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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。

この4月で電話相談を開設し、丸7年が経ちました。この1年間の相談件数は2,562件、開設以来の総相談件数は
9,202件（3月末）となりました。早ければ6月末には10,000件に達しそうです。遊技人口が減少しているなかでも、
相談者は増えています。低貸玉営業や広告・宣伝の規制などで射幸心の刺激が減少しても、たくさんの問題あるユー
ザーが今日も悩みながらホールに通っている状況は続いているようです。RSNの活動情報も、まだまだ問題ある
ユーザーに届いておらず、今以上に何とか情報を届ける努力が必要だと感じています。手探りから始めた開設当初
を思えば、活動への多くの支援と理解を得られるようになり、私たちの支
CONTENTS
援能力もずいぶんと向上したとは思っています。しかし、一歩進めば一つ
課題が見つかり、悩みは尽きず、試行錯誤から解放されることはありませ P1・・・・・RSN News
P2・・・・・RSN月次データ報告
ん。現在3月末までの1年間のデータをまとめ分析した2012年度報告書を
P3 ～ 4・・電話相談の向こうから3
スタッフ一同で作成中です。データから見えてくる課題に、また新たな取 P5 ～ 6・・特集・コラム
り組みを始めていきたいと思っています。（代表 西村直之）
P7 ～・・・トピック＆インフォメーション
P8・・・・・情報掲示板

RSN News

【報告】2011年度データ報告書の英語版 【報告】播磨社会復帰促進センター（民間刑務所）
にて講義（2013/3/27）
が完成
昨年より取り組んできた2011年
度データ報告書の英語版が完成し、
電子書籍として無料配布を開始し
ました。書籍のは以下のアドレスよ
り入手可能（電子版は無料：印刷可、
オンデマンド印刷版は有料）。
※入手方法は、P4を参照

【報告】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で
講演（2013/3/6）
2013年3月6日京都市精神保健福祉センター主催の
健康講演会にて西村代表が講師を務めました。

【報告】パチンコホールイノベーションフォーラム
2013（主催：
（株）綜合ユニコム）パネル
ディスカッション（2013/3/19）

2013年3月19日に東京にて開催されたパチンコホー
ルイノベーションフォーラムにて西村代表がパネリス
トを務めました。会場には遊技産業関係者500名以上の
参加があり、篠原菊紀教授（諏訪東京理科大）と約1時間
パチンコのメリット・デメリットを議論しました。

ぱちんこ依存の相談は

2013年3月27日 に、播 磨 社 会 復 帰 促 進 セ ン タ ー で
ギャンブリング問題を持つ受刑者を対象とした特別教
育の講師として西村代表が90分の講義を行いました。
ギャンブリング問題の特別教育は、ようやく始まったば
かりで、RSNの活動が司法領域でも貢献できるように
協力をしていきたいと考えています。

【報告】啓発用ポケットティッシュ配布
昨 年9月 に 続 き、東 日 本
遊技機商業協同組合（東遊
商）がRSNの相談電話の番
号を記載した啓発用ポケッ
トティッシュを作成し、平
成25年3月 下 旬 の 東 京 都・
神奈川県の各ホールでの
配布を皮切りに、4月21日までに１都10県のホールで
420万個配布されました。

【視察】熊本県遊技協同組合青年部会が
RSNを視察
（2013/3/13）
2013年3月13日に熊本県遊技協同組合青年部会の9
名がRSN視察のため来訪されました。視察に先立ち、西
村代表と意見交換を行いました。

050-3541-6420

月～金 10時～ 16時（土日祝祭日除く）
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2012 年 3 月の電話相談のデータ報告
3月の相談件数は284件でした。1月以降、相談件数は月280件前後で安定しています。週明けや休日後には、相
談が集中する傾向にあり、相談者の方にご迷惑をおかけすることもしばしばです（複数回利用されている方から
は、なかなかつながらないので心配したとのお声かけを頂くことも…）。
2012年度を振り返りますと、年間の相談件数は2,562件（2011年度より約2.5倍増）となり、開設以来、最も多く
の相談が寄せられました。各支援団体が様々な形でRSNの活動の啓発活動に取り組んでいただいた成果が現れま
した。啓発手段も、
「ホール内ポスター」
「番号記載ステッカー」
「啓発ポケットティッシュ」などのホール内を主とし
たものから、
「遊技関連雑誌上のRSNの情報掲載」
「折込チラシへの番号記載」
「ホールのHPへのリンク協力」などホ
ール外での啓発まで多様になりました。また、知人や家族などの口コミで情報が伝わり、相談につながるケースも
増えてきています。啓発活動の取り組みの強化が即時に相談件数に反映することが如実に現れた一年でした。

2013 年 3 月 1 日～ 2013 年 3 月 31 日 相 談 件 数 284 件
2012 年 4 月 1 日～ 2013 年 3 月 31 日 今年度累計 2,562 件 開設からの総件数
（2006 年 4 月～）9,202 件
① 相談回数

③ 性

② コーラー関係性
n=284

間違い・無言・
問い合わせ
35（12%）

n=183（初回のみ）
男性
女性
134（73%）
49（27%）

家族・友人
男性
13（28%）

本人
183（79%）

家族・友人
初回
231（81%） 47（20%）

複数回
18（7%）

本人

n=231（初回のみ）

援助者
1（1%）

別

n=47（初回のみ）
女性
34（72%）

① 相談回数…初回相談231件（81％、前月81％）、複数回18件（7％、同8％）、間違い・無言・問い合わせ35件（12％、
同11％）でした。前月とほぼ同じ比率でした。複数回相談される方のなかには、ホールに行きたい気持ちを落ち着
かせるため電話してこられる方もおられます。
② コーラー関係性…初回相談の内、本人からの相談は183件（79％、前月－8件）、家族・友人47件（20％、同＋13
件）、援助者1件（1％、同－1件）でした。前月に引き続き家族・友人からの相談が増加しました。内訳は妻の立場16
件、母親10件、きょうだい6件と続きます。
③ 性別…本人性別では男性134件（前月より＋1件）、女性49件（同－9件）と男女ともに減少しました。家族・友人か
らの相談では男性13件（前月より＋6件）、女性34件（同＋7件）と増加しました。

④ コーラーの年齢
本人

⑤ 紹介先
n=231（初回のみ）

援助者

家族・友人

本人

家族・友人

精神保健福祉センター

46

46

5

1
10

⑥ 経

保健所
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1

40

24
15 17
50

医療機関（主治医戻し含む）

33

60

70

路

新聞

1
80（代）

n=231（初回のみ ）
本

ホール内ポスター

ギャンブラーズ・アノニマス

4

人
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家族・友人
5

援助者
0

合

計

115

1
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0
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インターネット

20

16

0

36

雑誌

18

0

0

18

1

4

0
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その他

18

13

1

32

不明・拒否

15

6

0

21

183

47

1

231

他の相談機関

総計

2

その他
紹介先なし

複数回答

11 14
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6
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④ コーラーの年齢…20代～ 40代の本人相談を主軸に、
10代の本人の立場の方から80代の家族の立場の方ま
でと幅広い年齢層からの相談が寄せられています。
⑤ 紹介先…本人からの相談では、その他の機関を紹介す
るケースが前月より22件増加しました。問題が深刻化
していないようなケースでは自己改善を提案し、また
参考となる書籍を紹介することもあります。
⑥ 経路…数年前の新聞掲載記事を切り抜き大切に保管
し、ようやく相談につながられた方もいます。相談機関
を利用するのに時間がかかる方もおられます。

ケース

相談電話の向こうから（その3）
日常娯楽のパチンコは、様々な個人そして社会病理と結びつきやすい傾向があります。摂食障碍
は、日本では1980年代以降に若い女性を中心に広がり、多くの人がこの問題を抱えています。摂食
障碍との合併ケースの相談は稀ですが、パチンコへののめり込みとアルコールや薬物の乱用・依存
などの重複も含めれば、全国にはこのような悩みを持つ本人・家族はかなりの数に上るのではない
かと推測しています。見えにくい問題同士が重複した時、相談員の悩みは深くなります。

今回のケース：「パチンコをやめさせたい相談者と摂食障碍を抱える対象者」
相談者： Aさん

40代

女性（母親）

2年程前からパチンコにのめり込んでいる「依存症の娘」が心配になりRSNへ相談してきたA
さん。対象者（娘）は、高校卒業後、大学進学のため地元を離れ一人暮らしを始める。半年程は順調
だったが、その後体調を壊し実家に戻る。精神的に不安定だったため精神科を受診。主治医からは
摂食障碍と診断される。カウンセリング治療を始めるも自己判断により中断してしまう。本人は
大学に復学したいという考えもあったが治療に専念するため退学し負担の少ない通信制の大学
に入学した。実家の経営する仕事の手伝いをしながらAさんら両親と生活中。現在でも過食・嘔吐
は続いており、給料を渡すと下剤の購入とパチンコで数日間のうちにお金はすべて使いきってしまう。また、お金が
無くなると家のお金を勝手に持ち出しパチンコに使ってしまう。相談者Aさんは娘がパチンコに行く度に連れ戻し、
給料も分割にして渡し、どうにかパチンコをやめさせようとしているがやめる気配はない。最近はパチンコの話を
すると感情的になり、暴言や反抗的な態度が多く対応に困っている。どうすればパチンコをやめさせることができ
るか知りたい。

ＲＳＮ相談員の対応…
相談員はこれまでの本人の経緯と今起きている問題について相談者Aさんと一緒に整理をしまし
た。本人の抱えている問題は①摂食障碍②医療機関の利用を中断している事③金銭の浪費④家のお金
の使い込み⑤相談者Aさんと本人の関係性の悪化が挙げられます。また相談者Aさんのこれまでの対
応についても詳しく聞き取りました。Aさんは本人が依存症ではないかという強い思いから、パチン
コを強制的にやめさせようとしています。本人に対して監視的な傾向が強く、そのことが原因で関係性が悪化して
いるようです。また「依存症」という偏った見方から視野が狭まり、本人が抱えている「摂食障碍」につての知識や対
応については理解されていないようです。Aさんの問題点は①摂食障害についての理解・知識の乏しさ②本人に対
して監視的な関わり③依存症という間違った見識と対応などが挙げられます。相談員は、Aさんとこれまでの対応
によって生じた本人の変化、問題が改善した点、しなかった点などを振り返り整理しました。Aさんの思いとは裏腹
に、Aさんの対応によって娘さんとの関係性の悪化が生じ、問題がこじれてきた状況が推測できました。
相談員よりAさんへの提案
相談員はAさんに、パチンコ問題の対応について提案しました。監視的な対応や強制的な対応は互いにストレス
となり問題を複雑化させる要因となり、助けが必要となったときの障壁となりかねないので、まず監視的・強制的
対応を改善するよう伝えました。またパチンコ問題のみに焦点を当てるのではなく、過食や嘔吐を繰り返す摂食
障害について、なぜ本人がこのような行動をとらなければならないのか家族が勉強し、理解する必要があること
を説明しました。その上で、本人の摂食障碍についての知識や対応について、相談機関や家族会または通院してい
た医療機関で詳しく相談するよう提案しました。
相談員の悩みどころ・感じる事
依存問題と重複した問題、精神疾患や精神医学的問題を含むケースでの対応は、主治医との関係や支援者との
関係が悪化する可能性があるため相談員は具体的なアドバイスや対応については極力踏み込まないよう配慮し
ています。相談員としては、提案したことがうまく伝わらずに誤解が生じるのではないかという心配もあります。
また医療や相談機関で「依存症」という診断名がついたことで、いわゆる「依存症アプローチ」に過度に傾いてしま
い、さらに問題を複雑化させてしまう場合もあります。依存問題と重複した問題を抱えたケースへの対応は、相談
員が迷い悩むことが多く、精神的負担が大きいにもかかわらず、もやもや感ばかりが残る感じがします。
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◎安高理事よりコメント

問題を抱える人と生活を共にし、日々の出来事や症状に振り回されているご家族にとっては「依存症」という切り
口はわかりやすく、問題整理の糸口のように感じられたのかもしれません。
「依存症」という切り口に偏ってしまう
と、
「パチンコさえやめれば、今起こっている問題が解決できる」と、パチンコをやめさせることに躍起になってしま
い、問題の本質が何であったのかわからなくなってしまいます。このコーナーでもたびたび言われているように、
「一番の問題はパチンコか？」
「パチンコの問題が解決すれば、今起こっている問題が解決の方向に向かうのか？」と
いった視点を軸に、問題の整理をしていくことが不可欠です。このケースの場合、例えパチンコの問題がおさまった
としても、もともと抱えている摂食障碍や「精神的不安定」が改善されるわけではありません。目立ちやすいパチン
コ→お金の問題にマスクされて、もともとの問題に対する対策が後回しになっているのです。
摂食障碍は、
「食行動の異常」が何らかの原因で起こっている状態の時につけられる診断名です。医学的な詳細は
精神科医である西村代表にお任せしますが、生きていく上では絶対不可欠な「食」がコントロールできなくなること
は、それ自体が非常に大きなストレスになります。毎日のことなので、家の中での衝突も当然多くなります。ご本人
が大変なのはもちろんですが、つきあう家族も疲労困憊ということも少なくありません。家族自身のストレスや感
情もまたマスクされてしまうことが多いので、ご家族が追い詰められた気持ちになっていることに気がついていな
いのも特徴です。RSN相談員は電話相談という限られた状況の中で、相談者Aさんの相談をかなり丁寧に整理し提
案をしていますが、電話相談には限界もあります。家族が充分ねぎらわれ、一緒に娘さんの問題に対する戦略を考え
てくれる相談機関や医療機関にご家族が継続してつながることが“はじめの一歩”になるかもしれません。主治医が
いる場合であれば、まず家族が相談してみることから始めましょう。
◎ちょっとだけ西村代表のコメント
摂食障碍（拒食・過食）は、心理的な要因で食に対するコントロールが上手くできなくなった病的な状態で、多くは
思春期～青年期に現れます。思春期～青年期女性の有病率は5％程度であり、良く出会う病態の一つです。上手く衝
動を統制ができない問題として問題ギャンブリングと共通点があることが知られています。ただし、摂食障害と問
題ギャンブリングの合併率がどの程度あるのかはよくわかっていません。摂食障碍は、心理的な要
因を背景とした対人関係の障碍が基礎にあることが多く、その点ではアルコールや薬物、ギャンブ
リングの依存と近い関係にあります。現代病の色彩が強い摂食障碍と現代娯楽のパチンコが結び
ついて、問題を複雑にしているケースは少なくないのではないかと推測しています。

2011年度RSN電話相談事業報告書
（英語版）の入手方法について
2011年度RSN電話相談事業報告書（英語版）
「Recovery Support Network Data Report 2011」は、以下の方
法で電子書籍として入手できます。入手後、印刷も可能です。英語版については、製本版は作成しておりません。
■ 入手手順 ■
①BookWayのホームページにアクセスする（https://bookway.jp/）
②”書店選択”より『CPE出版』を選択
③「Recovery Support Network Data Report 2011」をチェックして入手
（BookWay会員でない方は、登録が必要）
BookWayを経由せず、入手希望の方は、RSNメールアドレス（recovery-support-net@theia.ocn.ne.jp）に
「
” Recovery Support Network Data Report 2011」PDF版希望”と記載の上、氏名、連絡先、返信先のアドレス
（携帯メール不可）を明記の上送信下さい。
（ファイルサイズが2Mバイトを超えますことご了承ください。）

2012年度RSN電話相談事業報告書の配布のご案内
2012年度（2012.4 ～ 2013.3）の電話相談データをまとめ、分析した2012年度版電話相談事業報告書を5月上
旬より配布を予定しています。今回より、電子書籍版/PDF版、CD-ROM版による無料配布も同時に行う予定で
す。製本版を希望される方は、RSNまでお申し込み下さい。
ご注文は、メールまたはFAX（098-871-9671）にてお願いいたします。
※注文時必要記載事項
①注文者
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②注文者の連絡先・電話番号（またはE-mail） ③送付先

④希望冊数

遊技情報誌を通したRSNの活動の広報・啓発

特集

RSNは、電話相談事業による依存問題を持つパチンコユーザーへの直接的な支援サービスを提供すると同時
に、依存問題の現状を遊技業界にも啓発する取り組みを行っています。遊技業界には多様な業種・団体が存在し
ています。パチンコホールだけでも1万を超え、RSNの活動やその趣旨を伝えることは容易ではありません。そ
のような状況の中で、遊技業界を中心とする情報専門誌からは、RSNの活動を積極的に取り上げ、広く広報・啓
発を行う支援を頂いてきました。遊技産業と関係のない方々は、遊技業界の業界誌は馴染みが薄いことと思いま
すが、遊技関連の情報のみならず遊技業界への提言や批判的な意見も多く掲載され、質的に高く貴重な情報が詰
まっています。遊技情報誌がどのように遊技業界にRSNの活動を紹介しているのかについて今回、日刊遊技情報
（発行ビジョンサーチ社）の取材記事を通して紹介させて頂きます。

******
日刊遊技情報

以下

3月11日号

編集・発行ビジョンサーチ社より許可を得て転載

******

より

リカバリーサポート・ネットワーク（RSN）は、沖縄に活動の拠点を置く「ぱちんこ依存問題相談機関」である。
平日の毎日、
「ぱちんこ依存」の相談を電話で受け付けている。全日遊連における「依存症研究会（現・ぱちんこ依
存問題研究会）
」における議論から2003年に発足しており、2006年には第三者機関として設立。2009年に特
定非営利活動法人（NPO）となり、本年1月28日に認定NPOとしての仮認定を受けた。認定NPOへの寄付金は、寄
付する側の所得から控除されるため、この認定NPO制度の運用により、寄付という形態での社会貢献活動が日本
に根付くことが期待されている。昨年の特に夏以降、全日遊連や都遊協といった業界団体がRSNについての啓発
活動をホールなどにおいて強化したため、相談件数が飛躍的に増加した。また沖縄県では、カジノを含む統合型
リゾート（IR）についての議論が活発になっており、RSNは県からゲーミングへの依存症についての専門的な意
見を求められている。本稿より2回にわたって、RSNの代表理事を務める西村直之氏へのインタビューを掲載す
る。1回目の本稿では、認定NPOとなったねらいと、カジノへの対応をうかがう。明日付に掲載する2回目では、西
村氏が、依存症を専門領域とする精神科医として向き合ってきたパチンコ業界をどう見ているのかについてう
かがった。

公益性が評価され認定NPOに

われNPOの認定要件の整備にもつながります。多くの

編集部：認定NPOに承認されました。

を超えています。発足以来これまで任意団体として活

西村氏：昨年９月に申請していたのですが、仮認定まで

動をつづけてきたRSNですが、認定NPOとなるという

に４カ月かかってしまいました。認定NPOの制度の運

ことは、われわれの活動が非営利の、公益性のある活動

用が始まったばかりであり、RSNが沖縄県では第１号

であることが制度的に認定されたということだと認識

です。県も前例が無かったために、手探りで手続きをす

しています。われわれの活動は、支援していただいて

すめていたようでした。すでに本認定の申請準備を整

いるパチンコ・パチスロ関連団体のためでもあります

えており、本年度の決算が承認され次第、本認定の申請

が、活動の最大の目的は、相談者の支援です。相談は、中

を行います。これまでRSNは、14のパチンコ・パチス

立的であるように気を付けています。特定の業界や団

ロ関連団体によって構成されている「パチンコ・パチス

体に特化した活動は、公益性のある活動とは認められ

ロ産業21世紀会」より
「ぱちんこ等の遊技に関する依

ません。認定NPOになることによって、われわれの活

存問題及び依存関連問題解決の支援を行う」ことを業

動が、非営利の、公益性のあるものだということと、公

務として業務委託契約を結んでいました。認定NPOと

平で中立的な立場にあるということを内外に示すこと

なるにあたって来年度より、構成14団体に、①寄付・助

ができたのではないでしょうか。私たちは今後、活動の

成、②会員規定に則った会費の納入、③業務委託契約の

公益性をさらに徹底させていきます。また、業界団体か

いずれかを選択いただいて個別にご支援いただく形式

らのまとまった業務委託ではなく、各団体・各個人から

に変更させていただきました。寄付、助成金、会費での

の寄付とすることにより、多くの団体・個人のそれぞれ

支援を選択していただければ、消費税が発生せず、われ

が、ぱちんこ依存の問題に主体的に関わることができ

団体・個人がご理解くださり、賛助会員数はすでに300
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るようになると考えています。発足からおよそ7年か

までの3倍近い件数の相談が寄せられるようになっ

かって、ようやくここまで育ったかという感慨ぶかい

ています。課題として、
「 相談員が不足している」とい

ものがあります。

うことは、確かにあります。相談員は、高度な専門知識
と経験を要求される専門職なのですが、まだ社会的に

パチンコとカジノの依存症対策の違い

認知されていません。自殺を防止する「命の電話」なら

編集部：沖縄では、カジノを含めた統合型リゾート

存への対応といっても、とまどう人がほとんどです。

（IR）についての議論が盛んです。
西村氏：IRについての議論では、少なくとも監督官庁
が決まっていない現段階では、議論を誰が誰のために
行うのかによって、
「政治的」になりかねないという懸
念を抱いています。イニシアティブを握ることを目的
としたパフォーマンスとしての議論であれば、私たち
が目的とする「ユーザーをどう守るのか」という視点
とは違うところが議論の出発点となり、
「 政治的」思
惑に巻き込まれてしまう恐れがあります。私たちは、
ユーザーと直接コンタクトをとるサービスに徹して
きました。これからも、まず第一にユーザーのために、
というスタンスをつづけていきます。各業界団体が、
特に夏以降、RSNの告知に協力していただいたおか
げで、相談件数が激増しています。ここ半年では、昨年

応募者はたくさん集まるのでしょうが、ぱちんこ依
「ひとづくり」が、これからの大きな課題です。ですが、
日本の総人口は減り、パチンコ・パチスロの遊技人口
も減っています。依存問題に対する相談件数もいつ
か頭打ちが来ると考えています。カジノが日本にでき
ても、爆発的に依存問題が増えるわけではないでしょ
う。カジノは、日常生活ではありません。ですが、ぱち
んこ依存はむしろ日常の問題です。ここに大きな違い
があります。ぱちんこ依存では、日常の問題がホール
に持ち込まれていると見るべきです。カジノへののめ
り込みの問題では、カードや銀行口座など遊ぶ資金を
止める手続きをとれば、ある程度シャットアウトする
ことができそうです。これから問題になってくるのは
むしろ、パソコンやスマホによるバーチャルなギャン
ブリング、ゲーミングへの依存であると思います。
【次号へつづく】

たまに西村代表のコラム
20年以上も前のことですが、学生だった私は、ロクに大学に顔
を出さずにアートショップで毎日のように油を売っていました。
時はバブルの末期で海外から入ってくる質の高いアートポスター
やリトグラフが次々と売れていきました。なかでもクリムトや
ミュシャの華麗なリトグラフ（右）は、特に人気でした。時が過ぎ、
艶やかで優雅なリトグラフは、私の中では過ぎ去ったバブルと若
き日のバカたれな自分の思い出となり、あまり関心を寄せること
もなくなっていました。先日、仕事で京都を訪れた際、たまたま駅
ビル（伊勢丹美術館）内でミュシャ展の巡回展が開催されており、
時間つぶしに立ち寄りました。久しぶりに観たミュシャの作品群
は、暇つぶしなどとは失礼極まりなく、過去の思いなど消し去るよ
うな素晴らしいもので溢れていました。展示が最後に近づいた時、
一枚の暗い色調のポスター作品に目が釘付けとなり、しばしこの
作品の前で立ちすくんでしまいました。作品の名は『ブルノの南西モラヴィア宝くじ』
（左ポスター）。1912年、ミュ
シャの祖国チェコでは、ゲルマン化政策でドイツ語教育が推し進められていました。貧しいチェコ人がチェコ語を
学ぶことができる私立学校の設立資金を集めるためにミュシャがデザインした作品です。祖国の言葉を奪われた
母の嘆き、貧しくとも誇りを失わずにいようとする少女の射るような目。”宝くじ”というギャンブリングが、民族の
誇りを取り戻す手段として力を発揮したその瞬間、人々が賭けたのは自らの当選金ではなく、同じチェコ人の希望
だったのではないでしょうか。現在の日本の遊技・競技産業も戦後の復興を推し進める役割をもって広がってきた
歴史があります。誰かが大切なお金を賭ける、その収益が弱き人のために役立つ、それが公共娯楽の大義です。今日、
娯楽を提供する人たちの目に、救うべき人たち、果たすべき未来への役割は映っているでしょうか。この少女の眼差
しは、遊技・娯楽産業への時を超えた問いかけのように思えてなりませんでした。ミュシャ財団秘蔵ミュシャ展は、
六本木ヒルズの森アーツセンターで5月19日まで開催されています。
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今月のトピック＆インフォメーション
認定NPO法人ワンデーポートが5月よ
り個別相談を開始
ギャンブルに問題のある人の回復支援を行っている
認定NPO法人ワンデーポートが5月より問題を抱えて
いる本人、家族を対象とした個別相談を開始します。
「依
存しているのか、遊びの範囲なのか」
「借金の返済方法」
「自分にあった解決方法」など問題を感じている方から
実際に問題を抱えている方まで無料で相談に応じます
（要予約）。
【問合せ先】 認定NPO法人ワンデーポート
☎ 045-303-2621
詳しくは http://www5f.biglobe.ne.jp/~onedayport/

お勧め書籍の紹介
薬物政策への新たなる挑戦

依存の問題の支援に携わる人たちの
勉強会
（横浜勉強会）
からのお知らせ
昨年度より引き続き、2013年度依存の問題の支
援に携わるわる方に向けた勉強会（横浜勉強会）が6
月より毎月第一日曜日（13：30 ～ 16：00）に開催さ
れます。今年度は大幅に時間枠を拡大し実施。依存
問題に携わっている方や、興味のある方（職種は問
いません）は是非ご参加を！
【予定】
6月2日 依存問題と精神医療
(雷門メンタルクリニック院長 伊波真理雄さん)
7月7日

依存問題支援のための障害年金の活用方法

8月4日

家族セミナー

【問合せ先】 浦和まはろ相談室
☎ 048-796-7630
詳しくは http://members3.jcom.home.ne.jp/
problemgambling-jccg/schedule.html

～日本版ドラッグ・コートを超えて～
本書は薬物問題の本で、ギャンブ
リング問題には触れていませんが、
依存問題への関わり方を考える視点
を広げてくれる本です。龍谷大学矯
正・保護総合センター石塚伸一氏を
中心に多彩な顔ぶれが執筆していま
す。西村代表も寄稿しています。
日本評論社 3,150円（税込）

寄付・献金のお礼
東京都遊技業協同組合 様より、当法人に対して
ご寄付を頂きました。頂戴したご寄付は、RSNの活
動の発展のため大切に活用いたします。貴重なご寄
付をありがとうございました。

RSNに届いた寄贈品一覧（3月1日から3月31日到着分）
到着日
3月 1日

品名（書籍名）

遊報 2月号 No261
パチンコオリジナル実戦術

パチンコ実戦ギガＭＡＸ

プレミアムリーチ完全攻略DVD
Toyusho Vol.40 Vol.41
3月 4日

SEQUENCE

3月号 No.262

遊技ジャーナル
日遊協

3月21日
3月22日
3月25日

第371号～第374号

3月号 Vol.263号

娯楽産業
3月18日

全日本遊技事業協同組合連合会

☆

㈱ガイドワークス

☆

東日本遊技機商業協同組合

☆
☆
☆
☆

㈱遊技ジャーナル社
㈱アミューズメントプレスジャパン
社団法人

3月号 通巻586号

日本遊技関連事業協会

通巻02518号 通巻02519号

ビジョンサーチ社

月刊遊技経済

3月号 第1294号

㈱遊技経済

レジャー情報

4月号 Vol.566

遊技通信

☆
☆

㈱アド・サークル

4月号

月刊アミュースメントジャパン

☆
☆

㈱娯楽産業協会

日刊遊技情報
Green Belt

RSN紹介

㈱シークエンス

3月号 通巻815号

週刊アミューズメントジャパン
3月14日

5月号

寄贈いただいた企業・団体名

㈱レジャー情報新聞社
4月号

4月号 No.1402

2012年ファンアンケート調査報告書

㈱アミューズメントプレスジャパン

☆

㈱遊技通信社
社団法人

日本遊技関連事業協会

※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14 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
• ホームぺ―ジリニューアル作業が終了しました。今回はピンクを基調としたHPを作成しました。

総務部

新田

• 相談業務、さくら通信作成、データ報告書作成と業務に追われる日々が続いています。疲労困憊しています。 相談部

杉山
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家族教室 / 相談
都道府県
宮崎県

名 称

日 程

依存症専門診療相談

時 間

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の家
要問合せ
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 5月17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

要問合せ

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

愛媛県

ギャンブル依存症の
家族相談
ギャンブル依存症やその
対応についての相談
依存症に関する相談

高知県

家族支援プログラム

山口県
鳥取県

滋賀県

月～金

8:30 ～ 17:15 鳥取県立精神保健福祉センター 0857-21-3031

月～金

8:30 ～ 17:15 愛媛県心と体の健康センター

偶数月 第1月曜日

アディクションセミナー 奇数月 第1月曜日
家族交流会

偶数月 第1月曜日

089-911-3880

要問合せ

高知県立精神保健福祉センター 088-821-4966

要問合せ

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 5月 1日（水）

10:00 ～ 12:00 福井県精神保健福祉センター

0776-26-7100

石川県

依存症教室
依存症家族グループ
ミーティング
個別相談

5月28日（火）

10:00 ～ 12:00 石川県こころの健康センター

076-238-5761

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

要予約

10:00 ～ 16：00 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

毎月第4火曜日

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

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

毎月第3金曜日

14:00 ～ 16:00 雷門メンタルクリニック

長野県

神奈川県

東京都

アルコール・ギャンブル
依存症問題で
お困りの方へ
ギャンブル
家族教育プログラム

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

044-201-3242

03-5828-3841

さいたま市
048-851-5665
こころの健康センター
18:30 ～ 20:00 北海道立精神保健福祉センター 011-864-7000
9:00 ～ 17:00

毎月第2・4火曜日

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
5月18日（土）
500円

時 間
要問合せ

主 催

問合せ先

依存の問題の支援に携わる
人たちの勉強会

（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）

パチンコに依存している
5月12日（日）
10:00 ～ 16:00 認定NPO法人ワンデーポート
神奈川県 人の課題と生活支援
参加費 1,000円 （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。
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