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ぱちんこ依存問題相談機関からのメッセージ

85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。

5月5日に沖縄は梅雨入りしました。日本で一番早く梅雨に入り、6月の後半には梅雨があけます。その後は、3
カ月続く熱帯夜が待っています。ゴールデンウィークが終わった途端に、梅雨の大雨のように電話相談が鳴って
います。電話の向こう側から、連休中ほぼ終日ホールで過ごし、懐は軽く、気分がずっしり重くなった方たちから
の湿った空気が伝わってきます。昔から、賭けが事好きな人を「遊び人」と呼びますが、パチンコユーザーは遊び
が下手な方が多いようです。あれこれと適度に種類を変えて遊ぶことが得意ではなく、遊びと言えばパチンコだ
け。遊びでは済まない状態になればなるほど、むきになり、意地になり、熱くなり、気が付けば何のためにパチンコ
をしているのかさえ分からなくなってしまっている相談者の多い
こと。パチンコにのめり込む方たちの独特の生真面目さには、日々
CONTENTS
多くの相談に対応している相談員も驚かされることがしばしばで
P1・・・・・RSN News
す。相談者の内なる世界は、分かるようで分からない、掴めるよう
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間がかかりますが、何が見えてくるのか楽しみです。

RSN News
【活動報告】
RSN東京事務所開設のお知らせ
2014 年 5 月に東京都板橋区赤塚に小さな事務所を
借りました。関東近縁在住の問題あるユーザーの問題
評価、関係者の交流拠点などとして少しずつ活動を展
開していく予定です。ボランティアを求めています。

2013年相談事業報告書の電子書籍版が
Book Wayより無料配布開始
2013 年の電話相談事業報告書の電子書籍版ができ
ました。Book Way の CPE 出版のサイトより、無料
でダウンロードできます。PDF 版は RSN ホームペー
ジからダウンロードが可能です。

扇屋商事株式会社にて依存問題について
の社員研修講師（2014/4/28）
宮城県下で 17 店舗のホールを経営する扇屋商事株
式会社の依頼で、依存問題研修講座を 2014 年 4 月
28 日より開始しました。最前線のスタッフに、問題
意識と問題への理解を深めてもらう取り組みです。

ぱちんこ依存の相談は

全日本遊技事業協同組合連合会
（全日遊連）理事会出席（2014/4/23）
2014 年 4 月 23 日第一ホテル東京で開催された全
日遊連の理事会にて、RSN の活動状況について西村
代表理事が報告を行いました。

警察庁訪問（2014/4/24）
2014 年 4 月 24 日に全日遊連青松理事長と警察庁
を訪問し、RSN の活動状況と電話相談事業の概要を
生活安全局保安課楠芳伸課長、大門雅弘課長補佐に西
村代表理事が報告しました。

【取材・視察来所】

・週刊アミューズメントジャパン取材（2014/4/23）
取材記事の一部は、5月5日週刊APJに掲載
・公益財団法人 公益推進協会視察来所（2014/4/28）

【5 月活動予定】
・扇屋商事株式会社社員研修講師（2014/5/14・28）
・日本遊技産業経営者同友会総会懇親会（2014/5/21）

050-3541-6420

月～金 10時～ 16時（土日祝祭日除く）

※さくら通信は、「AJOSC」
「夢屋基金」の助成、会費、寄付金などにより発行・配布を行っています。
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2014 年 4 月の電話相談のデータ報告
4月の相談件数は268件で、前月より36件増加しました。相談件数は春先から徐々に増加傾向にあります。前月
と同様に若年者からの相談が多く、年代別の本人相談の内訳では、20代の相談者が最も多くなっていました。
「春
休み期間に入り遊技頻度が増えた」
「暇な時間があるとパチンコしてしまう」という大学に通う学生からの相談も
増えています。余暇の過ごし方や時間の使い方に問題がある方が多いようです。若年者に限った問題ではありま
せんが、定年退職後や子どもが自立した後などで自分の時間が持てるようになってから問題が起きている相談者
も多く、
「余暇の過ごし方・時間の使い方」は相談者が抱える問題の共通点の一つと言えます。超高齢化社会に突入
する一方、若者の間では余暇活動の個別化が進行しており「余暇と時間と遊び」の問題は、パチンコののめり込み
に限らず日本全体の社会的な構造変化と関係する大きな課題だと感じています。
4月末で相談件数は999件となりました。昨年と同様に今年も相談件数は年間3,000件を超えそうです。

2014 年 4 月 1 日～ 2014 年 4 月 30 日
相談件数 268 件
2014 年 1 月 1 日～ 2014 年 4 月 30 日 2014 年累計 999 件 開設からの総件数
（2006 年 4 月～）12,726 件
① 相談回数

② コーラー関係性
n=268

間違い・無言・
問い合わせ
44（16%）

家族・友人
39（18%）

初回
211（79%）

複数回
13（5%）

n=211（初回のみ）

本人
172（82%）

③ 性
本人

別

n=172（初回のみ）
男性
女性
129（75%）
43（25%）

家族・友人
男性
11（28%）

n=39（初回のみ）
女性
28（72%）

①相談回数…初回相談211件（79％、前月比＋18件）、複数回13件（5％、同－5件）、間違い・無言・問合せ44件（16％、
同＋23件）でした。間違い・無言・問合せが増加したのは啓発用ティッシュ配付直後の効果も考えられます。
②コーラー関係性…初回相談の内訳は、本人172件（82％、前月比＋20件）、家族・友人39件（18％、同－1件）でした。
家族・友人も引き続き40件に近い件数を維持しています。
③性別…本人性別の内訳は、男性129件（75％、前月比＋12件）、女性43件（25％、同＋8件）、家族・友人性別比は男性
11件（28％、同＋4件）、女性28件（72％、同－5件）でした。

⑤ 紹介先

④ コーラーの年齢
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n=211（初回のみ ）
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ホール内ポスター
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1
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他の相談機関

1

4

5

17

5

22

その他
不明・拒否
総計
2

8

1

9

172

39

211

本人

家族・友人 複数回答

6

精神保健福祉センター
6
1
福祉事務所
8
9
保健所
消費生活センター 1
1
ワンデーポート 5 34
4
医療機関（主治医戻し含む）
ギャンブラーズ・アノニマス
31
ギャマノン 4
その他のステップグループ 1
34
12 71
その他
紹介先なし
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④コーラー年齢…本人からの相談では、最も多く寄せら
れたのは20代の若年者からの相談でした。問題が深刻
化する前に、早期に自身とパチンコの関係を考え整理
することは大事な事です。
⑤紹介先…深刻な相談としては、住む場所を失ったとい
うような緊急性の高い相談をお受けすることがあり
ます。このように命に関わる場合は、生活保護の申請
も視野に入れて地域の福祉事務所を紹介しています。
⑥経 路…家族や友人といった身近な人から問題を指摘
され、RSNに相談するよう提案されて相談につなが
る方もおられます。

ケース

相談電話の向こうから（その10）
パチンコにのめり込む理由は様々です。ビギナーズラックや大勝ちの経験から「パチンコは
勝てる」「簡単にお金が増える」という間違った認識にいたってのめり込む方、気分転換やスト
レス発散を契機にのめり込む方など多様です。今回は生活の大きな変化を背景に遊技頻度が増
えた事例を取り上げました。なお、提示した事例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「孤独感からパチンコを続けてしまう本人」
相談者：A さん

50 代

女性（本人）

A さんは、5 年前に夫の休日にパチンコに連れていってもらい、その時に人生で初めての勝
ちを経験したことを契機に、仕事帰りにときおり一人でパチンコを打つようになった。当初は
暇つぶし程度の遊技で特に問題はなかったが、膝の手術をして仕事が続けられなくなって退職
した頃からパチンコに行く頻度が増え始め、毎日パチンコをするようになった。術後の経過は
思わしくなく、手術を繰り返し、現在は週 2 回リハビリのため通院している。パチンコホール
がアパートから数分と近所にあり、ほぼ毎日行ってしまう。遊技頻度が増えたことにより、使用金額も月 10
万円程に膨らんでしまった。「今日は行かないでおこう」と毎朝思うが、我慢できない。夫も他界し、独りきり
で家で過ごすのが寂しく耐えがたい。身体障害者手帳を取得し、週 2 日ヘルパーが家に来てくれている。ヘル
パーさんと話をすると気が紛れるがパチンコの問題については相談できない。日中過ごす場所を紹介されたが、
高齢者ばかりで話が合わなかった。この生活を続けていたらいずれ破綻してしまう。どうにかパチンコをやめ
たいが…どうすればパチンコをやめられるか知りたい。

◎相談者の見立て・対応
パチンコを始めてからの期間はさほど長くない A

子は思わしくなく、日常生活も今までのように動け

さん。生活の変化とともに遊技頻度は増え、その結果、 ず、仕事も続けられなくなってしまっ
生活の先行きに不安を抱えるようになっています。適

ています。夫との死別の寂しさに加

度な娯楽の範囲を少し超えて、問題化しつつあるよう

え、身体不調による活動範囲の制限

です。相談員は、A さんにこの 5 年間の生活状況など

や退職による人との関わりの減少で、

を振り返ってもらいながら一緒に問題の整理をしまし

A さんの孤独感は増していきました。

た。遊技を始めた 5 年前と現在の生活状況の変化のな

現在の A さん生活パターンや状況、

かでどのように遊技頻度が増えてきたのか、何が関連

ヘルパーさんとの関係や相談できる人の有無など、利

しているのかを考えてもらいました。

用できる社会資源とその関係の聴き取りからも、人と

その中で、夫の他界を機に、パチンコに行く頻度が

の関わりが少なく、こころの内を話せる人も場所も少

増え始めたことがわかりました。夫を失った寂しさに

ないことがわかりました。孤独というより孤立した状

加え、独りきりの生活では家事や炊事をする張合いも

況と言った方が適切かもしれません。

なくなり、仕事帰りにホールに寄ってから帰宅すると

A さんには、パチンコの「勝ち」「負け」よりも、

いう生活が始まったようです。その時期は、仕事をし

遊技している時だけが孤独を忘れられる感覚が重要な

ていたため職場の人との関わりもあり、家に閉じこも

ようです。A さんにとって遊技は孤独感の解消に役立

るということはなかったようです。膝の具合が悪くな

つ反面、「生活への不安」という新たな問題の火種を

り、足の手術を受けた後から、生活への影響が大きく

作ってしまっています。家族喪失、身体の痛みや不調、

なっていました。入院中もパチンコがしたくて仕方な

失職など、ストレス尺度でも重度とされる問題を次々

く「自分でもなんでこんなにパチンコに行きたいのだ

に経験し、こころのバランスの揺らぎをパチンコで埋

ろう」と思った程だったと言います。手術後も膝の調

め合わせているうちに、パチンコとの関係が崩れてし
3
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まったと考えられます。状況的にも年齢的にも抑うつ

代では、個人で地域の人と関わりを持つ場を見つけだ

的になりやすい条件が重なり合っています。

すことは容易ではありません。しかしながら A さん

パチンコに限らず、女性では、ギャンブリング問題

には相談できる援助職者、ケアマネージャーという強

が中年期以降でものめり込みが生じることが知られて

い味方がいました。日常生活の相談は頻繁にしている

います。先行する心理的・精神医学的問題があり、二

ようで、相談できる関係であることから、地域の中で

次的に依存問題が生じていることが多いようです。ス

利用できる社会資源を再度ケアマネージャーに相談す

トレス逃避を目的とした遊技行動では、勝ち負けへの

るよう提案しました。またボランティアや地域活動に

こだわりが少ない故に、気が付くと深刻な金銭問題に

ついて相談できる社会福祉協議会についての存在も伝

発展してしまっていたということが少なくありませ

えました。A さんには、新たな生活基盤となるような

ん。抱えるストレスが大きいほど、この危険も高くな

日中の居場所を見つけることを目標にしていただきま

る印象があります。

した。孤独感を感じたとき、なにかうまくいかない時

相談員との会話の中で、A さんは自身の生活を振り
返り、パチンコの問題を自分自身の弱さとして自分を
責め続けるだけでなく、「大変な状況に振り回され、

には再度 RSN を利用してもらうよう提案し、相談を
終了しました。
地域の中で人とのつながりが希薄になった現代社会

私自身も大変だった」という自分自身を少し客観的に

では、社会とのつながりが途切れることで人は孤立し

俯瞰することが出来たようです。相談員と A さんが

やすいのかもしれません。特にパチンコの問題は人に

一致した問題改善のために重要な課題は、「人と接す

相談しにくい側面も持っています。問題をかかえなが

る機会が減ったことによる孤独感をどう改善していく

らも相談できずに埋もれていくケースも想像以上に多

か？」でした。地域コミュニティーが希薄となった現

いのかもしれません。

特集

RSN主催
「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」より
2014 年 4 月 5 日に東京で NPO 法人ワンデーポートの協力を得て開催した RSN 主催「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」で西村代表理事がパチンコユーザー
に向けて講演した内容の一部を紹介します。

「パチンコ・パチスロののめり込みについて」
パチンコ・スロットののめり込みは、「依存症」「パチンコ中毒」や、一昔前には「ギャンブル狂」などとい
うさまざまな言葉で呼ばれてきました。ただし、これらの言葉は、どれも造語です。「嗜癖」または「依存」が
適切な表現でしょう。それでは、どのような問題や症状があったら、いわゆる「依存」なのでしょうか？「ど
のようななことが起きたら問題なのだろうか？」と不安に思いながら、なんとなく「自分は違う」とわかった
気になっている方が多いように感じます。パチンコやパチスロを継続的にやっている人にとっては「みんなそ
うだよ、当たり前の話だよ」と思っていても、パチンコをしない人たちから見ると当たり前ではないことが多々
あるのです。問題があるのかどうか、一つ一つチェックしてみて下さい。

「医学的な診断基準」
「私は依存症ですか？」と言われても、医学的な診断基準には、ギャンブル依存症という医学用語も定義もあ
りません。依存症はありませんが、今年改正された DSM-5（アメリカ精神医学会

精神障害 / 疾患の診断・統

計マニュアル）には「ギャンブリング障害」の診断基準があります。DSM-5 のギャンブリング障害では、９項
目のうち 4 つ以上当てはまる人は問題がある可能性が高いとされています。「どこからがいわゆる問題か？」
「ど
こからが、いわゆる依存なのか？」という線引きは設定されていません。該当する項目が 4 ～ 5 は軽症、6 ～
7 だと中等症、8 ～ 9 だと重症というふうに分けていきましょうとことになっています。（以下各項目の説明）
①「パチンコのことに考えがとらわれている」とにかくパチンコのことがいつも気になってしょうがない。新
装開店を見た瞬間から頭の中でグルグル考えてしまって、もうなにも手に着かない。自分がそこに行かないと、
4

とても損をしている気分になる。頭の中はパチンコのことで一杯になっている。パチンコをやっている人は当
たり前と思うかもしれませんが、やらない人たちから見るとそんなことはありません。
②「興奮を得るため賭け金の額を増やしたい欲求があ
る」これは海外のギャンブルの基準なので、パチンコ
ではあまり当てはまりません。パチンコの場合は、以
前に勝った金額では満足が得られなくなっていきま
す。例えば、1,000 円、2,000 円程度勝てれば、勝っ
たと思えていたのが、満足できなくなっていくという
ようなことです。前ほど勝っても嬉しくなくなってい
く。より大きく勝ちを得るために、1 円パチンコから
4 円パチンコへと刺激の強いものに変わっていくなど
がこれに当てはまるでしょう。
③「パチンコを減らす努力をして失敗したことがある」
（自己制御の障害がありますか？）難しい表現ですが、自分でコントロールできなくなっていませんか、という
ことです。パチンコに行く回数や時間を減らそうとするけれど上手くいかない、自分の行動をうまくコントロー
ルできないなどです。例えば「毎日行くのを週一回にしよう」と思っても、振り返ると毎日行っている、今日
は行かないでおこうと思っても行ってしまうことです。結局、行きたい気持ちが出てくると抑えられないとい
う状態なら、これに当てはまります。
④「パチンコを減らすと不安、落ち着かない」（離脱症状がありますか？）離脱症状というのは、急に何か止め
ようとするとバランスが崩れる心と身体の反応です。お酒飲みが、急にお酒を止めると眠れなくなったり、手
が震えたりすることと同じです。パチンコでも精神的な離脱症状が起こることが知られています。依存状態に
なると、程度の差はあれ何らかの離脱症状がみられます。離脱症状があれば、依存があるとも言えます。
⑤「問題逃避や不快な気分の解消手段としてパチンコを利用する」問題から逃げたり、自分の抱えている問題
から目をそそらしたり、嫌な気分を解消するためにパチンコを利用することがあるかどうかということです。
気分転換でパチンコすることは何も悪いことではないのですが、何かあるといつもパチンコに行ってしまう、
ちょっと嫌なことがあると行ってしまう、行きたくなるともう止められないというレベルになると問題です。
たまにこういうことがあるということでなく、「しょっちゅう」「いつも」が 1 つの目安です。
⑥「パチンコの損失をパチンコで取り戻そうとする」深追いは、パチンコに限らず、お金や物を賭けるギャン
ブリングに特徴的な行動です。パチンコで負けた時に負けを取り返そうとして、より大きな損をする。これを
繰り返すことは問題です。この行動によってのめり込みがひどくなっていくとも考えられています。この行動
が頻繁にあるということだけで、問題ありと判断できるという調査結果もあります。
⑦「パチンコへののめり込みを隠すため嘘をつく」これも非常に大きな特徴の一つです。パチンコの負けや借
金を隠すために嘘をついたことがある、正直に負けを言えないことはそれ自体がまずいことです。うしろめたさ、
罪悪感を持ちながら続ける行動は、すでに娯楽とは呼べません。
⑧「パチンコのため大切な人間関係、仕事などが危うくなる」生活への悪影響があるかどうかです。普通に遊
べている人は、仕事や人間関係が危うくなることはありません。大切な約束や仕事、人間関係よりも、パチン
コを優先したことがある人は、これ当てはまるでしょう。
⑨「絶望的な経済状況をを救うため他人に借金を頼む」「絶望的な」というと、海外の訳だと非常に重い表現に
なりますが「とにかくお金がどうにもならないから助けてくれ」と他人や家族に借金を頼んだり、債務整理の
状況までいっている人たちが該当します。
この上記の 9 項目、これが全部そろえば、背景問題は何であれかなり深刻な問題レベルにあります。自分自
身のことをどのように感じ、判断しているかは別として、当てはまる項目が多ければ多いほど「もう遊びでは
なくなっている」可能性が高くなっていて、そして当てはまる項目が一つ増えるごとに私自身の生活や人生が
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破壊される可能性が極めて高くなっていると考えて下さい。この点数が高い人は、上手に遊べない人たちです。“自
分はパチンコを長く、やっているから上手だ “と思っていても、この項目が高い人は、実はパチンコに向かない
人なのです。残念ながら “好きこそものの上手なれ” とはいかないのです。

「依存症かどうかは問題ではありません」
「私は、依存症ですか？」と電話相談で質問される人がよくいます。実はこの質問にはほとんど意味がありま
せん。問題は「依存症であるかないか」ではなく、
「私
が繰り返している行動が、気がつかないうちに自分自
身を苦しめ、傷つけ、自己流の対処法のによってさら
に危険な方向に向かおうとしている」ということなの
です。このことに気づいていない方がたくさんいます。
「私のパチンコが、私や私の周囲にいる人たちを苦し
めて傷つけている」のであれば、問題あるユーザー、
問題あるプレイヤーなのです。大事なことは「私は問

「私は依存症でしょうか？」
この質問は、ほとんど何の意味もありません。
大切なことは、
大切なことは

『私が繰り返している行動が、私や
私の周囲にいる人たちを苦しめた
り 傷つけていないか？』です。
り、傷つけていないか？』
もし、そうであるならば「問題ある遊技者」
もし
そうであるならば「問題ある遊技者」
であることは間違いないからです。

題なくできているのだろうか？」「その問題は、自分
自身も笑って、周りの人も笑い飛ばしてくれる程度なのか？」ということです。娯楽というのはもともと笑うも
のです。昔、飲み屋のオヤジさんは、「眉間にしわよせて酒飲んでいる奴はダメだぞ、危ない」と教えてくれま
した。客に「にっこり笑って飲んでくれ、笑えないのであれば帰ってくれ」というマスターもいました。パチン
コ屋さんに行くと、眉間にしわをよせたり、表情がないまま、物凄く厳しい顔をして座っている人たちが結構い
ます。楽しそうに見えないプレーヤーは、問題ある方たちの可能性が高いと考えてよいかもしれません。

「問題解決のために、やるべきことは」
とにかくまず生活習慣を立て直し、修正することです。パチンコに行くということは行動パターンの一つです。
まずは違う行動をしてみる。それができれば、万々歳です。でも、のめり込んでいると多くの場合はできません。
できないという方には、「自分は思った以上にのめり込んでいるな」と気付いてもらえたらいい。納得いかなく
てもよいので、離れる努力をしましょう。うまくいか
なければ何か問題があると考えて下さい。できない場
合は、とにかく我流でやらずに、いろんな人たちに離
れるための力や知恵を借ります。離れたら初めて自分
にどのような欲求や衝動、症状があるかが見えてきま
す。離れた時に、自分はなぜパチンコを必要としてき
たのだろうか？と自分を見直すことができるチャンス
が来ます。離れること、止めること、これからも続け

「問題解決のために やるべきことは」
「問題解決のために、やるべきことは」
（行動）まず 離れる
（行動）まず、離れる
（行動）生活習慣を立て直す（これを徹底的に）
生活費の見直し・管理
生活パターンの見直し
日常生活 役割 見直し
日常生活の役割の見直し

など

（行動）これができなければ、できるように手助
けを求める（家族、友人、相互援助グ
ループ、回復支援施設など）。
、回復支援施設など）。
離れた時に、自分に何が起きるのか（欲求や衝動、
離脱がど くらい自分にある かを知る）？
離脱がどのくらい自分にあるのかを知る）？

るにしても自分はどんなふうに付き合って行きたかっ
たのか？それがいまどうなっているのか？など自分自身を冷静に振り返ることができる時間と場所を作る必要が
あるのです。その上で、最終的に自分で取る行動を自分で決めることです。
誰も無理に止めさせられたくありませんし、遊びは誰かが取り上げるべきものでもないと思います。その人が
大丈夫といっていても、崖っぷちを歩いているのを見たら、それに気付いた人の中には「危ない」と声をかける
たり、ひっぱりあげたりするといったお節介をしてくれる人もいます。自分では危ない所を歩いている自覚がな
くても、周囲の人が自分に向かって「危ないよ」とわざわざ言ってくれる理由に気付いていただきたいと思いま
す。自分の中で問題点がある程度自覚できたら、その問題解決に向かって動機づけをして、行動修正を行ってい
くことになります。この段階になると、自己流のやり方は効果が乏しく、むしろ非常に危険です。我流ではなく
問題行動の修正とその持続を一緒に見守ってくれる信頼できる人や仲間をつくることが重要な鍵になります。そ
れも、できるだけ専門的な知識を持っている人や経験がある人のアドバイスを聞きながらやっていくことが大切
です。誰の力を借りればいいのかわからない時は、RSN の電話相談やワンデーポートの個別相談をぜひ利用して
ください。
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今月のトピック＆インフォメーション
東京都遊技業協同組合・全関東遊技業組合連合会

啓発用ポケットティッシュ配布開始

東京都遊技業協同組合と全
関東遊技業組合連合会が一昨
年 に 引 き 続 き RSN の 相 談 窓
口を告知したポケットティッ
シュを 410 万個作成し、4 月
より 1 都 10 県の各ホールで
順次配布することが決定しました。今回で第 3 次配布
となります。4 月以降、ポケットティッシュを経由し
た相談も少しずつ寄せられています。

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

第 110 回日本精神神経学会学術総会シン
ポジウムで RSN の取り組みを紹介
（2014 年 6 月 26 日 パシフィコ横浜）
2014 年 6 月 26 ～ 28 日にパシフィコ横浜にて
開催される第 110 回日本精神神経学会学術総会に
おいてシンポジウム「いわゆるギャンブル依存問題
における精神科医療の役割について -5 つの治療モ
デルの視点から -」のシンポジストととして西村代
表が RSN の活動から見えてきた問題解決支援につ
いて報告します（シンポジウムは 6 月 26 日予定）。
精神医療関係者の医学学会のため、参加条件等は日
本精神神経学会学の HP でご確認下さい。

相談現場からこんにちは
←「認知行動療法・禁煙ワークブッ
ク」をご存じですか？どうしても
タバコがやめられない方、読まれ
てみては…。タバコをやめる気の
ない喫煙者の相談員 S 氏も隠れて
コソコソ読んでいます（…その気
になっているようです）。

2014年6月8日（日）に神奈川県司法書士会館にて
依存問題基礎講座が開催されます。今回の勉強会の
テーマは
「障害年金を生活に活かす」です。
「依存症」→
「見立て直し」→「障害年金を生活に活かす」という実
際の事例を通して参加者で意見交換を考えています。
興味のある方は是非ご参加ください。
【日時】2014年6月8日（日）13:30 ～ 16：00

寄付・献金のお礼

【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

一般社団法人信頼の森 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（4月1日から4月30日到着分）
到着日
4月 7日
4月14日

品名（書籍名）
週刊アミューズメントジャパン
日遊協

4月号

第428 ～第431号

Voｌ.276

寄贈いただいた企業・団体名
一般社団法人

日本遊技関連事業協会

超パチンコ完全攻略5月号 パチスロ実践術DVD6月号

㈱ガイドワークス

4月16日

ＰＣＳＡアクションレポート

一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会

4月18日

娯楽産業

4月21日

4月号

Vol.94

通巻598号

4月23日
4月30日

㈱娯楽産業協会

月刊遊技経済

4月号

第1307号

㈱遊技経済

レジャー情報

5月号

通巻640号

㈱レジャー情報新聞社

月刊アミューズメントジャパン
Ｇｒｅｅｎ Ｂｅｌｔ

5月号

5月号 Vol.579

㈱アミューズメントプレスジャパン
㈱アド・サークル

ぱちかる

6月号

㈱イープロジェクト

遊技通信

5月号 No.1415

㈱遊技通信社

遊報

4月号 No.275

RSN紹介

㈱遊技ジャーナル社

全日本遊技事業協同組合連合会

☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆

※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
• 総務部

東京事務所開設するにあたり、事務作業を進めています。事務書類や荷物の整理など毎日バタバタしています。銘苅

• 相談部

沖縄は梅雨入りし、毎日ジメジメした不快な日々が続いています。夏の太陽が待ち遠しい今日この頃です。

杉山
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情報掲示板

家族教室 / 相談
都道府県
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日 程

時 間

依存症専門診療相談

毎月 第１・3月曜日

午 後

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

熊本県

依存症家族ミーティング

毎月 第3金曜日

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

家族教室・家族のつどい

要問合せ

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
対応についての相談

月～金

島根県

病的ギャンブリング相談 要問合せ

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

宮崎県

名 称

主 催

問合せ先

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

8:30 ～ 17:15 鳥取県立精神保健福祉センター 0857-21-3031
島根県立心と体の相談センター 0852-21-2885
8:30 ～ 17:15 愛媛県心と体の健康センター
要問合せ

089-911-3880

高知県立精神保健福祉センター 088-821-4966

アディクションセミナー

奇数月 第3木曜日

13:30 ～ 16:30

家族交流会

偶数月 第3月曜日

10:00 ～ 12:00

福井県

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

石川県

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

毎月 第2・4木曜日

13:30 ～ 15：30 長野県精神保健福祉センター

026-227-1810
045-303-2621

滋賀県

長野県

神奈川県

東京都

依存症家族グループ
ミーティング
家族個別相談

滋賀県立精神保健福祉センター 077-567-5010

毎週金曜日/要予約

10:30 ～ 15：00 認定NPO法人ワンデーポート

依存症電話相談

毎週月曜日

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

第1火曜日及び
第3・4火曜日

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

9:00 ～ 17:00

さいたま市
こころの健康センター
山形県精神保健福祉センター

044-201-3242

03-5828-3841

埼玉県

ギャンブル依存症の相談

月～金

048-851-5665

山形県

依存症相談会

6月18日（水）

要予約

北海道

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

023-624-1217

セミナー等
都道府県
沖縄県

神奈川県

名 称

日 程

依存の問題の支援に携わる
6月21日（土）
人たちの勉強会in沖縄
参加費

500円

1,000円

問合せ先
098-871-9671
（RSN）

13:30 ～ 16:00

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
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主 催

依存の問題の支援に携わる
10:00 ～ 12:00
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は参加できません）

「障害年金を生活に活かす」 6月 8日（日）
参加費

時 間

さくら通信

第85号

2014年5月22日発行

月刊

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。

