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ぱちんこ依存問題相談機関からのメッセージ

82号
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。

沖縄では、1月の半ばになるとひまわりと緋寒桜が咲き始めます。少し早いお花見に出かける道すがら、野菜や
サトウキビの収穫に農家の方は大粒の汗を流しています。海ではモズクの収穫で、漁師さんたちは大忙しです。沖
縄は夏よりも冬の方が忙しいのです。私たちの電話相談は、全国を対象にしているので、冬に忙しくなることはあ
りません。全国的に大雪や強い寒波に覆われている日は、ホールへの足が遠のくためか相談電話が減少します。3
月に入って進学、就職、異動など人の動きが活発になるにつれ、相談件数が増加します。大衆娯楽が、人々の活動量
と連動していることを毎年肌で感じます。電話相談件数の急増で、1年あまり企画・開催できずにいたRSNのセミ
ナーを、色々な方々の協力を得て本年2月より再開することができ
ました。遊技産業に携わる方への啓発セミナー、問題を抱える方々
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合同企画

パチンコ・パチスロ依存から抜け出し
たい方へのメッセージセミナー
2014 年 4 月 5 日（土）

13：30 ～ 16：50（受付 13：00 ～）

東京司法書士会館

地下「日司連ホール」

〒 160-0003 東京都新宿区本塩町 9-3
（四谷駅より徒歩 5 分）

パチンコ

パチスロの依存から抜け出したいと思っている方々を対象と

したメッセージセミナーで

。依存問題の基礎的な知識の講義

依存問題の電話相談の紹介

パチンコ

トスタッフによる個別相談を行いま
この問題に悩まれている方は

パチンコ

パチスロの依存問題を抱えた方々

の回復支援に取り組む NPO 法人ワンデーポー

の実践報告 ワンデーポー

。

参加されてみませんか？

（プログラム予定）
講演『パチンコ
講演

パチスロののめり込みについて』 R N 代表 西村 直之

実践報告『ワンデーポートにおけるパチンコ・パチ
ワンデーポート施設長 中村 努 さん

講演終了後

ロ依存からの回復

援』

ワンデーポートスタッフによる個別相談

主催 認定特定非営利活動法人リカバリーサポー

ネッ ワーク

TEL&FAX 098-871-9671
Web
sn-saku a.jp
E-mail
ecove y-suppo t-net@theia.ocn.ne jp

：無料

参加費

2014年4月5日（土）に東京司法書士会館にて認定NPO法人ワンデーポートと合同で「パチ
ンコ・スロット依存から抜け出したい方へのメッセージセミナー」を開催します。セミナーで
は、依存問題の基礎的な知識の講義、パチンコ依存問題の電話相談の紹介、ワンデーポートに
よる実践報告、個別相談を予定しています。ホール関係の方には、ユーザーの方への開催告知
のご協力をお願いいたします（RSNホームページよりチラシがダウンロードできます）。
「パチンコ・パチスロ依存から抜け出したい方へのメッセージセミナ―」
【日時】 2014年4月5日（土）13：30~16:50（受付13:00~）
【場所】 東京司法書士会館 地下「日司連ホール」東京都新宿区本塩町9-3
【参加費】無料

【問合せ】098-871-9671（RSN）

認定NPO法人ワンデーポート主催セミナー

「ゲーム&ギャンブル依存問題の今とこれから」開催
2014年4月6日（日）に認定NPO法人ワンデーポート主催「ゲーム&ギャンブル依存問題の
今とこれから」と題したセミナーが開催されます。パチンコ・スロット、ゲーム依存の問題に
焦点をあてたセミナーです。どなたでも参加できますので興味のある方は是非ご参加を。
当日はRSN代表の西村も講演します。
「ゲーム&ギャンブル依存の問題の今とこれから」
【日時】 2014年4月6日（日）13:00~16:00
【場所】 神奈川県司法書士会館 神奈川県横浜市中区吉浜町1番地
【参加費】1,000円
【申し込み】認定NPO法人ワンデーポート ☎045-303-2621

ぱちんこ依存の相談は

050-3541-6420

月～金 10時～ 16時（土日祝祭日除く）
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2014 年 1 月の電話相談のデータ報告
1月の相談件数は274件で、前月より76件増加し、昨年同月（273件）とほぼ同数となりました。例年、相談件数は
12月に向けて減少し、1月には増加に転じる傾向があります。
「ボーナスも給料も年末年始ですべて使ってしまっ
た」といった相談内容からも、年末年始はのめり込みの条件が整いやすいことがうかがえます。また、この時期は、
家族・親戚が顔を合わせる機会が多く、問題を再認識する時期でもあります。
2006年4月開設からの総件数は、1月末に12,000件を突破しました。

2014 年 1 月 1 日～ 2014 年 1 月 31 日
相談件数 274 件
2014 年 1 月 1 日～ 2014 年 1 月 31 日 2014 年累計 274 件 開設からの総件数
（2006 年 4 月～）12,001 件
① 相談回数

② コーラー関係性
n=274

間違い・無言・
問い合わせ
33（12%）

n=215（初回のみ）

家族・友人
41（19%）

初回
215（78%）

複数回
26（10%）

③ 性

本人
174（81%）

本人

別

n=174（初回のみ）
男性
女性
137（79%）
37（21%）

家族・友人
男性
8（20%）

n=41（初回のみ）
女性
33（80%）

①相 談回数…初回相談215件（78％、前月比＋55件）、複数回26件（10％、同＋15件）、間違い・無言・問合せ33件（12
％、同＋6件）でした。複数回の件数が前月と比べ倍増し、割合も10％に達しました。
②コ ーラー関係性…初回相談の内訳は、本人174件（81％、前月比＋42件）、家族・友人41件（19％、同＋13件）でし
た。本人、家族・友人とも同程度の割合で件数が増加しました。
③性別…本人性別の内訳は、男性137件（79％、前月比＋42件）、女性37件（21％、同±0件）、家族・友人性別比は男性8
件（20％、同＋3件）、女性33件（80％、同＋10件）でした。本人女性からの相談は12月に引き続き、1月も少ない件
数でした。

⑤ 紹介先

④ コーラーの年齢
48

n=215（初回のみ）
本人
家族・友人

47
37

5
10

1

⑥ 経

8

5
20

30

40

本

インターネット
雑誌
その他
不明・拒否
総計

2

精神保健福祉センター
8
保健所
消費生活センター 1

8

14
5

50

60

1 1
70（代）

4

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 1
その他
紹介先なし

家族・友人 複数回答
10

7
6
23
30

3
1
40
66

10
9

④コ ーラー年齢…本人は20代が48件で、1月で件数の
最も多い年代となりました。20代の割合は2013年の
年間を通しても増加傾向にあります。
n=215（初回のみ ）

路

ホール内ポスター

14

ワンデーポート

22
13

本人

人

家族・友人

合

計

107

15

122

34

17

51

9

1

10

16

8

24

8

0

8

174

41

215

⑤紹介先…若年者の本人からの相談では、将来に対する
予防として電話相談を利用する方もおられます。現状
の問題点や今後のリスクを整理しながら予防方法を
一緒に考え、社会資源の情報を提供しています。
⑥経 路…インターネット経由の割合が2013年から増
え、1月では全体の27％を占めました。また、その他
24件中3件が啓発用ステッカー、8件が啓発用ポケッ
トティッシュ経由でした。

相談電話の向こうから（その7）

ケース

子育てや仕事の悩みが大きい40代を過ぎ、40代後半から50代になると、体力の低下、うつ、退
職後や老後の不安、親の介護など今までとは異なる生活上の課題とぶつかることが多くなってい
きます。今回は、社会の高齢化が進む中で、かつて「新人類」と呼ばれた50代の方々からの相談を取
り上げてみました。なお、提示したケースは相談者が特定できないよう一部加工してあります。

相談者1 「うつ病を抱えながらもパチンコをしてしまう」
相談者： Aさん

50代

女性（本人）

夫に誘われてホールに連れて行ってもらったのをきっかけに、5年前からパチンコをやり始
めた。今までは適度に遊べていたが、一年ほど前から遊技頻度、使用金額が増え始めた。パチン
コについて家族から度々注意されるようになり、口論も多くなった。この頃より、気分の落ち込
みが激しくなり精神科に通院するようになった。主治医にはうつ病と診断された。朝起きるこ
とができず、これまでできていた家事もできなくなり、一日中寝込むことも多い。しかし、パチ
ンコには行ってしまう。家族からは、
「うつ病なのにパチンコに行けるのはおかしい」と責めら
れる。遊技頻度はまちまちで、ほぼ毎日行ってしまう週もあるし全く行かない週も（？）ある。パチンコで勝った
お金を貯金できれば良いが、それはできない。Aさんは、パチンコが原因でこのような生活状況が続いていると
思っている。
「依存症になると、家事ができなくなったり、寝込んだりするようになってしまうのか？」
「依存症の
治療はどうすればよいか知りたい。」と相談電話につながった。

◎相談者の見立て・対応
A さんは、うつ病の診断を受け、現在も治療を受け

い理解と対処が A さんにも A さんの家族にも必要だ

ています。うつ病の症状が悪化する少し前から、パチ

と感じました。うつ病とパチンコへの

ンコの問題が生じてきたようです。A さんのパチンコ

のめり込みが併存していますが、A さ

問題はうつ病と強く関連していると推測できます。女

んの場合はパチンコの問題をうつ病の

性の 40 代後半～ 50 代は、子どもの自立による孤独

症状の一つとして捉えた方が合理的で

感や喪失感、更年期、老後の生活への心配や不安が重

すし、対処がしやすいと考えられます。

なりやすく、うつ状態やうつ病が発症しやすい時期で

パチンコに限らず、うつ病で仕事や家事ができないに

もあります。気分の落ち込みや意欲の低下などのうつ

も関わらず、スマホやネットのゲームだけは何時間で

病の典型的な症状に先行して、浪費、飲酒量の増加な

もやってしまうという人は少なくありません。ゲーム

どが生じることがあります。元々あった生活習慣や嗜

やパチンコなどによって生じる生活リズムの乱れや

好行動を、じわじわ強まってくる不快な気分を振り払

金銭問題、家族とのいさかいなどが、うつ病の改善に

うための自己治療的な対処行動として利用するうち

大きな支障となっていることもあります。また、パチ

に、その行動が問題化、時には病的な水準に変化して

ンコやゲームについて罪悪感（特にうつの症状が強い

しまうのです。

時は、自責の念や罪悪感が強くなります）から、主治

うつ病の治療を受けながらも、A さんは、日中の活

医に相談できずに隠してしまうこともしばしばです。

動に支障が出ている理由がパチンコにあると思い込

うつ病の治療に負担なく取り組めることとして、A

んでいます。また家族の方も、うつ病についての病識

さんには、金銭管理の改善を家族に協力してもらうよ

がなく、本人の生活や行動について責め続けているよ

うに提案しました。またうつ病のことやパチンコとう

うです。A さん自身も自分に起きていることが何であ

つ病の関係について、より具体的に説明をしてもらう

るのかについて、「依存症」というキーワードは口に

よう、夫と一緒に主治医を訪ねるように伝えました。

しながらも理解できていないようでした。

RSN では精神科に通院されている方からの相談に

A さんのうつ病発症の背景に何があるのかを把握す

ついては、精神疾患の治療の妨げなど様々な問題が生

ることはできませんでしたが、まずはうつ病への正し

じることを避けるため具体的なアドバイスは避けて
3
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います。そのため、主治医との関係性についても配慮

と主治医に相談経験がありながら RSN を利用される

して相談をお受けしています。「主治医にはどうして

方もおられ、対応に苦慮するケースも数多くあります。

も相談できない」という方や「依存症と言われた」
「『や

主治医に相談しにくい場合は、精神保健福祉センター

めなさい』とだけしか言われない」
「再三相談したが…」 の精神保健福祉相談を利用する方法もあります。

相談者２ 「母親の介護とパチンコ問題を抱えた男性」
相談者： Bさん

50代

男性（本人）

認知症の母親と同居しているBさん。パチンコをやめたいが、やめられなくて困っている。パ
チンコは10代の頃から始めた。20代半ばにはパチンコなどで借金を作り、債務整理を行った。
金銭問題をきっかけにパチンコから少し離れた生活を送り、借金については自己返済した。返
済後は、パチンコにのめり込むことはなく、月に数回、暇つぶし程度に遊んでいた。仕事は順調
で特に大きな問題はなく生活していたが、3年前に母が倒れ、介護が必要になり実家での同居
生活が始まった。仕事と母親の介護に追われる生活となり、パチンコに行く頻度・金額が増えてきた。貯金を切り
崩しての生活を送っている。このままではいずれ貯金も底をついてしまう。過去のような借金を抱えた生活にな
るのではないか心配している。
「パチンコをやめようと決意するがなかなかやめられない。数日後にはまたホー
ルに行ってしまう。どうすればやめられるか知りたい。」と相談電話につながった。

◎相談者の見立て・対応
Bさんの現在の問題は、母親の介護に伴う生活環境

考えなくていいから」という逃避的

の変化と介護の戸惑い・疲労などの慢性ストレスを背

な理由であることが分かりました。

景に、パチンコが問題化しつつあることです。

Bさんはとても物静かな方で、問題

Bさんは、20代で既にパチンコが関連した金銭問題

を独りだけで抱え込み、介護の不安

を抱え、債務整理を行っています。しかしその後は、自

や悩みを誰にも相談できていません

力で借金を返済し、適度な距離を保ちながらパチンコ

でした。

を楽しむことができたきたようです。このように、問

相談員は、介護の負担軽減やストレスや問題を独り

題レベルとなりながら自然に（自力で）問題を解決し、 で抱え込まない環境を作ることがパチンコ問題の収束
その後は適度にコントロールしながら遊技を続けるこ

に必要だと考えました。地域包括支援センターなどの

とが出来ている一群の人たちが存在します。何らかの

介護者を支援してくれる地域の社会資源を紹介し、利

エピソードや自己努力によって問題レベルから抜け

用されることを提案しました。また、あまり人付き合い

出し、その後問題レベルに戻らず過ごすことを自然寛

が得意でないことから、気持ちを言葉にしやすい仲間

解と呼びます。自然寛解は、誰にでも可能なわけではな

や場所として、介護する人たちの集まりやGAのような

く、どのような条件が揃えば成立するのか今のところ

自分の気持ちを話せる場があること、RSNの再度の利

分かっていません。そのため、問題解決のゴールとして

用も活用ができることなどを伝えました。

設定するには危険が大きく推奨されていません。

表面に現れた問題がパチンコの問題であっても相談

いったん自然寛解に至り、適度な遊技を続けていて

者には個々の背景があります。超高齢社会の現在、高齢

も、転勤や転職等の生活変化や環境変化、または過度な

者介護の問題については国民全体の問題として取り上

ストレスなどを契機に、問題レベルに戻る（再燃）こと

げられています。介護者には「先の見えない介護」
「精神

があります。ストレス等でパチンコ問題を抱える危険

的なストレス」
「悲観的な感情」など、精神的な負担を抱

性は、以前にパチンコの経験がある人、さらにはパチン

え否定的な感情を抱きやすい傾向があります。介護者

コで問題を抱えたことがある人ほど高くなると考えら

による虐待や事件といった問題も起きています。孤立

れています。Bさんは、ストレスによるパチンコ問題

しがちな介護者をどのように支えていくか、介護者の

再燃の危険性が高い状態を長年に渡り維持してきたと

ケアは重要です。Bさんのように介護の問題とパチン

も言えます。

コの問題を抱えるケースも数多く潜在していると思わ

生活環境の変化と母親の介護が大きな負担となり、 れます。依存の問題は「本人の問題」として片づけられ
生活のバランスが崩れたことがBさんの問題再燃の契

がちですが、
「依存問題＝改善は本人次第」といった狭

機となったようです。パチンコに行ってしまう理由も

い視点だけではなく背景に隠された問題を整理するこ

「金銭目的」ではなく「今起きていることについて、何も
4

とが問題改善への大切な一歩となります。

特集

「相談員・援助者のセルフケア」

電話相談は、相談員がいて成り立ちます。良い支援は、支援サービスを提供する人の能力によって支えられい
ます。しかし、多くの相談員や援助者は、恵まれない労働条件の中で、日々消耗しながらサービスを行っている
のが実情です。今回、
「相談員・援助者のセルフケア」について教育講演を行う機会が重なり、依存問題とは少し
離れますが、対人サービスに携わる人たちのお役に立てばと講演内容の一部をご紹介します。

職業的援助という仕事
職業的な援助は、労多くして報われ難い仕事で
す。精神的、感情的な消耗を伴います。援助を受

職業的援助は

ける人やその周囲の人たち、さらには職場の上司
などから援助についての責任感を求められるので

• 援助は、精神的、感情的に消耗する

すが、実際の支援では責任の範囲が明確でないこ

• 責任感を求められるが責任の範囲がわかりにくい

とがほとんどです。良い援助ができなければ、事
態や状況が悪化するのでないかという不安や圧力
もあります。これで良いという解決方法や答えが

• 良い援助ができなければ、事態が悪化するという不安・圧力
• 答えのない答えを探さなければならない

無いにも関わらず、支援というのはとにかく目に

• 求められ、期待され、使命感を抱きやすい

見える形での答えを出さなければならないという

• 自分の感情を抑えなければならない

葛藤にも晒されます。元々、福祉など対人支援に

• 無力感にとらわれやすい

関わる人は、人の役に立ちたい、人の痛みを和ら
げてあげたいという気持ちが、他の職種より強い
傾向があります。それ故に求められ、期待され、使命感を抱きやすい傾向があります。自分のことよりも他
人の問題、世話に携わっていると、自分の感情を抑えなければ上手く仕事をこなしていくことができません。
RSN の電話相談員たちは、理不尽な言葉の暴力によくぞ耐えてくれています。誠意をもって、自分の感情を
抑え、あまり恵まれない労働条件のなかで日々援助に取り組んでも、なかなか努力に見合った結果は得られ
ません。また、一つ解決しても、また新たな問題、新たなケースに対応しなければならず、無力感にとらわ
れやすい仕事でもあります。

ストレスが溜まりやすい相談員・援助者
ストレスが溜まりやすい職業であることに加えて、ストレスを溜めやすい相談員・援助者の特徴があります。
相談員の個人的な特性もあれば、職場環境によるものもあります。最もよく見られる特徴が、ケースを独り
で抱え込むことです。「嫌」と言えない、同僚
とチームが組めないなど、問題を自分の力だ

ストレスが溜まりやすい相談員
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ケースを独りで抱え込む
「嫌」と言えない
同僚とチームが組めない
知識、経験が足りない
気分の切り替えが下手
スーパーバイザーがいない（持てない/いない）
職場に指導や研修の体制が無い
トラブル時に守ってくれる体制が無い
労働条件が悪い（給料が安い、残業が多いなど）

けで何とかしなければならない、何とかしよ
うとすることは危険を伴います。「嫌」と言え
ず自分の能力を超えてしまっている人もいま
す。知識や経験の不足が、自己不全感をより
強めていることもあります。気分転換が下手
で、仕事にとらわれてしまう人もよく見受け
ます。
これらの特性は、援助者ではとくに珍しい
ものではなく、むしろこのような特性をいか
にストレスに結びつきにくくし、育成してい
くのかが職場の責任とも言えます。スーパー

バイザーによる支援、適切な指導や研修（休息や休暇も）の提供、トラブル防止の予防体制やトラブル発生
時の保護体制の整備、スタッフを疲弊させない、使い捨てにしない労働条件の整備などが、職場には求めら
5
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れます。援助の最大の資源は「人」ですから、人を育てることが良い援助の提供の基礎になります。残念なが
ら、多くの援助の現場では、援助者の援助が最も後回しになっています。援助者が援助者自身で「セルフケア」
を行うことは、自分にとってもサービス受給者にとっても必要です。

健康な相談員・援助者となるために
援助者が健康な発想を持たなければ、健康に導く支援は難しくなります。そのための考え方のヒントをいく
つか紹介しておきます。援助者といえど関わる全てのケースに対して「愛情」を持って接することはできません。
援助者は、メシア（救世主）でも神でもなく生身の人間だからです。それでも求められ提供しなければならな
い仕事を支えるのは「職業的愛」です。ケースに怒りを覚えるのも、ガッカリするのも「職業人」だからであ
ることをしっかりと意識しましょう。職業人として「プロの知識・実力」を身に着けることも大切です。不安
は、自分を蝕み、ケースを不安にさせます。短期的な見立てと長期的な見立てを行う力が付けば、目の前のケー
スの一挙手一投足に過度にとらわれずに済みます。また、支援の配分もでき、体力的な消耗も防げます。体力
の消耗は、マイナス思考を生み出しやすいので要注意です。知識や実力を身に着けるには「師匠」をたくさん
見つけることが有効です。スーパーバイザーを確保し、自分の援助を客観視して問題点と改善方法を指導して
もらうことが大切です。必ずしも同じ職種でなくても、力になってくれる「師匠」はあちこちにいます。師匠
を見つけ、仲間や私設の応援団が増えれば、さ
らにマイナス思考を減らし、健康的な思考にた
どり着きやすくなります。

健康な援助者となるための行動
（職業人としての私を育てる）

余裕がない、力が足りない援助者ほど他の社
会資源との連携が下手です。丸投げする援助者
を師匠や仲間にしないように。自分自身もそう

• 職業的愛の意識を持つ
• プロとしての適切な力を持つ
（知識、実力不足に起因するストレスは大きい）

ならないように気を付ける必要があります。そ

• 短期の見立てと長期の見立てを持って、ペース配分をする

のためには、紹介先や連携先の立場、考え方、

• スーパーバイザーを確保する（自分の援助を客観視する）

実際の業務を普段から知っておくことが重要で

• 仲間・私設の応援団をつくる

す。最大の社会資源は、ケース本人（相談者）

• 他の社会資源との調整を上手にする（丸投げは論外！）
• ケースの力を引き出す
• 恐怖や強い不安に対して専門的な援助を受ける

であることを忘れてはいけません。相談者の持
つ力は偉大です。援助のトラブルケースでは、
相談者の自律性を尊重せずに、援助者の考えや
都合を優先してしまい、相談者との共同作業が
上手くいっていないことが問題をこじらせてい

ることも少なくありません。一方で、ベストに近い援助を行っても、理不尽な仕打ち（嫌がらせや暴力など）
を受けることがあります。時には、相談者の死に直面することもあります。セルフケアで最も大切なのは、
「自
分だけでケアしようとしない」ことです。恐怖や強い不安を感じる体験を経験した時には、援助者の使命や宿
命などと受け入れず、専門的な援助（ケアまたは治療）を積極的に受けることが必要です。「私は、かけがえの
ない財産」です。援助に携わる人は、まず自分を大切にして下さい。（以上

文責 RSN 代表 西村 直之）

西村代表のたまにコラム（また今月も…）
出会った人に、パチンコ依存の相談機関をやってい
ると自己紹介すると、興味深い反応が返ってきます。
反応には大きく2つのパターンがあります。パターン
1は、
「新聞とかで見ますが、そんな大変な方がいらっ
っしゃるのですね」。この反応を示す人の周囲には、ま
ずパチンコの愛好者がいません。パターン2は、
「大変
ですよね。私の親戚にもね・・・」。ビンゴ！問題ありの
身内・知人を持つ人です。
この反応は、大切な問題を指摘しています。パチン
コをする人としない人の間には、結構大きな溝がある
のです。娯楽の選択は、家族や周囲の人たちをモデル
6

として学習されるためだと思われます。つまり、一旦
パチンコによる問題が家庭や身近な人に生じると、そ
れを契機に問題を経験した集団においてはパチンコ
は「娯楽としての望ましい選択肢」から除外され、以降
の世代においてはその集団からユーザーや好意的な
認知が生じなくなる可能性が高くなります。しかも、
身近にパチンコをする人を持つ人が、ほぼ例外なくの
めり込みやそれに近い問題を見聞き、または体験して
いることは大問題です。のめり込みによって失うのは
一人のユーザーではなく、
「娯楽としてのコンセンサ
ス」です。失うは易し、取り戻すは難しです。

今月のトピック＆インフォメーション
【活動報告】

【視察・来訪・取材】
沖縄タイムス取材（2014/2/10）
（公財）日工組社会安全財団 第13回「パチ
ンコ依存問題研究会」
（2014/1/25）
京都府遊技業協同組合青年部視察来訪
2014年1月15日に第13回「パチンコ依存問題研究
（2014/2/17）
会」が東京にて開催され、西村代表が参加しました。議

京都府遊技遊技協同組合青年部より7名が、RSNの
視察に来訪されました。

論を重ねたパチンコ問題インベントリーの原案がよ
うやく形になってきました。

日刊遊技情報平田浩司さん来訪
（2014/2/20）

パチンコ・パチスロ産業21世紀会賀詞交
歓会出席（2014/1/29）

2014年1月28日に第一ホテル東京にてパチンコ・
パチスロ産業21世紀会賀詞交歓会が開かれ、西村代
表が出席しました。

【予 定】

三重県薬物フォーラム（2014/2/8）
2014年2月8日 に 三 重 県 津 市 に て 薬 物 フ ォ ー ラ
ム「今どきの依存症事情」
（ 三重県こころの健康セン
ター・NPO法人三重ダルク共催）が開催され、シンポジ
ストとして、西村代表が参加しました。午後からは、三
重ダルク15周年フォーラムが開催されました。

リカバリーサポート・ネットワーク主催セミナー

「パチンコ・パチスロ&ギャンブリング依
存について」開催（2014/2/12）

2014年2月12日にRSN主催 遊技業界が知っておく
べき「パチンコ・パチスロ&ギャンブリング依存につい
て」と題したセミナーを東京で開催しました。詳しく
は、次号にてセミナー内容を報告する予定です。

第９回RSN通常理事会の開催
（2014/3/13）
2014年3月13日 に 遊 技 会 館（ 東 京 ）に て、第9回
RSN通常理事会を開催します。

（公財）日工組社会安全財団 第14回「パチ
ンコ依存問題研究会」
（2014/3/26）
2014年3月26日に第13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す。

寄付・献金のお礼
税理士法人早坂会計（早坂毅所長）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（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

全日本遊技事業協同組合連合会

遊技ジャーナル

1月 6日

1月号

㈱遊技ジャーナル社

第414 ～第418号

㈱アミューズメントプレスジャパン

月刊アミューズメントジャパン

特別編集号、2月号

㈱アミューズメントプレスジャパン

Ｔｏｙｕｓｈｏ

1月号

Voｌ.50

1月号 No.1411

ＳＥＱＵＥＮＣＥ 1月号
月刊遊技経済
娯楽産業

12月号

1月号

1月14日

日遊協

1月16日

兵遊協だより

1月22日

通巻825号

週刊アミューズメントジャパン

遊技通信

1月21日

寄贈いただいた企業・団体名

1月号

2月号 No.1412

No.272
第1303号

通巻596号

Voｌ.273
2月号

ＰＣＳＡアクションレポート
レジャー情報

2月号

月刊遊技経済

1月号

㈱遊技通信社
㈱シークエンス
㈱遊技経済
㈱娯楽産業協会
社団法人

第101号

Ｇｒｅｅｎ Ｂｅｌｔ

東日本遊技機商業協同組合

日本遊技関連事業協会

兵庫県遊技業協同組合
Vol.576
Vol.91

㈱アド・サークル
一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会
㈱レジャー情報新聞社

第1304号

㈱遊技経済

RSN紹介

☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆

※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17 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

理事会の準備、事業報告書の発送先確認など…毎年この時期は慌ただしい日々が続きます。

銘苅

• 相談部

2014年も始まり、1月から250件を超える相談が寄せられました。今年も相談部は忙しそうです。

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

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

時 間
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 3月はお休みです

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

要問合せ

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

3月25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

毎月第2・4火曜日

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

セミナー等
都道府県
沖縄県

名 称

日 程

時 間

主 催

問合せ先

依存の問題の支援に携わる
依存の問題の支援に携わ
3月15日（土） 10:00 ～ 12:00
る人たちの勉強会in沖縄
人たちの勉強会
参加費

500円

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）

ゲーム&ギャンブル依存
4月 6日（日） 13:00 ～ 16:00 認定NPO法人ワンデーポート
神奈川県 問題の今とこれから
参加費 1,000円 事前申し込み必要

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

さくら通信

第82号

2014年2月20日発行

045-303-2621

NPO法人ワンデーポート
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発行所
認定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。

