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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。

沖縄は、一足早い梅雨が明け、7月に入ると同時に朝から気温は30度を超え、長い長い夏が始まりました。今年
3月に国定公園に指定され、那覇から船で一時間ほどで行くことが出来る慶良間諸島にはたくさんの観光客が来
ています。南国の娯楽の最盛期が来ました。ただ一方では、6月の国会閉会直前にIR推進法（カジノ法案）が国会
で審議入りし、集団的自衛権の閣議決定されたその日に辺野古の米軍基地移設の工事が着工されるなど、今年の
夏はこの南の島の行く末について考えたり悩んだりすることが多くなりそうです。在日米軍基地の75％を抱え、
事務所の頭上をオスプレイが行き来する島で生活していると、国際情勢の変化や日本政府の政治的判断の影響が
こんなにも身近で日々の生活に入り込んでくるのかと実感する機会が多々あります。人々が、未来への希望より
も不安を強く抱える今日、娯楽に対する人々の意識や求めるものも変わりつつあるようです。明日への糧として
の娯楽が持つ要素よりも、今日そして明日への不安の忘却をより
CONTENTS
強く求めるユーザーが増えている印象を持ちます。だとすれば、こ
れからの日常娯楽には、従来の興奮や刺激性だけでなく、
「 安心と
P1・・・・・RSN News
安全」の充足感という要素が大切になるのではないでしょうか？
P2・・・・・RSN月次データ報告
P3 ~P4・・相談電話の向こうから（その12）
RSNは、平成25年度の事業年度を無事に終え、7月より新しい事
P5~P6・・2013年度活動報告
業年度に入りました。変わりゆく日本の中で、人々の日常に身近な
P7・・・・・トピック&インフォメーション
娯楽の領域から、今年度も微力ながら社会への貢献に取り組んで
P8・・・・・情報掲示板
まいります。

RSN News
【活動報告】
第110回日本精神神経学会学術総会シン
ポジウム参加（2014/6/26~28）
2014 年 6 月 26 日 ~28 日にパシフィコ横浜にて
開催された、第 110 回日本精神神経学会学術総会に
西村代表がシンポジストとして参加しました。当日は、
「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 -」のセッ
ションの中で、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した。

「ケアする人のケア」セミナーの沖縄での
開催準備が始まりました！
財団法人たんぽぽの家が主催する「ケアする人のケ
ア」セミナーを 2014 年 12 月に沖縄で開催すべく、
6 月 21 日に財団理事長播磨靖夫さんらが来沖されま
した。西村代表はじめ RSN は、裏方として沖縄での
セミナー開催に協力します。

ぱちんこ依存の相談は

依存の問題の支援に携わる人たちの勉強
会（横浜勉強会）参加（2014/6/8）
2014 年 6 月 8 日（日）に、神奈川県司法書士会館
で開催された「依存の問題の支援に携わる人たちの勉
強会」に西村代表が参加しました。今回のテーマは「障
害年金を生活に活かす～事例を通して～」。参加者か
らも援助の工夫の話しが出て、勉強になりました。

【お知らせ】
RSN第5回通常総会・第10回通常理事会
開催のお知らせ（2014/9/10）
2014 年 9 月 10 日（水）に、RSN 第 5 回通常総会
及び第 10 回通常理事会を東京・遊技会館にて開催致
します。会員および役員の方々には郵送にてご連絡差
し上げます。

【視察・来訪予定】

日刊遊技情報平田さん取材（2014/7/17 東京事務所）
※ UA ゼンセン講義・視察は台風 8 号のため中止

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 6 月の電話相談のデータ報告
6月の相談件数は261件で、前月より64件減少しました。4月中旬から配布された啓発用ポケットティッシュの
影響も落ち着き、本人からの相談は前々月の4月とほぼ同数の件数に戻った印象です。
夏のボーナス時期を迎え、金銭問題からの一時的な解放感があるのかもしれません。今月は30代・40代の本人
からの相談件数が減少しました。一方、家族・友人からの相談は47件に上り、2013年以降の最多件数に並びまし
た。家族・友人からの相談では、相談者自身が疲弊していることも多く、通話時間が1時間を超えることもしばしば
あります。相談を受ける相談員が疲弊しないよう、相談員は自身のケアをしながら日々対応しております。

2014 年 6 月 1 日～ 2014 年 6 月 30 日
相談件数 261 件
2014 年 1 月 1 日～ 2014 年 6 月 30 日 2014 年累計 1,585 件 開設からの総件数
（2006 年 4 月～）13,312 件
① 相談回数

② コーラー関係性
n=261

間違い・無言・
問い合わせ
26（10%）

初回
215（82%）

複数回
20（8%）

n=215（初回のみ）

援助者
1（0%）

本人
167（78%）

家族・友人
47（22%）

③ 性
本人

別

n=167（初回のみ）
男性
女性
125（75%）
42（25%）

家族・友人
男性
13（28%）

n=47（初回のみ）
女性
34（72%）

①相談回数…初回相談215件（82％、前月比－47件）、複数回20件（8％、同－6件）、間違い・無言・問合せ26件（10％、
同－11件）でした。全体的に減少し、内訳は前月とほぼ同じ割合でした。
②コーラー関係性…初回相談の内訳は、本人167件（78％、前月比－57件）、家族・友人47件（22％、同＋10件）、援助
者1件（0％、前月比＋1件）でした。家族・友人の増加が目立ちました。
③性別…本人性別の内訳は、男性125件（75％、前月比－49件）、女性42件（25％、同－8件）、家族・友人性別の内訳は
男性13件（28％、同＋6件）、女性34件（72％、同＋4件）でした。

⑤ 紹介先

④ コーラーの年齢
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4
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家族・友人

援助者 複数回答

11

精神保健福祉センター
16
福祉事務所 3
4
保健所 4 1
ワンデーポート 4 27
6
医療機関（主治医戻し含む）
31
ギャンブラーズ・アノニマス
1
ギャマノン 3
法テラス 114
11
書籍
その他 4
77
紹介先なし

12
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④コーラー年齢…本人からの相談は、５月に増加した30
代・40代が４月の件数に戻り、全体的に4月に近い分
布となりました。20代は３ヵ月連続で50件を超えて
います。
⑤紹 介先…精神保健福祉センターへ紹介した件数が前
月比で11件増加しました。これは家族からの相談件数
の増加に伴うものです。
⑥経 路…RSNでは援助者やホール関係者からの相談も
お受けいたしております。その他15件中6件は啓発用
ポケットティッシュ経由の相談でした。

ケース

相談電話の向こうから（その12）
RSN 電話相談には、パチンコ・スロット問題をきっかけとして、様々な背景問題を抱えた方か
らの相談が寄せられます。今回の事例は、電話相談全体から見ると少数ではありますが、一般的
な相談機関では出会う機会の少ないパチンコで得た収入で生活している方からの相談です。パチ
ンコから離れられない生活の背景には、時間の消費による二次的な問題があるようです。
なお、ここで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。

ケース1 「パチンコの収入で生活を続ける本人」
相談者：A さん

40 代

男性（本人）

相談者Ａさんは、パチンコで生計を立てている、いわゆるパチプロの方。毎日パチンコ
ホールに通う生活に疑問を感じている。就職して、普通の生活を送りたいと考えているが
パチンコの方が稼げるので、収入を考えるとついパチンコを優先してしまう。パチンコを
やめたいが難しい、パチンコをやめる方法が知りたい。
これまでＡさんは、高校卒業後にパチンコを始め、何度か大勝を経験したものののめり
込むことはなく、アルバイトによって収入を得ていた。少額の車のローンをパチンコで勝っ
たお金で返済したことを契機に、パチンコに徐々にのめり込むようになった。アルバイト
で収入を得るよりパチンコの方が簡単にお金を稼げると感じ、アルバイトを辞め、毎日パチンコをするように
なった。25 歳頃からパチンコを中心とした生活となり、友人や知人との関わりも少なくなっていった。今はパ
チンコホールで知り合った人との関わりしかなく、話題もパチンコの「機種攻略」「勝ち・負け」のみである。
たまに友人の仕事を頼まれアルバイトすることはあるが、定職に就くことはなく生活を続けている。アルバイ
トとパチンコの収入の比較をしてしまい、アルバイトの給料は安いと感じ、就職する意欲が持てない。年齢を
考えると、このような生活はそろそろ終わりにしないといけないのだけど…。

◎相談者の見立て・対応
パチンコ歴が 20 年近く、20 代半ば

コを楽しむという娯楽感覚は少なく、負けを取り戻そ

からの 10 年以上をパチンコを生業と

うと感情的な深追いをして借金をするようなことも稀

して生活してきた A さん。パチンコと

です。A さんも徹底した収支管理と自己コントロール

の関わりは、最も強い群に入ります。 をしながらパチンコを続けています。A さんにとって
しかし現状では、A さんにはのめり込

パチンコは仕事です。遊技頻度が高く、パチンコホー

みに関連した問題、例えば「借金による経済的問題」 ルで過ごす時間が長時間であっても、コントロールは
「生活への支障」
「家族関係の不和」などは生じていま

失われていません。のめり込み問題を抱える方が経験

せん。RSN 電話相談を利用される多くの相談者と職

する、負けを取り戻すためにさらにお金をつぎ込む、

業的ギャンブラーである A さんの抱える問題は、少

深追いや感情的な行動、抑えられない強い衝動、借金

し異なっています。

などの金銭問題などの過度ののめり込みに付随する問

「A さんとパチンコの関係」

題が表面化して相談につながる方たちとは異なってい

A さんのようにパチンコで生計をたてている方た

ます。ただ、現在コントロールできていても A さん

ち、いわゆる職業的ギャンブラーにとってパチンコは

がこの先パチンコを続けることで問題化しないという

生活の手段であるため、パチンコと自身の感情の間に

保証はありません。パチンコの「勝ち負け」は運に左

は一定の距離感が保たれています。一般的な問題ある

右されます。努力によって技術や知識を得ることで多

ユーザーのように強い衝動や欲求に抗することができ

少の勝率は上がるかもしれませんが、最終的には運に

ずに遊技しているわけではありません。また、パチン

左右される不確実性の輪の中から抜け出すことはでき
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ません。職業的ギャンブラーであっても、些細なきっ

などよりも金額の多寡にとらわれがちです。短時間で

かけで歯車が狂いだすとあっという間に生活が破綻し

多くのお金を稼いできた経験があるがゆえに、地道で

てしまう危険があります。A さんの心の中で、安定し

地味な努力を求められる仕事への労働意欲が低いこと

ない収入と現在のような生活を続けることへの不安と

も問題です。パチンコなら楽に簡単に生活できる（本

疑問が徐々に膨らみ、自身の姿を振り返ることにつな

当はそうではないのでしょうが）という思いが頭から

がったようです。

離れないようです。また、就職経験のない A さんに

「A さんの問題点は」

とっては、求職活動自体が初めての体験であり、新し

A さんは、パチンコに対して冷静な距離感を保っ
て関わってきたため、パチンコから離れたくても離れ
られないという葛藤はなさそうです。それでも、パチ
ンコを中心とした生活から離れないのは、20 年近い
人生の「時間の消費」が問題となっているようでした。

い世界へ踏み出すことが怖くて躊躇し、その逃避先が
結局、パチンコホールになってしまっていると考えら
れます。
【A さんへの対応】
相談員は A さんがパチンコからいかに離れていく

のめり込み問題では金銭問題に注目されがちですが、 かという視点でなく、就労への意欲を高め、新たな人
時間の消費も大きな問題です。パチンコに費やす時間 生の一歩への勇気を持つにはどのような支援が有効で
を失うという単純な時間損失だけでなく、長期間パチ
ンコという限られた世界に膨大な時間（人生）を費や
すことで生じる損失も大きな問題となります。A さん
のように職業化してしまうと問題あるユーザー以上
に、時間損失の影響は深刻だと考えられます。「社会
経験」「人との関わり」「働いて収入を得る」「人生の
目標」など一般の人たちが年相応に経験し獲得する課
題や成果が、パチンコという広がりのない狭い世界の
中では、ごくわずかしか得られていません。仕事や生
活に対する考え方の偏りやパチンコ以外の世界への不
安が、A さんがパチンコという世界から離れることを
難しくさせているようです。A さんは一般的な仕事を
探しながらも、仕事や収入に対する評価基準はパチン

あるかと考えました。40 代にして初めての就職活動

ですから、履歴書の書き方や面接の受け方にも戸惑い、
不安になることが容易に想像できます。そこで、相談
員は地域のハローワーク等の専門機関を利用して就職
に関する支援を受けることが出来ることを説明し、活
用を提案しました。また、偏った考え方や誤った認識
を変えるには、頭で考えるだけでなく行動することが
必要であること、行動に移すことが生活や価値観の偏
りを見直すきっかけになることを説明しました。さら
に、生活習慣の見直や新しい生活習慣を身につけるに
は時間がかかること、すぐに上手くいかなくてもチャ
レンジすることが重要であることをお伝えし、相談を
終了しました。

コの世界のままであるため、やりがい、自己実現、夢

◎相談員として
RSN電話相談では、パチンコやスロットがやめられないという相談が主体です。相談者は、パチンコで負けるこ
とで金銭問題が生じ、問題意識を持たれます。しかし、Aさんのような金銭的に問題化しない方は、やめる機会を
逃しがちです。やめる理由もありませんし、やめなければ立ち行かない状況でもありません。Aさんは長期間パ
チンコという限られた世界で生きることによって、パチンコをしない人たちとの関係は薄れ、ヘビーユーザーを
中心とした偏った人間関係のみの状態になってしまいました。閉じた世界では、
「周りもそうだから。みな同じだ
から」と安心でき、生活への影響や生き方についての違和感もなく、むしろ周囲からは称賛されることさえあるか
も知れません。しかしAさんには、40代という人生の折り返しを迎え、過去を振り返り、これまでの生活に後悔の
念をもつ機会が訪れました。Aさんにとっては、年齢を重ねたことが自分の問題に向き合う良いきっかけになっ
たようです。パチンコは勝っているから大丈夫、負けていないから続けるということではなく、やはり適度に遊技
することが大切です。娯楽なのに不安を感じる、娯楽と自分の距離に疑問を感じるなど、適度さが保てないと感じ
た時には、一度離れて自分自身の問題を整理することが必要です。パチンコを遊技することで抱える問題は金銭
消費だけではなく、時間の消費という問題があることを痛感したケースでした。
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2013 年度（2013.7 ～ 2014.6）活動報告
本年6月末で、2013年度の事業年度が無事に終了いたしました。この1年間、私どもの活動を支えていただいた
皆様に厚く御礼申し上げます。昨年12月に、RSNは認定NPO法人として承認されました。認定承認のためにご尽力
いただいた各位に感謝いたします。遊技業界をはじめ多方面からの相談窓口の啓発協力によって電話相談件数は、
毎月250 ～ 300件という状況が続き、問題あるユーザーへの早期介入が可能となっています。相談件数激増による
対応で開催できなかったセミナーも、1回だけではありますが、ようやく再開することができました。新たな取り
組みとして、よりユーザーに近い場所での介入を目指し、パチンコホールの従業員研修も始めました。長年の懸案で
あったアセスメントセンターの県外での開設に踏み切り、東京に新たな事務所を開設しました。相談員の確保や育
成、活動資金の安定的な確保、相談介入の質的向上などまだまだ課題は山のようにありますが、2014年度も新たな
チャレンジをしていきたいと思います。今年度も、私たちの活動へのご理解、ご支援をよろしくお願いいたします。

①電話相談事業
電話相談事業は、相談専属2名、非常勤相談員2名の4
名体制にて対応しました。相談日・相談時間は、現状（月
～金、平日、10時～ 16時）を維持しました。
パチンコ・パチスロ産業21世紀会加盟団体、ホール企
業などによるRSNの活動に対する積極的な啓発活動に
よって2012年度8月以降、飛躍的に増加した相談件数
は、2013年も引き続き安定し、月250~300件前後の相
談が寄せられています。
データ集計に関しては、集計期間の見直しを行い、1
月~12月までの年集計に変更しました。また、相談者の

実態をさらに詳しく把握できる
よう相談票の聴き取り項目を見
直し・追加作業を行いました。
2013年1月~12月 の 相 談 件
数は3,364件で月平均相談件数
は、280.3件でした。初回相談者の内訳は、本人2,324
件（84％）、家族・友人424件（16％）でした。昨年と比較
すると本人からの相談比率が上昇しました。2006年の
開設以来の総相談件数は1万件を超え13,312件（2006
年~2014年6月末日）となりました。

② 広 報・啓 発 事 業
広報・啓発活動としてニューズレター「さくら通信」 国のホールに送付していただき、年間約15万枚を配布
の発行を継続しました。送付先は、遊技業関連団体、公的 しました。ホールからの送付希望への対応、PDF版の配
相談機関、回復施設等へ約1,100件/月発送しておりま 布なども行いました。また、昨年度に引き続き、店舗や企
業の独自メディアに加工し広報していただきました（新
す。希望団体にはPDF版での配布をしました。
ホームページへのアクセスはこの一年で約11万件あ 聞折り込みチラシ、ポケットティッシュ、ステッカー、
りました。検索サイトを利用してアクセスされる方以外 電子メディア、ホームページバナー、
に、ホール関連団体HPバナーからアクセスされる方も ユーザー向け遊技情報誌）。多様化し
おられます。幅広く情報提供できるよう、HPの見直し た啓発活動の取り組みにより、相談
件数は昨年の約1.6倍へと増加しま
作業を行いました。
啓発ポスターは、全日遊連広報誌「遊報」等を通じて全 した。

③企画開催事業
2014年2月12日に東京で「パチンコ・パチスロ&ギャ
ンブリング依存について」と題し、遊技事業関連者に向
けたセミナーを開催しました。

開催するにあたっては、セミナー告知をホール店舗内に
掲示協力して頂きました。また、ワンデーポートと共催
したセミナー「ゲーム＆ギャンブル依存の問題の今と
これから」を横浜司法書士会館で開催しました。

4月には、初めての取り組みとして、問題を抱えた本
人に向けたセミナー「パチンコ・パチスロ依存から抜け
4月より遊技事業に関わる企業従業員に向けた研修
出したい方へのメッセージセミナー」を認定NPO法人 「依存問題についての社員研修」を開始し、ホール従業員
ワンデーポートの協力を得て開催しました。セミナーを の方々に依存問題研修講座の講義を行いました。
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④ 支 援・連 携 事 業
支援・連携事業としては、１）厚生科学研究協力 2）
ワンデーポート企画への協力 3）
「 依存の問題の支援
に携わる人たちの勉強会」との連携 4）龍谷大学矯正・
保護総合センターと連携 5）学会・企業研修講師の協
力6）警察庁への事業概要説明 7）日工組社会安全財団
「パチンコ依存問題研究会」研究協力 8）カジノ関連研
究・調査への協力 9）播磨社会復帰促進センター受刑
者教育への協力 10）薬物・アルコール依存等の回復支
援活動との連携、などの予防・啓発事業への協力など
に取り組みました。講師派遣などの要請には、できる
だけ積極的に対応しました。

←視察来所された遊技関連
団体の方々には、相談者の
動向や相談内容について詳
しく説明致します。また実
際の相談現場を肌で感じて
いただくため、相談員が実
際に相談対応している現場
も見ていただいておりま
す。視察を希望される方は
RSNまでご一報下さい。

⑤研修活動事業
「依存の問題の支援に携わる人たちの勉強会（沖縄）」 と知識の習得を図っています。また、遊技事業者等の視
に月1回会場を提供しました。相談員は勉強会に毎月参 察を受け入れ、依存問題の啓発研修を提供しました。
加し、事例を基とした対応や地域連携、相談技術の向上

⑥ 資 料 作 成・出 版 事 業
2013年電話相談事業報告書を作成 電子書籍版として入手できるようにしました。
し、配布しました（2014年3月）。報告
その他、執筆活動として平成25年10月 精神科治療学
書作成に関して、相談件数の増加に伴 （Vol.28）
「民間回復支援施設における病的ギャンブリン
い、データ集計・解析の時間確保のた グの支援② リカバリーサポート・ネットワークの活動」
め、集計期間を2013年1月~12月末の
平成26年（掲載予定）日本社会病理学会学会誌「現代の
年集計に変更し報告しました。2006
社会病理」
「問題ギャンブリング行動を抱えるパチンコ・
年の開設当初からのデータ集計期間
パチスロ利用者の社会的属性及び遊技状況」などギャン
の見直し作業を行い作成しました。これらは、2012年
ブリング問題、依存関連問題に関する書籍への執筆協力
度より、社団法人信頼の森の協力によりBookwayより
を行いました。
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
2013 年
ぱちんこ依存問題
電話相談事業
報告書

Recove y Suppo t Netwo k
Data Repo t 2013

ぱちんこ依存問題相談機関
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

⑦ その他・新規事業
その他として、2012年より認定NPO法人化に向け
た申請作業をすすめ、2013年12月に無事、承認され認
定NPO法人として活動を始めました。
新規事業として、東京赤塚にRSN東京事務所開設準
備に着手しました。東京事務所では、関東近郊に住む方
を対象にアセスメントを主とした直接相談事業を立ち
上げる予定です。また遊技関係団体、依存問題に関わる
援助職者といった関係者の交流拠点としての機能も考
えております。今年度の秋口には業務を開始できるよ
う準備を進めております。
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←東京事務所（東京
都板橋区赤塚）の外
観 で す。1Fの 焼 き
肉ライスの大きな
看板が目印です。こ
のビルの3Fが新事
務所です。

今月のトピック＆インフォメーション
ギャンブルの問題でお悩みの皆さまへ

新年度に伴う会員継続のお願いと
新規会員入会のお願い

個別相談のご案内

ギャンブルに問題のある人の回復支援をおこなっ

2013年度も皆様のお力添えで無事に終えることが

ている認定NPO法人ワンデーポートが昨年5月より、

できました。2014年度も変わらぬご支援の程よろし

個別相談を開始しました。
「パチンコがなかなかやめ

くお願い致します。会員の皆さまには順次会員継続の

られない」
「依存しているのか、遊びの範囲なのか知り

ご案内をお送りしております。

たい」といった悩みをかかえる本人の方、
「夫、息子が

RSNでは新規会員を随時募集しております。年会

借金を繰り返している」
「病院や自助グループに行っ

費は正会員個人3,000円、団体3万円、賛助会員は個人

ているが、問題解決しない」など、問題解決の糸口が見

一口3,000円、団体一口3万円となっています。詳しく

つからないといった家族の方まで、ギャンブルにまつ

はRSNのホームページをご参照下さい。メールや電

わる悩みや問題を抱えた、本人・家族の相談に応じて

話でのご連絡もお受けしております。

います（要予約）。詳細はワンデーポートまで。
【問合せ先】ワンデーポート ☎045-303-2621

依存の問題の支援に携わる人たちの
勉強会（沖縄勉強会）からのお知らせ

神奈川県横浜市瀬谷区相沢4-10-1

依存の問題の支援に関わる支援者の連携と質的向
上の取り組みを目的とした勉強会（沖縄勉強会）を毎

相談現場からこんにちは

月第3土曜日 10:00~12:00に開催しています。ギャ

←昨年好評だった梅ジュースを
今年も作ってみました。暑い夏
の疲労回復に皆さんもいかがで
しょうか？ちなみに梅酒ではな
いのでお酒は一切入っていませ
ん。一ヶ月後が楽しみです。

ンブリング問題の支援に携わる方、依存問題に興味の
ある援助職者の方であればどなたでも参加できます
（本人・家族の方は参加できません）。興味のある方は
RSNまでご連絡下さい。
【問合せ先】RSN ☎098-871-9671

RSNに届いた寄贈品一覧（6月1日から6月30日到着分）
到着日

品名（書籍名）
週刊アミューズメントジャパン

6月 2日

Ｔｏｙｕｓｈｏ
遊報

寄贈いただいた企業・団体名

第436 ～第440号

6月号、7月号

東日本遊技機商業協同組合

5月号 NO.276

全日本遊技事業協同組合連合会

6月 4日

SEQUENCE 6月号 通巻277号
パチスロ実戦術メガＢＢ 超パチンコ完全攻略

6月 5日

パチスロ実戦術ＤＶＤ 8月号
遊技ジャーナル 6月号 通巻830号

6月 13日 日遊協
6月 17日 娯楽産業

6月号

㈱アミューズメントプレスジャパン

Voｌ.278

6月号 NO.601

8月号

㈱シークエンス

☆

㈱遊技ジャーナル社

☆
☆

一般社団法人

日本遊技関連事業協会

㈱娯楽産業協会
一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会

6月 20日 Ｇｒｅｅｎ Ｂｅｌｔ

㈱アド・サークル

7月号 Voｌ.581

月間アミューズメントジャパン 7月号 Voｌ.17
6月 25日 月刊遊技経済

6月号

レジャー情報

7月号

6月 27日 遊技通信

第1309号

7月号 No.1417

☆
☆
☆

㈱ガイドワークス

6月 19日 PCSAアクションレポート Voｌ.96
6月 24日 ぱちかる 8月号 通巻56号

RSN紹介

㈱イープロジェクト
㈱アミューズメントプレスジャパン
㈱遊技経済
㈱レジャー情報新聞社
㈱遊技通信社

☆

※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17 ヵ所からニューズレターを頂きました。

訂正とお詫び
さくら通信6月号（86号）に於いて誤りがありましたので訂正致します。2014年5月の電話相談のデータ報告（2ページ）上段
から7行目、2014年4月1日~2014年5月31日となっておりますが正しくは、2014年5月1日~2014年5月31日です。
ご迷惑をお掛けしましたことをお詫びするとともに、ここに訂正させて頂きます。
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情報掲示板
家族教室 / 相談
都道府県

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

長崎こども・女性・障害者
支援センター

095-846-5115

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

山口県精神保健福祉センター

0835-27-3388

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

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

毎週金曜日/要予約

10:30 ～ 15：00 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

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

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

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

滋賀県立精神保健福祉センター 077-567-5010

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

9月17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

名 称

日 程

依存の問題の支援に携わ
8月16日（土）
る人たちの勉強会in沖縄
参加費

500円

10:00 ～ 12:00

主 催
依存の問題の支援に携わる
人たちの勉強会

問合せ先
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）

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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