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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。

気が付けば11月も半ば、今月号が皆様に届く頃には師走の慌ただしさが足音を立てて迫ってきているのではな
いかと思います。9月半ばから10月の終わりまで次々と台風が発生し、気が抜けない日々が続きました。11月に
なりようやく一安心した感じです。相談電話は、年末に向けての減少もなく、8月の一時的な減少以降、再び月300
件近い相談件数となっています。減少傾向にあるとは言え、１万を超える遊技場と1000万人を超える遊技人口か
ら考えると、相談に繋がった人は問題あるユーザーのごくわずかでしかないと思われます。介入や支援を必要とす
る問題あるユーザーの潜在的ニーズに、一民間の電話相談機関が対応できることは限られています。相談件数が
増えれば増えるほど、そのジレンマが強まっています。カジノ法案の国会提出などカジノ議論が高まりつつある今
日、カジノに関するこれから生じるであろう事柄のリスク対策の議論
も重要ですが、既にある公営ギャンブルなどを含めた問題への公的な
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P2・・・・・RSN月次データ報告
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の資産となることを常に願って取り組んでいます。

RSN News
【10月の活動報告】

佐賀アディクションフォーラムにて講演 薬物依存症処遇プログラム研修（DARS）
「薬物依存症回復支援セミナー」講師
（2013/10/5）
（2013/10/19）
2013年10月5日に開催された佐賀アディクション
フォーラム（佐賀県、主催：アディクションフォーラム実
行委員会、佐賀県精神保健福祉センター他）において西
村代表が「依存症って何？」と題した講演を行いました。

厚生労働省科学研究班会議
「病的ギャンブリングの実態調査と回復支
援のための研究」
（2013/10/13）

2013年10月13日に厚生労働省科学研究班会議「病的
ギャンブリングの実態調査と回復支援のための研究」が
東京にて開催され、西村代表が研究協力者として参加し
ました。家族の実態調査が調査テーマとして取上げられ
ることになり、RSNも相談データの提供などを通して
研究協力を行う予定です。

2013年10月19日・20日に第12回薬物依存症回復支
援セミナーが龍谷大学矯正保護総合センターで開催さ
れました。そのなかで西村代表が「DSMから、依存症が
消えた日～日本の医療現場はどう変わるか～」と題し
た講演を行いました。

沖縄県北部保健所・平成25年度精神保健福
祉関係研修講師（2013/10/21）
沖縄県北部保健所にて精神保健福祉活動に従事する
地域の関係職員、支援者に向けた研修会が開催され、
「精
神保健相談の受け方の基本～初回面接の大切さ～」と題
した教育講演を西村代表が行いました。

【来訪】
（公財）日工組社会安全財団 第9回「パチン 本田 白寿さん来訪（2013/10/25）
「私、パチンコ中毒から復帰しました」著者、本田白寿
コ依存問題研究会」
（2013/10/30）
2013年10月30日に（公財）日工組社会安全財団第9回
「パチンコ依存問題研究会」が東京にて開催され、西村代
表が参加しました。調査票の作成を詰めています。

ぱちんこ依存の相談は

さんがRSN事務所に来訪されました。本田さんの目に
映ったRSNの活動を、
「RSN来訪記」として後日寄稿いた
だきました（P6に掲載）。

050-3541-6420

月～金 10時～ 16時（土日祝祭日除く）
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2013 年 10 月の電話相談のデータ報告
10月の相談件数は、299件で前月より34件増加しました。8月に一旦相談件数の減少がありましたが、9月、
10月と増加に転じています。一昨年までのデータでは、相談件数は年末・年始に向けて徐々に減少する傾向があり
ましたが、昨年度以降は啓発ステッカーや啓発用ポケットティッシュなどの業界関係団体の取り組みによって相
談件数は季節性を持たなくなってきています。啓発ステッカーや啓発用ポケットティッシュ経由の相談が再び増
加傾向にあり、相談件数の増加には遊技業界の取り組みが反映されるようになっています。ホール内での啓発活
動は、問題を抱えた本人に直接届くため、その反応は速く、相談件数の増減に敏感につながっているようです。喜
ぶべきか、悲しむべきか、相談件数の減少を考えていた相談員の予想は見事にはずれました。相談が増えれば、そ
れだけ相談内容や相談者も様々となり、相談員は電話のたびに新たな課題を突き付けられることになります。力
不足に落ち込むことはあっても、満足や納得が得にくい長い旅路はまだ続きそうです。

2013 年 10 月 1 日～ 2013 年 10 月 31 日 相 談 件 数 299 件
2013 年 4 月 1 日～ 2013 年 10 月 31 日 今年度累計 2,040 件 開設からの総件数
（2006 年 4 月～）11,242 件
① 相談回数

② コーラー関係性
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①相談回数…初回相談250件（84％、前月比＋26件）、複数回24件（8％、同＋9件）、間違い・無言・問合せ25件（8％、同
－1件）でした。間違い・無言・問合せがほぼ横ばいだったため、相談員の感覚では、数字以上に増加した印象です。
②コーラー関係性…初回相談の内訳は、本人206件（83％、前月比＋25件）、家族・友人43件（17％、同＋1件）援助者1
件（0％、同±0件）でした。初回相談増加26件中25件を本人が占めました。
③性別…本人性別比は、男性83％（2012年度73％）、女性17％（同27％）、家族・友人性別比は男性21％（同22％）、女
性79％（同78％）でした。本人では男性の割合が高く、前年度と比較して10ポイント差がでています。
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④コーラー年齢…本人は、40代が増加（前月比＋20件）、
50代が減少（同－10件）しました。昨年度と似た年齢分
n=197（初回のみ ）
布に戻っています。50代については、家族・友人でも減
援助者
合 計
少（同－8件）しました。
0
135
⑤紹 介先…生活困窮で身寄りもない場合、福祉事務所を
0
1
紹介するケースもあります。しかし、生活困窮の原因に
0
53
パチンコが含まれると、不安や恐れから相談を拒む場
0
16
合もあり、相談員は相談に苦慮することもあります。
1
3
⑥経路…再び啓発用ポケットティッシュや啓発用ステッ
0
36
カー経由の相談が増えています。その他36件中14件が
0
6
啓発用ステッカー、9件が啓発用ポケットティッシュ
1
250
経由でした。

相談電話の向こうから（その6）

ケース

人が人生を歩むなかでさまざまな困難に出会います。自分の力で乗り越えていく方、家族・友人
の協力を得ながら解決する方。方法や選択肢はさまざまです。しかしながら、自己努力だけではど
うにもならない場合もあります。問題が長期化し、社会から孤立することでさらに問題解決の糸
口が見つからなくなります。今回は重なる問題を抱えるケースを取り上げました。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。

今回のケース ：「問題が複雑に重なっているケース」
相談者： Aさん

49歳

女性（本人）

Aさんがパチンコを始めたのは24歳の頃。20代は、パチンコにさほどのめり込むこともなく
適度に遊べていたが、30代半ばになり遊技金額が増え始めた。当時はパート収入と遊技で勝っ
たお金で生活ができていた。しかし、次第に借金がかさみ始め、給料の大半は遊技代と借金返済
に消え、生活は破綻状態となった。生活の場を失ったAさんに、頼れる家族はなく、知人宅に身を
寄せ生活を始めた。生活を立て直すために、パチンコをしない生活を送ることを決意し、借金の
返済を続けながら自活を始めた。完全に止めきれなかったものの、遊技頻度は月に数回程度に
減少した。数年間は問題なく過ごせていたが、借金返済が進むにつれて遊技頻度は増え、同時に
再び借金も増え始めた。この頃からパチンコを止めることは自力では無理だと感じ始めた。2年前には脳梗塞で倒
れ、生活保護を受給するようになった。脳梗塞の後遺症は残らなかったが、仕事を失い、自暴自棄になり自殺を図る。
数カ月間の入院の後、精神科の通院を勧められ現在は通院療養している。
この状況に関わらずパチンコをやめることができない。生活保護を受けているのに、パチンコをしている場合
じゃないのは理解しているが、自分ではどうすることもできない。何をどうすればよいかまったくわからない…。と
悩み、RSNの電話相談に繋がった。

◎RSN相談員の見立て
Aさんと相談員のやり取りは、105分に及びました。これまでの経緯や20年以上にわたるパチンコとそれにまつ
わる問題を聴き取り、整理するのにはかなりの時間を要しました。生活履歴からは、パチンコを要因とした金銭問
題、生活の破綻、身体的な問題、年齢を要因とした不安定な経済状況などの問題が絡み合い、重複し対応困難になっ
てきたことが把握できました。
Aさんは親・きょうだいとの関係が疎遠で、頼れる身近な人も多くはいません。このような状況のなかでAさんは
これまで自分の問題に向き合いながら一人で人生の立て直しを試みてきたようです。人に迷惑をかけたくないとい
う真面目な側面が強く、援助や支援を受けることに罪悪感や精神的な負担を感じていることもわかりました。この
真面目な性格が逆に問題を長期化させてしまった要因の一つにあるかもしれません。本人の持つ過度な罪悪感が、
のめり込みの問題を増悪させる場合もあります。相談員は、Aさんは「とても真面目な努力家」であって、決して努
力をしない、だらしない人ではないという印象を受けました。問題が長期化したこと、努力しても改善しなかったこ
と、生活保護を受給しながらパチンコをしてしまうことへの罪悪感、問題改善へのあきらめ、行動することへの躊躇
など揺れ動く感情を抱えながらも、少しでも現状を変えたいという思いは強く感じられました。
相談員はAさんの人生に起きている様々な困難に対しどのような援助や支援が受けられるかを考慮しました。A
さんの問題の整理と必要だと思われる社会資源の紹介にあたり相談員は次の点に注意しました。Aさんが混乱しな
いように①複数の問題が起きているが、紹介する社会資源は一つに絞る②パチンコだけの問題として対応しないよ
うにパチンコの問題を焦点とした専門機関は避ける③問題の解決には時間がかかるため定期的に相談できる地域
の相談機関につなぐ④生活保護が廃止になるという不安があるため、Aさんが負担を感じない公的な相談機関を紹
介するなどの点に配慮しました。しかし、罪悪感や過去への後悔、生活保護が廃止になるという不安が強く相談機関
の利用には抵抗があり、一歩を踏み出せないようでした。利用できる社会資源は理解していただきましたが、相談機
関の利用にたどりつくまで、定期的にRSNを利用してもらうように提案しました。

◎相談員として

Aさんのような依存問題を抱えた方に対して、周囲の人は表面の問題だけ見てパチンコをやめら
れない「意思の弱い人」
「無責任な人」
「やる気のない人」というレッテルを貼りがちです。依存問題を
かかえた方への偏見や非難は、時として、過度な罪悪感のみを植え付け、援助が必要な人を社会の厄
介者として排除することにつながります。その結果、社会からますます孤立し、援助を受けるきっか
けを失い、問題を深刻化させてしまうことも少なくありません。RSNでは相談を受ける際、相談者
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の背景に注目し聴き取りします。表面に現れた問題の背後に隠されている課題は何かを考えながら相談をお受けし
ています。援助者が、パチンコがやめられないという表面上の問題だけに目を向けてしまうと、
「依存症ですから自
助グループでパチンコをやめる努力をして下さい」というありきたりでステレオタイプな対応に陥りがちです。し
かし、これまで自己努力され、疲れ果てたAさんに、さらに自己努力を「いますぐ」求めることは、さらなる苦渋をせ
まることとなり、適切な支援とは思えません。Aさんのニーズは「普通に自分の力で生きていくこと、そのために自
分の話を聞き勇気づけてくれるくれる人が欲しい」でした。AさんがRSNの電話相談を知り、相談につながられた
ことで、RSN相談員として、日々の相談活動の意義を確かめることができました。その一方で、顔が見えない電話の
向こうのRSN相談員にしか助ける先を見い出せないAさん、そして問題を抱えた数多くの人たちが直面している現
状に胸が切なくなる思いがしました。
Aさんのように生活保護を受けている方からの相談は、対応に苦慮することが少なくありません。生活保護受給
者がパチンコ・スロットをすることに対して、最近は社会からことさら厳しい目が向けられています。しかしAさん
のようにもがき苦しみ、社会から孤立して、自己努力だけではどうにもならなくなる方もおられます。生活保護を受
給している方からの相談は、皆一様に問題を改善したいがどのようにすればよいかわからない、相談すると生活保
護が廃止にされるのではないかという不安や恐怖でほとんどの相談者は生活保護担当ワーカーに悩みや苦しさを
相談できずにいます。それゆえに、パチンコホールで見かけたRSNの相談電話に、生活保護を受給している多くの方
の相談が寄せられていることが推察されます。RSN相談員としても、相談者に不利益が生じるのではないかと考え、
担当ワーカーに正直に相談するようにアドバイスすることに躊躇することもしばしばです。難しい問題ではありま
すが、弱い立場の方の最後のセーフティーネットである公的な福祉機関が、弱い立場の方を排除する機関にならな
いことを心から願っています。
Aさんは、この後もたびたびRSNの電話を利用されています。

相談部より

RSNに相談されてくる様々な人たち
昨年度より相談件数は飛躍的に増加し、相談員は慌ただしい日々を過ごしています。今年度の
相談は10月末現在で2,040件寄せられ、昨年度の相談件数2,562件を時期に追い越す勢いです。
相談員1人当たり年間1,000件を超える対応となりそうです。相談者の立場、年齢、性別、抱えてい
る問題の深刻度、背景も様々です。時にはイタズラ？冷やかし？ただのグチと思ってしまうケー
スもあります。しかしそのようなケースでも視点を変えることで見え方が違ってきます。そんな
事例を少々取り上げてみました。

事例Ⅰ『いたずらを思わせるような若年者からのケース』
相談者は10代後半～ 22歳くらいの方。月に20万円を超える金額をスロットに使っているという。仕事はしてい
ない。今すぐスロットをやめたい。相談者の声は軽く深刻さはうかがえず、相談員の話に対して笑うこともある。受
話器の向こうからは複数の友人がいるようで、その友人たちも話を聞いて笑っている。何か指示されて罰ゲームや
興味本位からRSNに電話したようにも思える。こちらの問いかけに対して聞いているのかよくわからない。相談員
が気になるためか、スロットをやるのか、年齢はと逆に質問をしてくる。結局、
「わかりました」と言い、笑いながら
相談は終了した。
事例Ⅱ『相談員の提案に、しつこく質問を投げかけてくるケース』
相談者は20代の若年者で、パチンコは月に数回、遊技金額1 ～ 2万円程である。これまでの遊技状況を聴き取る
が、深刻な状況ではなく生活への支障も起きていない。相談員は現状を把握し相談者に金銭管理や余暇の過ごし方
など生活に変化をつけてみてはどうかと提案した。しかし相談員の伝えた提案に対して、生活の改善や余暇の過ご
し方がわからないという。金銭管理はできない、休みの日は何をすればいいのか？生活の改善とはどうすればいい
のか？ 20代の成人男性が質問しない子どものような内容を繰り返し、最後は一方的に電話を切られてしまった。
事例Ⅲ『自身の問題を笑いながら話す相談者』
20代から始まった借金による金銭問題。返済ができなくなり過去に何度か両親に肩代わりの返済をしてもらう。
会社のお金に手を付けてしまい解雇されたこともある。現在もスロットは続けており、消費者金融からの借り入れ
もある。また家賃滞納もあり、生活自体が破綻する一歩前という状況だが相談者は笑いながら現状を淡々と話す。
とにかく自身のこれまでの状況を軽く笑いながら話す相談者。相談員からは深刻化した状況なのだが…。
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事例Ⅳ『パチンコが勝てないとただひたすら訴えてくる相談者』
「パチンコが出ない、おかしい！なんで勝てないのか？」
「絶対にホールが遠隔操作している。」
「一日中パチンコ
を打って大当たりが一度もない。」
「私が台を移動すると後から来た客がすぐに大当たりした。」
「特に最近は全く勝
てない！」など、ホールに関する愚痴を延々と話される。一方的に、ひとしきり不満を吐き出し、会話にも相談にも
ならないまま電話を切ってしまう。

◎相談員の視点から・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
相談員も人間です。冷やかしやいたずら電話、つかみどころがない相談者、深刻な状況でも笑っている相談者な
どと出会うと何とも言えない気持ちになります。ようやく自分の話を聞いてもらえるところが見つかったと一生
懸命相談する人たちへの対応に神経を集中している時に、このような相談者に出会うと、その落差にがっくりして
しまうこともしばしばです。電話相談の宿命で、電話を取って話を聞くまで「相談者が相談する気で電話をかけて
いるかどうか」を知ることができません。相談件数も増えてくると、知らず知らずこのような相談者に対してマイ
ナスの感情を抱いてしまいがちです。
私たちのようにパチンコ・パチスロユーザーへの対応に日々従事していてもこのような感情を抱くのですから、
一般の人や、この問題に関わりが薄い援助職の人たちからは、これらの事例は相談というよりも若年者のいたず
ら・冷やかし、悪ノリ、改善意欲のない人、感情的なグチと映るのではないかと思います。このような理由から依存
の問題を抱えた人に対しての嫌悪感や苦手意識を持っている相談機関従事者は少なくないと感じています。
RSNでは、このような相談者に対してマイナスの感情に引きずられず、冷静な視点で評価するようにトレーニン
グを行っています。どのような内容でも、無言電話であっても、いたずら電話でも、
「相談電話に自ら電話をした」と
いう行動自体を評価すべきであると考えているからです。問題を抱える人たちが、問題解決支援につながる最大の
障壁は「0から1」へのステップアップです。その準備段階と考えれば、いきなり相談につながることが出来なくて
も、この自発的な行動は小さくても大きな一歩だと思います。
事例Ⅰは、気まぐれないたずら電話のように見えますが（多分いたずら電話でしょう）、少し違う見方もできま
す。数人の友達と遊技場に遊びに来てRSNのポスターを見たのでしょう。いたずらだとしても、心のどこかに「自分
たちと重なる」と感じなければ、電話することもなかったでしょう。既にこのうちの誰かは問題を抱えているのか
もしれません。もし、今後問題を抱えてしまった時、彼らは相談先を0から探さなくてもよくなりました。これだけ
でも一歩前進ではないでしょうか。
事例Ⅱは、知的障がいが背景にある印象を受けました。生活技能の不足による問題があり、今後自己管理や生活
設計の問題が生じてくることが心配な方です。パチンコに限らず日常生活のさまざまな場面において、問題が生じ
てくる可能性があります。コミュニケーション能力にも問題があり、相談員とのやり取りも上手くかみ合わない相
談でしたが、
「なんとなく不安」という段階で相談してきたことは評価できます。今後、具体的な問題が生じた時に、
再度電話相談を利用していただけるかどうかは相談員の力量が問われるところです。
事例Ⅲは、状況にそぐわない感情の表出に相談員が戸惑いました。深刻な状況を「笑い」ながら話す相談者に出
会あった時、問題のある状況や自らの人生や将来に対して投げやりでどうでもよくなってしまっているのではな
いかという印象を持ってしまいます。違和感と共に自殺を試みるのではないかと心配になることもあります。アル
コール依存が進行すると「捨鉢諧謔（すてばちかいぎゃく）」と呼ばれる、問題や自分自身への無関心、多幸的でおど
けたような態度を見せる方がいます。もうどうにもならない、自分ではどうしたらいいかわからないと問題に向き
合うことができなくなった段階で現れやすい状態です。この相談者も、
「笑う」ほどに、もうどうしていいのかわか
らなくなっているのかもしれませんし、元来情緒的な発達に問題がある方かもしれません。それでも、電話をかけ
てきたところに希望が見いだせます。少なくとも他者に相談をするという現実的な行為を選択できています。
事例Ⅳのような相談者は少なくありません。しかし、中にはひとしきり愚痴をいいながら、それでもやめられな
い自分の問題に話題が移っていく方もいます。これもチャンスと捉えています。とはいえ、パチンコ・パチスロはこ
こまで人間の冷静な思考を狂わせる危険を含んで成り立っている娯楽であることを、遊技業の方には忘れないで
いただいきたいと思います。
年間3,000件を超える相談に対応していると、これからも更に様々な事例に出会っていくと思います。どのよう
な相談でも、RSNでは同じ1件の相談として受け止めています。自ら相談を求めているが自分の問題を他者にう
まく伝えられない人たちは、依存問題を発生させる高い危険を持った一群と考えています。一回一回の電話対応で
は、ごくわずかしか（多くはほとんど何も）役立つ支援ができないまま電話を切らざるを得ませ
ん。しかし、これらの事例のように相談スキルや他者とのコミュニケーション能力が高くない方
であっても、ホール内ポスターと匿名の電話相談は相談という行動を引き起こす契機となり得
る他にはない強みを持っていると思っています。大きな社会問題としては、他者に認識され難い
このような問題ある（問題の発生リスク高い）人たちをどのように把握し、支援につながっても
らうかが、現場密着型の支援の生命線であると考えています。
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寄稿

リカバリーサポート・ネットワーク

「RSN来訪記」 本田白寿（『私、パチンコ中毒から復帰しました！』著者）さんより
『私、パチンコ中毒から復帰しました』
（中公新書ラクレ）著者、本田白寿さんが2015年10月25日に
RSN事務所に来訪下さいました。本田さんの目に映ったRSNの活動を、
「RSN来訪記」として後日寄稿
していただきました。本田さんの許可のもと、原文ままにて掲載させていただいています。

リカバリーサポート・ネットワーク
西村

直之

様・スタッフの皆様へ

西村さん、スタッフのみなさん、こんにちは。本田白寿
です。
先日はリカバリーサポート・ネットワーク事務所に立
ち寄らせていただき、誠にありがとうございました。西
村さんからは「沖縄に来る機会があったら訪問してくだ
さいね」という有難いお言葉を頂戴しながらも、すぐに
沖縄に行くことはないだろうなと思っておりました。そ
れが仕事関係で沖縄に行くことになり、皆様にご挨拶出
来たこと心より嬉しく思っております。
事務スタッフの方々が沖縄出身で、相談スタッフの
方々が県外出身とのことでしたが、みなさんが地道に
活動を続けられている様子がとても伝わってまいりま
した。杉山さんをはじめ、相談員の方々に色々とお話を
伺っていましたが、最も印象深かったのは相談の電話が
かかってきて、それに応対されている相談スタッフの方
のお姿でした。電話の向こう側で相談されている方の声
を丁寧に聞き取っている様子に頭が下がる思いがいた
しました。私自身、パチンコ地獄のどん底にいる時のこ
とをよく覚えております。
「パチンコで借金をしている」
「パチンコをやめられない」などは、家族のような身近な
存在であればあるほど相談しづらいことであり、一人で
抱え込むことになります。自分のどうしようもない苦し
い現状を「誰かに話す」だけでも心がふっと軽くなり救
われる部分があります。相談スタッフの方々のとても丁
寧な対応は、相談者の重い心を軽く、焦った気持ちを落
ち着かせ、回復への確かなスタートへと続くきっかけに
なっていると感じました。
私は自分のパチンコ地獄の経験が同じ悩みを持つ他
の人の何か役に立てればと思い、
「私、パチンコ中毒から
復帰しました！」を出版いたしました。これは、自分で立
ち直るための意志と環境がある方にとっては、少しはお
役に立てるかもしれません。しかし、ここリカバリーサ
ポート・ネットワークの相談電話には「親がパチンコ中
毒で困っている未成年のこども」や「パチンコ中毒であ
るパチンコ従業員スタッフ」
「パチンコ中毒であると同
時にアルコール依存やうつ病も抱えている方」といっ
た、拙著では到底対応不可能な相談者からの電話もあり
ます。そのようなことも含めた電話相談を毎日されてい
るスタッフの方々の精神的な負荷は相当大きいのでは
ないかと、いらぬお世話かもしれませんが、勝手に心配
してしまいました。インターネットなどでは「パチンコ
なんてなくせ！」
「 パチンコは違法だ！」という声があ
がっているのをよく見かけますが、現実問題として今、
目の前の困っている方の相談にのる、という具体的な行
為そのものにこそ価値を感じます。だからこそ、頭の下
がる思いを感じたのだと思います。
翌日に西村さんと直接話をさせていただいたことも
貴重な経験となりました（あっという間に数時間が過ぎ
6

ていて、びっくりしましたが（笑））。西村さんがこのリカ
バリーサポート・ネットワークを立ち上げ、パチンコ依
存問題に取り組まれたきっかけのお話もとても興味深
かったです。元々「病的賭博」を研究していたのかと私
は勝手に思っていましたが、全くそんなことはなかった
とのこと、私が勝手に解釈すれば「目の前の問題を無視
出来なかった」ことに尽きると思います。私も仕事柄、精
神科医がこのような問題に取り組めば周囲からどのよ
うな扱いを受けるか容易に想像できます。ここで書いて
いいのかわかりませんが、西村さんがリカバリーサポー
ト・ネットワーク立ち上げのために借金して、たった一
人の状態からタイルを張り、ＮＴＴと格闘し、自分で相
談電話を受けていた当時の話、すいません、面白かった
です！と同時に、周囲の目を気にせず自分の信じる仕事
をされる考え方や姿勢がかっこいいと思いました。自分
もそんな風になれたらいいな、と思います。
本島に戻ってから、彼女と一緒にリカバリーサポー
ト・ネットワークのポスター「パチンコは適度に楽し
む遊びです」がトイレに貼ってあるか確認しにいきま
した。パチンコをやめてからパチンコ店にほとんど入っ
ていない自分にとって、正直かなり勇気がいる行為でし
た。ですが、息をとめ、お尻の穴を引き締めて、バリアー
を張りながらパチンコ店のトイレに向かいました（笑）。
何店舗かいきましたが大型店にはほとんどポスターが
貼ってあり、中にはＴＥＬ番だけ書いてあるミニ版もあ
りびっくりしました。これを見てパチンコ中毒から脱出
するきっかけを得る方もいれば、中には怒るお客さんも
いるかと思いますが、西村さんがおっしゃっていた「業
界が率先してリスクマネジメントを行う」ことは自分
も当然のことと思います。何より優先すべきは「本当に
困った人に対して助け舟が用意されているかどうか」だ
と、私は考えております。
沖縄は本当に素敵なところでした。正直、今回の沖縄
訪問で私は沖縄の魅力に取りつかれてしまいました。で
すから、また沖縄に遊びに行くことがあるかもしれませ
ん。その時はまた訪問させてください。次回、みなさんと
お会いできることを心より楽しみにしております。みな
さん、お身体にお気をつけてお過ごしくださいませ。こ
の度は本当にありがとうございました。
2013年11月5日

本田

白寿

『私、パチンコ中毒から復帰しました！』
（中公新書ラクレ）
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。当事者にも支援者にも大変役立つ内
容となっています。

今月のトピック＆インフォメーション
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

2013年12月1日（日）に神奈川県司法書士会館にて第
8回依存問題基礎講座が開催されます。今回のテーマは
「軽度知的障がいの方の金銭管理＆金銭トラブル防止の
支援について考える」です。ギャンブル、お酒、クスリが
止まっても上手にお金が使えるようにならない人たち
がいます。
「依存症」のアプローチを手厚くしても解決し
ない問題です。今回は知的障がい支援の領域で行われて
いる金銭管理のサポートについてお伝えします。
【日時】2013年12月1日（日）13:30 ～ 16：00
【場所】神奈川県司法書士会館3F
神奈川県横浜市中区吉浜町1番地
【参加費】資料代1,000円
【対象】依存の問題の支援に携わる（携わりたい）方
【問合せ先】浦和まはろ相談室 ☎048-796-7630

「民間回復支援施設における病的ギャンブリングの支
援②ーリカバリーサポート・ネットワークの活動ー」
『物質使用障害とアディクション臨床ハンドブック』
精神科治療学 vol.28 発行：星和書店
精神医学関係の専門誌である精神科
治療学第28巻増刊号（2013年10月）に、
西村代表が「民間回復支援施設におけ
る病的ギャンブリングの支援②リカバ
リーサポート・ネットワークの活動」と
題した小論文を寄稿しています。RSN
の活動概要を約3頁ほどにまとめて報告
しています。別刷を希望される方は、RSNまでご連絡
下さい。別刷冊数に限りあるため、別刷のコピー版とな
る場合もあります。

書籍の紹介

相談現場からこんにちは
←さくら通信の事例紹介で度々登場す
る困った表情したRSN相談員と相談者。
事例をイメージするのに大きな役割を
果たしているのではないでしょうか？
実はこのイラスト、作者は西村代表で
す。手書きの一点ものです。

『知っていますか？ギャンブル依存 一問一答』
西川 京子著（解放出版社）
長年、精神科ソーシャルワーカーとして依存問題に
関わってきた著者が、ギャンブル依存について記した
依存症モデルに基づいた入門書的書籍。

寄付・献金のお礼
株式会社メッセ 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（10月1日から10月31日到着分）
到着日
10月 3日

品名（書籍名）
ＳＥＱＵＥＮＣＥ 10月号
遊技ジャーナル

10月号

No.269

10月15日
10月21日
10月23日

ＰＣＳＡアクションレポート
Ｔｏｙｕｓｈｏ

10月号

日遊協

Voｌ.270

10月号

娯楽産業

10月号

第402 ～第405号

12月号

Vol.12

月刊

通巻593号
通巻52号

遊技通信

10月号

東日本遊技機商業協同組合
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

イープロジェクト株式会社
㈱ガイドワークス
㈱レジャー情報新聞社

10月号

10月28日 Ｇｒｅｅｎ Ｂｅｌｔ

ジャパン

第1301号

11月号

☆
☆

☆
☆

㈱娯楽産業協会
11月号

11月号

遊技経済

プレス

一般社団法人パチンコ・トラスティ・ボード
社団法人

パチスロ実戦術ＤＶＤ 12月号

10月24日 レジャー情報

㈱アミューズメント

一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会

Voｌ.47

月刊 アミューズメントジャパン
ぱちかる

㈱遊技ジャーナル社

Vol.88

ＰＴＢ Ｑｕａｒｔｅｒｌｙ Ｒｅｐｏｒｔ

RSN紹介

㈱シークエンス

通関822号

10月 8日 週刊アミューズメントジャパン
10月11日

寄贈いただいた企業・団体名

Vol.573

No.1409

10月30日 『知っていますか？ギャンブル依存一問一答』

☆
☆

㈱遊技経済
㈱アド・サークル
㈱遊技通信社
㈱解放出版社

※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16 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
• 総務部

認定NPO取得に向けて準備に追われる毎日です。年明けには認定を受け、皆様に報告できると思います。

武島

• 相談部

途切れることのない相談電話に日々奮闘している相談員。相談疲れしないよう体調管理も欠かせません。

杉山
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情報掲示板

リカバリーサポート・ネットワーク

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

ギャンブル依存症者の
家族のつどい

要問合せ

午 後
13:30 ～ 15:30

主 催

問合せ先

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 12月20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

毎月第3火曜日

13:30 ～ 15:30

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

鳥取県

ギャンブル依存症やその
月～金
対応についての相談

8:30 ～ 17:15 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

8:30 ～ 17:15 愛媛県心と体の健康センター

高知県

家族支援プログラム

偶数月 第1月曜日

滋賀県
福井県
石川県
長野県

神奈川県

東京都

アディクションセミナー 奇数月 第2木曜日
家族交流会

偶数月 第2月曜日

長崎こども・女性・障害者
支援センター

095-846-5115

山口県精神保健福祉センター

0835-27-3388

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

依存症を考えるセミナー 毎月第1水曜日

10:00 ～ 12:00 福井県精神保健福祉センター

0776-26-7100

依存症教室

1月28日（火）

10:00 ～ 12:00 石川県こころの健康センター

076-238-5761

依存症家族グループ
ミーティング
個別相談

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

12月24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

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

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

日 程

主 催

問合せ先

依存の問題の支援に携わる 098-871-9671
依存の問題の支援に携わる人たち
12月21日（土） 10:00 ～ 12:00
（RSN）
の勉強会in沖縄
人たちの勉強会
参加費

500円

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）

軽度知的障がいの方の金銭管理＆
神奈川県 金銭トラブル防止の支援について
参加費

1,000円

12月 1日（日） 13:30 ～ 16:00

依存の問題の支援に携わる 048-796-7630
浦和まはろ相談室
人たちの勉強会

事前申し込み必要（依存の問題を持つ本人と家族向けではありません）

ぱちんこ依存問題で困っていませんか？
相談専用回線（IP 電話）

050-3541-6420

月曜日～金曜日（祝日は除く）10：00 ～ 16：00
電話料金の目安
一般加入電話からの場合 全国一律 11.3 円 /3 分
携帯電話からの場合 15.7 ～ 42 円 /1 分
8

時 間

さくら通信
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