P1・・・・・RSN News
かくできることをやる！今はこれしかないようです。相談業務に追われながら
P2・・・・・RSN月次データ報告
も、2012年度の相談事業報告書の作成準備に加えて2011年度報告書の英語
版作成や情報共有サービスの提供など新たな取り組みの準備を進めています。 P3 ～ 4・・ケース紹介
P5 ～ 6・・横浜勉強会報告
相談員以外にもボランティアを求めています！ 代表理事 西村 直之
P7 ～ 8・・トピック＆インフォ

RSN News
【報告と御礼】
認定NPO法人仮認定承認！

昨年9月に申請を行っていた認定NPO法人の仮認
定が1月28日に沖縄県より承認されました。仮認定に
より1月28日以降の寄付、賛助会費につきましては、
税控除の対象となります（RSNのHPに控除試算の計
算用ページを準備中です）。今年度の決算承認（9月予
定）後に、本認定の申請を行う予定です。

【報告】 みらいファンド沖縄タイフーンfm
ラジオ出演（2013/1/24）

2013年1月24日に沖縄のNPOや社会貢献活動を支
援する「みらいファンド沖縄」のラジオ番組に沖縄県
遊技業協同組合石垣博道専務理事と西村代表が出演。
テーマは「ぱちんこ依存問題相談」。タイフーンfmの
HPよりポッドキャストでダウンロード可能
（http://
www.fmnaha.jp/podcast_detail.php?program_
id=33）。

2 ～ 3 月の活動予定
（詳しくは P7 に）

○取材・視察予定

3件

○思春期・青年期のこころの健康について考える講演
会（主催：京都市こころの健康増進センター）講演
（3/6）

ぱちんこ依存の相談は

【報告】パチンコ・パチスロ産業21世紀会・
パチンコ・パチスロ産業賀詞交歓
会出席（2013/1/29）
2013年1月29日（火）東京の第一ホテルにおいて、パ
チンコ・パチスロ産業21世紀会が開催された。RSNの
支援について、現在の21世会との業務委託契約が発展
的に解消され、今後は各団体が業務委託、活動助成、寄
付、会費等の方法を個別に選択し支援することが承認
された。同ホテルで、パチンコ・パチスロ産業賀詞交歓
会が開催され、西村代表が来賓として挨拶を行った。

【報告】沖縄県統合リゾートシンポジウ
ムにて講演（2013/2/6）
2013年2月6日に沖縄県主催の統合リゾート（IR）シ
ンポジウム（宜野湾市）において、西村代表が「日本の
ギャンブリング問題について」と題し基調講演を行い、
その後シンポジストとして参加した。IR推進法がにわ
かに現実味を帯びる中で、ギャンブリング問題へ取り
組むための課題等について意見を述べた。
○パチンコホールイノベーションフォーラム2013（3/19）
（主催：
（株）綜合ユニコム）パネルディスカッション
○播磨社会復帰促進センター（民間刑務所）にて講義
（3/27）

050-3541-6420

月～金 10時～ 16時（土日祝祭日除く）
1

ぱちんこ依存問題相談機関 特定非営利活動法人

リカバリーサポート・ネットワーク

2012 年 1 月の電話相談のデータ報告
昨年11月以降、減少傾向にあった相談件数は1月に入り一転、増加しました。1月の相談件数は273件となり、先
月より35件増加しました。新年の相談初日には24件の相談が寄せられ、予想していなかった事態に相談員も少々
戸惑う仕事始めとなりました。この時期の相談者の特徴は、
「来年は…」
「今年こそは…」とやめる決意をしたが思い
通りにいかず、問題を再認識し、RSNへ相談されてくる方が多いことです。当事者にとって年末年始は自身の問題
意識や改善意欲が高まる時期のようです。また本人からの相談が増加したことが、1月の相談件数の増加に結びつ
いたようです。初回相談212件の内訳を見ると、本人からの相談が9割を超えていました（本人からの相談が9割を
超えるのは開設以来初めてです）。相談者のなかには「どこのホールでもポスターが貼ってあるので電話した」とい
う方もおられ、ホール内ポスター貼付は啓発という一面だけではなく、何度となく啓発用ポスターを目にすること
で相談する事への抵抗感を和らげるという効果もあることがうかがわれます。
今年度相談件数は、2月1日（金）に13件の相談が寄せられ、2000件を突破しました。

2013 年 1 月 1 日～ 2013 年 1 月 31 日 相 談 件 数 273 件
2012 年 4 月 1 日～ 2013 年 1 月 31 日 今年度累計 1,996 件 開設からの総件数
（2006 年 4 月～）8,636 件
① 相談回数

③ 性

② コーラー関係性
n=273

間違い・無言・
問い合わせ
40（14%）

家族・友人
18（18%）

本人
194（92%）

初回
212（78%）

複数回
21（8%）

本人

n=212（初回のみ）

別

n=194（初回のみ）
男性
女性
152（78%） 42（22%）

家族・友人
男性
3（17%）

n=18（初回のみ）
女性
15（83%）

① 相談回数…初回相談212件（78%、前月80%）、複数回21件（8%、同8%）、間違い・無言・問い合わせ40件（14%、
同12%）でした。問い合わせの主な内容はRSNの活動内容に対するものでした。
② コーラー関係性…初回相談212件の相談者関係性内訳は、本人194件（92%、前月89%）、家族・友人18（18%、
同11%）でした。10月以降本人比率は8割を超え高い状態が続き、今月の本人比率は過去最高となりました。
③ 性別…本人性別は男性152件（78%、前月＋14件）、女性42件（22%、同＋10件）でした。男女とも増加しました。

④ コーラーの年齢
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④ コーラー年齢…本人からの相談では30代（前月と同
数）を除くすべての年代からの相談が増加しました。特
n=212（初回のみ ）
に10代からの相談増加が目立ち、月10件を超える相談
援助者
合 計
が寄せられたのは初めてです。
0
132
⑤紹介先…紹介先はギャンブリング問題の解決だけでは
0
1
なく、対象者や相談者が抱えている問題や二次的な影
0
21
響を考慮し複数の機関を紹介する場合もあります。ま
0
1
た社会資源を利用することが難しい場合などには、書
0
8
籍紹介もしています。
0
4
⑥ 経路…初回相談212件の内132件（62%）がホール内ポ
0
30
スターを経由して相談につながっています。その他の
0
15
経路では、警察からRSNを紹介され相談につながった
0
212
方もおられました。

ケース

相談電話の向こうから（その1）
2月に入ったその日に今年度（2012年4月～）の相談件数が2,000件を超えました。相談件数が増
加すると、相談内容の幅も広がります。これまでさくら通信では、ケーススタディや特集『RSN相談
現場の実際』という形で、相談電話の内容の一部を紹介してきました。多様な相談者の中には、話を
するだけで自ら答えを考え出す方や電話相談ではどうにもならない内容を繰り返し相談される方
もいます。そのため、一つのまとまったグループとして誌面で紹介するのは簡単ではありません。そ
こで、今月号からは『電話相談の向こうから』と題し、対応が上手くできたケース・できなかったケー
スも含め、印象に残ったり、考えさせられたりしたケースを相談員の目線から取上げて紹介してい
きます。なお、提示したケースの内容は、相談者が特定できないよう一部加工してあります。

ケース1： ホール従業員（20代）
「ホール従業員からの相談」
相談者： Aさん

20代

男性

専門学校生

ホールでアルバイトをしているAさん。現在は専門学校に通いながら、一人暮らしをしている。パ
チンコが好きで、19歳の頃からホールに通っている。2年前から週3日ホールに勤務し、休日はパ
チンコをして過ごす。1年程前から遊技頻度や使用金額が多くなり依存症ではないかと不安を感じ
ている。借金は無いが、家賃や水道光熱費の支払いが遅れることもある。パチンコをやめるために、
他の趣味を探したり、休日の過ごし方を変えてみたり工夫はしているが、結局パチンコをしてしま
う。ホールで働いていることもあり、新台入れ替えや大当たりしているお客様を見ると、遊技したい
衝動に駆られる。やめたいと考えている一方で遊技してしまう自分がいる。考えていることと行動が伴わない。自分
自身の行動をコントロールできないのが怖い。やめるためにはバイトをやめた方が良いのか？何か良い方法があれ
ば知りたい。

ＲＳＮ相談員の対応…
RSNの電話相談には、過去にホールで働いていた方やＡさんのように現在ホールで働いている方からの相談が少
なからずあります。Ａさんは、ホールで働き始めてから、パチンコ遊技頻度が増え金銭への影響が生じ、優先すべき
支払を後回しにするという金銭管理への影響が出始めています。経済基盤の弱いＡさんには、支払の遅れが次月の
生活への大きな負担へとつながり、一度の支払いの遅れをきっかけに問題が短期間で増大してしまう懸念がありま
す。相談員はＡさんの生活を維持するためにパチンコから距離をとることを優先に考えながら、これまで行ってき
た自己改善の取り組み内容について、良い変化があったこと、効果がなかったこと、遊技したくなる理由や要因につ
いて振り返りながら整理し、Ａさんと一緒に今後の改善すべき点について考えました。
相談員よりＡさんへの提案
Ａさんの行ってきたこれまでの改善を支持しながら継続した取り組みを続けるよう提案するとと
もに、Ａさんにはアルバイト先を変えることを提案しました。パチンコをやめるためにはパチンコか
ら離れることが大前提となりますが、Ａさんの生活は、ほぼ毎日パチンコと接しています。ホールから離れたアル
バイトを探し、生活自体に変化をつけるようにＡさんに伝えました。これまでの生活では身の回りのことや学業
に関しても特に問題はなく、早期に相談につながったＡさんには自己改善を主とした提案をしました。
相談員の悩みどころ・感じる事
ホール従業員の方からの相談では、
「ホールで働いているのに…」
「啓発用のポスターを貼付けしている自分が…」
という立場からRSNを利用することに抵抗がある方が多いようです。またＡさんのような若年者のアルバイトであ
れば、仕事から離れるといった提案をしやすいのですが、家族を抱えている方は仕事から離れることで家族の生活
が成り立たなくなってしまうため、提案に戸惑いを感じます。今後はユーザーへの啓発はもちろんのこと、ホールが
従業員への啓発を行う必要性があると感じています。ホールで働くことのリスクに関しての従業員研修等も必要な
のかもしれません。娯楽の提供をする従業員の生活が破たんしてしまうことに相談員は複雑な思いがあります。
◎ちょっとだけ西村代表のコメント
ホール従業員には、パチンコが好きな人が多く、ホールは従業員自身がのめり込み問題を抱える危険が高い職場
です。また、ぱちんこののめり込みによって職を無くした人がホールに就職していることも少なくありません。カジ
ノなどでは、従業員の依存問題への防止のための研修や早期発見の対策などが、健康管理と不正防止のために必須
となっています。娯楽が健全であるためには、従業員の依存問題対策は重要な課題です。
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ケース2： 転職を繰り返す人（30代）
「パチンコで生活できる気がして転職を繰り返す人からの相談」
相談者： Bさん

30代

男性

無職

20歳の頃からスロットを始めたBさん。借金返済に行き詰り28歳のとき弁護士に相談し、自
己破産した。自己破産後1年程は我慢してやめていたが、30代に入り再びホールに通い始めた。給
料のほとんどはスロットに使ってしまい、生活が成り立たない。パチンコ関連雑誌の「必勝法・攻略
法」
「スロットで生計を立てている」といった記事を読むと、自分もスロットで生活できるのではな
いかと思い、先月には仕事をやめてしまった。そのため、生活は困窮している（過去も転職を繰り返
し、理由は毎回同じ）。近いうちに仕事が見つからないと、生活は破綻してしまう。両親とは疎遠で、現状はまったく
相談していない。スロットで生活するのはやはり難しいのでしょうか？やめた方が良いのでしょうか？

ＲＳＮ相談員の対応…
相談員はＢさんのこれまでの生活状況について詳しく聞き、転職が多く、これまで最長で2年程しか続いていない
ということがわかりました。転職の理由は、毎回スロットで生活ができるのではないかという思い込みからです。通
常、問題を抱えた方は「収入がなくなること」
「借金ができなくなること」を最も避けようとします。収入がなくなれ
ば、スロットができなくなるからです。しかしＢさんは毎回同じ行動を繰り返しては、生活が困窮してしまい、その
結果スロットもできなくなっています。転職理由にスロットというキーワードは出てきますが、生活破綻の原因は、
スロットを遊技することよりも、仕事が続かず、嫌になってくると「スロットで生活する」という空想の世界に逃げ
込んでしまうことが第一の問題のようです。やめたいけどやめられない、やり続けるから問題が起きるといった、い
わゆる依存問題とは少し違ったケースのようです。Bさんは、スロットの収入で生活することはできないことが、何
度失敗しても認識できず、学習できていません。相談員はＢさんのこれまでの生活状況、仕事の取り組み方等を整理
し、Ｂさんの自身の問題や状況を認識する能力が乏しいこと、年齢からみた生活能力が低いことに注目しました。Ｂ
さんの抱えている問題と背景について、より詳しく評価してもらう必要があることを説明し、公的な相談機関を紹
介しました。
相談員の悩みどころ・感じる事
Ｂさんの相談では、紹介した相談機関で自身のことをしっかりと相談できる力があるか心配になるこ
ともしばしばです。できれば家族の方に専門の相談機関を利用してもらい、幼少期、学生時代の生活を把
握して相談することが望ましいのですが、Ｂさんの場合は家族との関係が疎遠になっており、関係性も
悪いため協力があまり期待できそうにありませんでした。
Bさんのようなケースでは、スロットをしているという理由だけでGA（ギャンブラーズ・アノニマス）
のような相互援助グループを紹介しても問題の解決にはつながりません。電話相談ではＢさんがどのような問題を
抱えていて、なぜそのような問題が起きているのか、依存の問題なのか、その他の問題があるかを整理しながら対応
しています。問題が複雑なケースも多く、電話相談の対応の限界を感じることもあります。
◎ちょっとだけ西村代表のコメント
Bさんの場合は、背景に軽度ながら知的発達の問題があるように感じられます。軽度の発達障碍かもしれません。
相談内容も、問題意識や危機感が希薄で、明らかにピントがずれています。Bさんの相談がピントがずれて深刻さに
欠けていることは問題への否認のためではなく、問題そのものが認知できていないと捉えたほうが良さそうです。
相談員は、①スロットで生活することは不可能であること②仕事が続かないことが問題であること③仕事が続かな
い背景問題について専門的な評価を受けることを伝えています。生活再建のため、背景問題を踏まえた就労支援の
公的サービスが利用可能であることも伝えておくことが望ましいでしょう。
障碍者の就労支援サービスが全国に広がり、サービス拠点も多く、利用しやすい社会資源となっています。パチン
コやスロットの問題を持つ人の中には、様々な背景問題により就労を持続できず、社会的な孤立を深めていること
が少なくありません。パチンコのような日常的な行動から生じる”不適切な習慣”を改善していくためには、対人関
係の構築能力や自立能力の評価と、その問題の背景に目を向けた生活支援が、重要な鍵となります。依存と決めてか
かると利用できる社会資源の選択肢を狭めてしまうこともあります。問題解決支援に関わる人たちは、俯瞰的な視
点で問題を捉えることが必要です。
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依存の問題の支援に携わる人たちの勉強会
（横浜勉強会）新春セミナーより
依存問題の支援に携わるさまざまな職種間の相互理解を深め、援助技術の向上を目指し、上記の
目標を共有する仲間の輪を拡げていくことを目的に、
「依存の問題の支援に携わる人たちの勉強会」
が毎月横浜と沖縄（RSNが開催場所を提供）で開催されています。今回は、2013年1月20日（日）に
横浜市で行われた新春セミナーの内容を、話題提供者として参加されたRSN理事の安髙真弓さんに
その概要をまとめて紹介していただきました。

2013年１月20日
（日）
「依存の問題の支援に携わる人たちの勉強会」
依存問題基礎講座（第８回）「新春セミナー」報告
第１部（10:00 ～ 12:30）
依存問題の家族支援を考える～それぞれの家族支援で大切にしていること～
家族支援にかかわる４人の支援者がそれぞれ取り組んでいる（取り組んできた）家族支援について、話題提供し
ました。それぞれの取り組みやお話について、ご紹介します。

話題提供者
①畠山 幸子さん：東京都立中部総合精神保健福祉センター（非常勤相談員）／臨床心理士
普段は精神科医療機関で臨床心理士として勤務。非常勤相談員
として東京都立中部総合精神保健福祉センター（以下「中部セン
ター」）の依存問題の相談を長年受けておられるので、今回は医療機
関ではなくセンターで相談を受けるというアイデンティティを以
てお話しされました。
相談に来られた方をどのようにとらえて問題を把握していくの
かを、ＣＬ（client）、ＩＰ（identified patient）という家族療法の理
論を使って解説され、家族の中での力動を理解することが重要であ
ると説明されました。また、中部センターの相談は無料、カウンセリ
ングはしないなどの相談の枠および相談の流れについても説明が
あり、チームで相談を受け、最適な支援を組み立てていることがう
かがわれるお話でした。
家族の価値観や文化を大事にかかわる、家族内の悪循環を断ち切
り、いい循環を生むきっかけとして依存問題があるというお話が印
象的でした。

家族力動を把握する
CL（client）=来所された人/相談にみえた人
IP（identified patient）
＝来所された人が、問題があると
みなしている人

中部センターでの相談の流れ
①インテーク→②ケースカンファレンス
→③オリエンテーションセッション
①インテークに1時間半～ 2時間かけられる
→初回で丁寧な聴取が可能
②インテーク後、
専門の先生と常勤スタッフとイン
テーカーでケースカンファレンスをし、
中部セン
ターとして援助方針
（アセスメント）
を立てる。
③オリエンテーションセッションで、相談者にア
セスメントを伝える。
＊枠内は、安髙がレジュメを元に再構成

②谷口 万稚さん：東京英語いのちの電話カウンセリングセンター／臨床心理士（米国認定）
アメリカでの教育と臨床経験を積んでこられた谷口さん
からは、現在の主な臨床現場である東京英語いのちの電話
・今どんな困難を抱えているのか
カウンセリングセンターでの具体的な支援の紹介を交えな
・現在困っている問題は薬物使用してから生じているか、
がらお話がありました。谷口さんは、畠山さんと同じく東京
以前からある問題なのか
都立中部総合精神保健福祉センターで依存問題の非常勤相
・器質的疾患・他の精神疾患の有無
談も行っておられますが、依存問題とその他の問題を分け
・年齢相応の発達か
て考えるのではなく、どの臨床現場であっても相談者にあ
・過去に助けを求めたことがあるか、なぜ続いていないか
わせた柔軟な対応をするというお話でした。必要なのは、丁
・何が効いて、何が効かなかったのか
寧なインテークと適切な見立て（アセスメント）や支援の検
・問題解決/対処能力・ストレス対処能力
討、社会資源への橋渡しとタイミングを考えることである
ⓒMachi Taniguchi
というお話は、非常に説得力がありました。
アセスメント（見立て）のお話には特に重点を置かれ、
「相談者にどのような力があるかをみる」という点について、
「なぜ今なのか」
「なぜこの相談者が相談にきているのか」などに留意しながら様々な角度からアセスメントを行う必
アセスメント（見立て）
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要があるというお話でした。安全や安心に対する温度差があること、家族や友人がいない相談者と接することの難し
さや課題について実際のケースを例に説明され、電話相談の向こうにいる相談者のイメージが浮かんでくるような
お話でした。
③高澤 和彦さん：浦和まはろ相談室／精神保健福祉士
高澤さんからは、
「依存症」という「病気」の「治
療」
「回復」という視点ではなく、
「本人」がその人
情報収集⼒
情報照合⼒
取捨選択⼒
適切な⾏動⼒

適切な
⽀援の選択

情
報
情報収集困難
誤解⼒
情報過多
⾏動⼒に問題

ⓒKazuhiko Takasawa

誤った
⽀援の選択
⽀援に
たどり着けない

ナチュラル・リカバリー
早期介⼊
かつて相談機関に情
報を集めに来た層は，
情報提供が必要ない
層になっている
情報提供だけでは⾜り
ない
情報を誤解し，合わな
い⽀援を選択しやすい
アセスメント（評価）とマ
ネジメント（伴⾛）が必要

こうした⽅たちを⽀援している
という認識で取り組んでいる

らしく「生活」できるようになるために、また家
族が家族らしく「生活」できるようになるため
に、どのような支援が必要か想像力をめぐらせ
るよう努力しているというお話がありました。
以前と比べて情報はあふれていて、その情報
をどのように組み合わせて生活できるようマネ
ジメントするのかを、
「ともにふりかえる」
「とも
に理解する」
「 ともに工夫する」というスライド
を用いて説明されました。随所に出てくる
「とも
に」というキーワードに、家族や当事者に寄り添
う相談のあり方がにじみ出ていて、具体的で援

助者にとってもヒントの詰まったお話でした。
「ともに工夫する」で紹介された「基本的には家の居心地をよくする」
「相互援助グループ、集団での教育の適合性を考える」などについては、
「目からうろこ」の気づきを得た参加者も多
かったのではないかと思います。
「マネジメント＝伴走」は、わかりやすくて良い表現だと感心しました。
④安髙 真弓：オフィスサーブ／臨床心理技術者・精神保健福祉士
私からは、
「 家族」と一口に言っても背景や経験は
様々であり、
「依存」という表面に出てきたキーワード
だけでひとくくりに考えてしまう危険性について、失
敗談を元にお話ししました。また、家族のステージ
（段
階）を「相談に登場する家族」
「 登場しない（出来ない）
家族」
「存在しない家族」というふうに捉えて支援を組
みたてること、高齢化社会の中で家族支援のあり方に
も変化が必要なことなどをお話ししました。
問題を持つ当事者と家族の支援や対応の違いにつ
いても触れ、当事者支援はだんだんと整備されてきた
のに比べ、家族は問題解決のための協力者としての役

家族⽀援について思うこと
① 表⾯に出てきている問題が同じであっても
「家族」の事情や背景は、千差万別。
② パターン化した⽀援には疑問を持つ。
③ 家族は「協⼒者」？
⽀援の対象としての「家族」じゃないの？
④ Win Win じゃなからんと！（家族も対象者も）
⑤「登場しない家族」が⼀番の難題。
⑥ 都会（⾸都圏）と地⽅は事情が違う！
⑦ 短期間の介⼊では、⾒えてこないことがある。
⑧「猫のように」（必要な時は寄り添い、必要がない時
は⾒守る）

割が期待されることが多く、支援の対象とは考えられ

ⓒMayumi Ataka ＆ palu

にくいことへの危機感についてもお伝えしました。
家族支援について思うことは様々ありますが、
「必要な時は寄り添い、必要がない時は見守る」という、亡くなった
愛猫が私にしてくれたことを思い出すよう気を配っています。
発表した4人のうち、2人は元精神保健福祉センターやセンターに隣接する精神医療センターの職員、2人は現
在も非常勤でかかわっている職員という「精神保健福祉センターつながり」であることがわかり、精神保健福祉セン
ターでの相談業務などについてもフロアから質問がありました。４人の話は重複する基本的な部分と、それぞれが大
切にしているスタイルを反映した部分があり、大変興味深いお話でした。それぞれの場所、それぞれのスタイルで家
族支援を行っている４人ですが、
「アセスメント（見立て）」
「生活支援」
「マネジメント（伴走）」は共通する源流のよう
なものなのだなと確認できた貴重な時間でした。（報告： オフィスサーブ代表/RSN理事
※勉強会の開催情報は、
「依存の問題の支援に携わる人たちの勉強会」
（横浜）
http://members3.jcom.home.ne.jp/problemgambling-jccg/
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安髙真弓）

今月のトピック＆インフォメーション
平成 24 年度思春期・青年期のこころの
健康について考える講演会（京都）
「やめられない 止まらない 子どもたち」
2013年3月6日（木）に京都市こころの健康増進セン
ター主催「平成24年度思春期・青年期のこころの健康
について考える講演会:やめられない 止まらない 子ど
もたち」の講師としてRSN西村代表が講演を行います。
薬物、ゲーム、ギャンブリングなどの問題と思春期・青
年期のこころはどのように関連しているのか講演する
予定。
【日時】2013年3月6日（水）13：30 ～ 16：50
【会場】キャンパスプラザ京都4階第2講義室
京都市下京区西洞院通塩小路下る
【参加費】無料（先着順、申込み不要）
【問い合わせ】京都市こころの健康増進センター
☎075-314-0355

パチンコホールイノベーションフォー
ラム2013 パネラー (東京)
2013年3月19日（火）に東京国際フォーラムにて行
われるパチンコホールイノベーションフォーラム2013
（主催 綜合ユニコム）の第2講座パネルディスカッシ
ョンにパネラーとして西村代表が参加します。深谷友
尋日遊協会長、
「健康ぱちんこ」を推奨する諏訪東京理
科大学篠原菊紀教授とパチンコ依存問題などについ
てディスカッションを行う予定。
【日時】2013年3月19日（火）13：00 ～ 16：15
【会場】東京国際フォーラム 千代田区丸の内3-5-1
【参加費】無料公開（要事前申し込み）
【問い合わせ】パチンコホールイノベーションフォーラム
2013事務局 ☎03-3563-0420

播磨社会復帰促進センター（民間刑務
所）にて講義（兵庫県）

2013年3月26日に播磨社会復帰促進センターにお
いて、西村代表がギャンブリング問題に対する受刑者
プログラムの一環として受刑者を対象とした講義を行
います。施設内講義のため、残念ながら非公開です。
播磨社会復帰促進センター：犯罪傾向が進んでいない
26歳以上の男性受刑者を収容（収容定員1,000人）。刑
務所への収容が初めてで執行刑期が1年以上8年未満
であること，集団生活に順応でき，心身に著しい障碍の
ないことなどが条件。収容定員1,000人のうち120人
は特化ユニット対象者として精神疾患や知的障碍のあ
る受刑者を収容し，特別なプログラムにより各種処遇
が行われています。

お勧め書籍の紹介
本田白寿 著
「私、ギャンブル中毒から復帰しました！」
著者は、ぱちんこにのめり込み、現在は「ギャンブ
ル中毒から復帰している」当事者である。借金や離
婚などの「どん底」から自分を取り戻すために、ぱち
んことぱちんこにのめり込んでいる自分を冷静に
分析し、問題の本質はどこにあり、何をしなければ
ならないのか、著者の気付きを記している。体験に
基づく本はとかく主観的で扇情的になりやすいが、
この本は、主観性と客観性のバランスが程好く、当
事者にも支援者にも大変に役立つ内容となってい
る。中公新書ラクレから777円（税込）。
（書評：西村直之）

RSNに届いた寄贈品一覧（1月1日から1月31日到着分）
到着日

品名（書籍名）
遊報

12月号

No259

1月号

寄贈いただいた企業・団体名

No260

Toyusho Vol.38 Vol.39
遊技通信
1月4日

1月号

1月号

2月号

1月号

No.1400

通巻813号

週刊アミューズメントジャパン
娯楽産業

2月号

日遊協

1月号

月刊

Ｎｏ260

遊技経済

1月号

Green Belt

2月号

1月24日

レジャー情報

1月25日

PLAY GRAPH 2月号

1月28日

遊技報知

☆
☆

社団法人 日本遊技関連事業協会
兵庫県遊技業協同組合

第1292号
ジャパン

2月号

☆
☆
☆
☆
☆
☆

㈱遊技経済

Vol.564

アミュースメント

㈱ガイドワークス
㈱シークエンス

第99号

1月23日

月刊

3月号

Vol.261号

兵遊協だより

☆
☆
☆

㈱アミューズメントプレスジャパン
㈱娯楽産業協会

パチンコ実戦ギガＭＡＸ

2月号プレミアムリーチ完全攻略DVD
1月15日

㈱遊技通信社
㈱遊技ジャーナル社

第362号～第366号

通巻584号

パチンコオリジナル実戦術
SEQUENCE 1月号

☆
☆

東日本遊技機商業協同組合

No.1399

遊技ジャーナル

RSN紹介

全日本遊技事業協同組合連合会

㈱アド・サークル
2月号

㈱アミューズメントプレスジャパン
㈱レジャー情報新聞社

Vol.49

第425号

㈱プレイグラフ社
遊技報知新聞社

※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15 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
• 現在、ホームページ上で寄付金控除の計算ページを作成しております。近日UPできる予定です。

総務部

新田

• 2012年度版データ報告書作成に取り掛かっています。5月発行に向け現在格闘中です。

相談部

杉山
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家族教室 / 相談
都道府県

名 称
依存症専門診療相談

日 程

時 間

毎月第１・3月曜日

主 催

問合せ先

午 後

宮崎県

ギャンブル依存症者の家
3月 7日（木）
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

熊本県

依存症家族ミーティング 3月15日（金）

13:30 ～ 15:30 熊本県精神保健福祉センター

096-386-1166

佐賀県

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

長崎県

家族のつどい

3月19日（火）

13:30 ～ 15:30

山口県

ギャンブル依存症の
家族相談

長崎こども・女性・障害者
支援センター

095-846-5115

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

0835-27-3388

鳥取県 「家族教室」

要問合せ

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

高知県

家族支援プログラム

毎月第1月曜日

滋賀県

アディクションセミナー 3月 4日（月）

13:30 ～ 16:30 滋賀県立精神保健福祉センター 077-567-5010

福井県

依存症を考えるセミナー 3月18日（月）

10:00 ～ 12:00 福井県精神保健福祉センター

0776-26-7100

長野県

依存症家族グループ
ミーティング

毎月第2、第4木曜日

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

3月 3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） 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

3月26日（火）

14:00 ～ 16:00 川崎市精神保健福祉センター

家族教室

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
依存症問題で
お困りの方へ

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
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

神奈川県

東京都

埼玉県

ギャンブル依存症の相談 月～金

北海道

ギャンブル研究会

8:30 ～ 17:15 愛媛県心と体の健康センター
要問合せ

高知県立精神保健福祉センター 088-821-4966

9:00 ～ 17:00

毎月第2・4火曜日

089-911-3880

さいたま市
こころの健康センター

044-201-3242

03-5828-3841
048-851-5665

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

セミナー等
都道府県
沖縄県

名 称
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

日 程
3月16日（土）
500円

時 間
10:00 ～ 12:00

問合せ先

依存の問題の支援に携わる
人たちの勉強会

098-871-9671
（RSN）

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）

RSN の東日本大震災の関連支援
※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
※精神保健援助者向けの支援は終了いたしました 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
方々への支援を行ってきましたが、平成24年8月末にて本支
援は終了 しました。これに代わる新たな支援を検討し、提供
したいと考えています。
8

主 催

さくら通信

第70号

2013年2月21日発行

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。

