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ぱちんこ依存問題相談機関からのメッセージ

89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。

日本国民の娯楽・余暇活動を分析した「レジャー白書2014」によると、ぱちんこ参加人口は970万人と推測さ
れ、とうとう1,000万人を割り込みました。一方で、久里浜医療センターへの新聞取材から「病的ギャンブルの疑
いがある人」が、536万人以上おり、その多くがぱちんこ遊技者であると受けとめられる報道もありました。遊技
人口の減少は明らかで、国民のぱちんこ離れの傾向は続いています。それでは、500万人の「病的ギャンブラーの
疑い」
（依存症と書き換えて報道するメディアの無理解は論外ですが…）をどう考えたらいいのでしょうか？
調査に用いられたSOGSという海外の調査票を日本で用いると「病的ギャンブラーの疑いがある人」の率が高
く出ると言われています。調査票を見ると、日常的にぱちんこに行っている人が真面目に回答すると、簡単に「疑
いあり」になってしまうことが容易に想像できます。500万人と
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業界には努力と対応が求められています。

RSN News
【活動報告】
RSN第5回通常総会・第10回通常理事会
開催報告（2014/9/10）
2014年9月10日（水）遊技会館（東京都市ヶ谷）にて第
5回通常総会及び第10回通常理事会を開催しました。総
会では、任期の満了に伴う監事の選出と承認、2013年
度の活動報告、収支報告、2014年度の事業計画および
予算案等の議案について説明・報告し、承認が得られま
した。理事会では、任期満了に伴う理事の改選と承認、
東京事務所の活動状況の報告、ポスターの一部改訂の
報告等が行われました。

（公財）日工組社会安全財団
第16・17回「 パ チ ン コ 依 存 問 題 研 究 会 」
（2014/8/20・27）
2014年8月20日（ 水 ）に 第16回、8月27日（ 水 ）に 第
17回「パチンコ依存問題研究会」が東京で開催され、西
村代表が参加しました。第18回は、10月1日開催予定。

ぱちんこ依存の相談は

【視察・取材】
○8月のRSN東京事務所来訪
東京都遊技業協同組合、一般社団法人信頼の森、一般
社団法人日本遊技関連事業協会
○「遊技通信」取材（於：RSN東京事務所）
（2014/8/27）

【9 月活動予定】
○第1回「依存問題についての小さな勉強会in板橋」
板橋ダルクと共催（RSN東京事務所）
（2014/9/7）
○遊技産業活性化委員会出席（東京）
（2014/9/8）
○RSN第5回通常総会・第10回通常理事会開催（東京）
（2014/9/10）
○九州ダルク19周年記念フォーラムにて基調講演
（福岡）
（2014/9/14）
○扇屋商事株式会社にて依存問題についての社員研修
（第5回）講師（宮城）
（2014/9/24）

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 8 月の電話相談のデータ報告
8月の相談は269件で、前月より13件増加しました。日頃は、問題にならない「程良い遊技」をされる方であって
も、余暇の過ごし方が上手でない方は、お盆の連休期間はリスクが一時的に高まるようです。
「時間はあるが、どの
ように過ごせばよいか分からない」
「他にすることがない」
「退屈だから」などの理由からパチンコホールで過ごす
時間が長くなり、その結果としていつもより大金を使ってしまった…。お盆明けには、このような相談も寄せられ
ました。一時的な問題であるかも知れませんが、自分自身と遊技の関係について改めて見直す良い機会なのかも
しれません。8月は例月とはややおもむきの異なる、一時的に問題化した方からの相談が寄せられました。

2014 年 8 月 1 日～ 2014 年 8 月 31 日
相談件数 269 件
2014 年 1 月 1 日～ 2014 年 8 月 31 日 2014 年累計 2,110 件 開設からの総件数
（2006 年 4 月～）13,837 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213件（79％、前月比＋23件）、複数回相談28件（11％、同－7件）、間違い・無言・問合せ28件
（10％、同－3件）でした。1回の相談で終わらず、継続して相談して頂けるよう対応に配慮しています。
②コーラー関係性…初回相談の内訳は、本人163件（77％、前月比＋9件）、家族・友人49件（23％、同＋14件）
、援助者
1件（1％、同±0）でした。前月より家族・友人からの相談が増え、相談経路も広範囲となっています。
③性別…本人性別の内訳は、男性127件（78％前月比＋5件）、女性36件（22％、同＋4件）、家族・友人の性別は、男性9
件（18％、同＋3件）、女性40件（82％、同＋11件）でした。各項目の性別比率は前月とほぼ同じでした。
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④コ ーラー年齢…6月には20件台にまで減少した40代
本人からの相談が徐々に増え、前月より15件増加しま
した。家族・友人からの相談では、30代~60代の各年
齢において増加しました。
⑤紹介先…依存問題に関わらず、相談者の問題改善やニ
ーズに沿った機関を紹介できるよう、地域の社会資源
を調査し対応できるよう心がけています。
⑥経路…6月に横浜で開催された日本精神神経学会学術
総会シンポジウムの模様が東京新聞と中日新聞に取
り上げられ、記事を読まれた方からの相談が6件寄せ
られました。

ケース

相談電話の向こうから（その13）
今回は、どことなく似ているＡさん、Ｂさん、Ｃさんの三者の例を取り上げました。問題の本
質は、パチンコやスロットをしてしまうことなのか、いわゆる依存の問題として捉えるべきなの
か、相談員は掴みどころのない相談者にしばしば頭を悩ませます。本人なりに問題の改善を考え
てはいるようですが、どこか他人任せで、行動を変えようとする緊張感や意欲が乏しい相談者た
ち。そんな煮え切らない、相談員自身も何かモヤモヤしてしまった事例をご紹介します。
※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Ⅰ 「依存症になってしまったと訴えるＡさん」
相談者：A さん

20 代

男性（本人）

A さんは、スロットを始めて 5 年。週末はスロットをして過ごすことが多く、「自分
は依存症ではないか？」と思い、治療方法を知りたくなって RSN の相談につながった。
遊技頻度は週 1~2 回、遊技金額は月 1~2 万円程で生活への影響は全くないという。ス
ロットに使うお金がもったいないので、やめようと強く思っている。しかし、週末になるとスロットがしたくなっ
てホールに行ってしまうため、なかなかやめることができない。勝てないことも、続ければその分お金が減っ
ていくこともわかっているが…。インターネットで調べると、ギャンブル依存症は病気となっていた。たぶん
自分は依存症だから、スロットをしたくなるのだと思う。やめられないのも病気のせいだと感じている。この
先問題が大きくならないうちにスロットをやめたい。スロットをしたいという衝動をなくして欲しい。自分で
はうまくできないので、病院を利用して治療したい。

ケースⅡ 「生活の問題が大きいＢさん」
相談者：Ｂさん

30 代

男性（本人）

Ｂさんは、20 歳の頃からスロットを始めた。当時は友人に誘われた時だけ遊び、スロットの楽しさはよく
わからなかった。つきあいで遊ぶ程度で、スロットで遊びたいという衝動もなかった。しかし何度かホールに
行くうちに大勝ちを経験し、徐々に頻度が増え、一人でもホールに行くようになった。20 代半ばまでは、大き
く負けることもなく、アルバイトとスロットの収入で生活を維持できていた。なんとなく生活はできていたが
長くは続かず、少額の借金を抱えながらスロットを続けるようになった。借金を返済して半年程はスロットを
しなかったが、やめることはできなかった。アルバイトは長続きせず、飽きると転職をする。現在は求職活動
をしており、金銭的にスロットをする余裕はない。高齢の父親と同居し、父の年金でどうにか生活をしている。
スロットをしてしまうこの生活をどうにかしたい。

ケースⅢ 「強い不安感から遊技してしまうＣさん」
相談者：Ｃさん

30 代

男性（本人）

パチンコに全く興味がなかったＣさん。遊技歴は数年と短い。パチンコを始めたのも遅く、28 歳の時に友人
に誘われて初めてパチンコに行った。初めてのパチンコで何もわからないまま 5 万円勝ち、簡単にお金が増え
たことにとても驚いた。当初は、遊技頻度も月に数回で、暇つぶし程度に金額を決めて遊び、のめり込むよう
なことはなかった。しかし、仕事を辞めてからは、遊技頻度、使う金額ともに増えていった。一日で 10 万円近
く負けることもあり、貯金をすべて使い果たしてしまった。就職活動は継続しているが、
仕事は見つかっていない。遊び目的であったパチンコのはずが、負けてお金が減るたびに
金銭の不安が強まり、取り戻さなければという思いがさらに遊技頻度を増やす悪循環に
なっている。パチンコに行くことへの罪悪感は強く、また仕事が見つからない焦りもあり、
毎日が不安である。パチンコをやめたいと思っているのに、毎日行ってしまう。
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A さんのように「依存症になった」「依存症に罹ったので、治療してもらえる医療機関を教
えて欲しい」「依存症だと思うのですけれど…」「少し依存症気味かなと思って…」など、こ
のような会話から始まる相談は少なくありません。繰り返し耳にする「依存症になりました」
という相談者の訴えを聞けば聞くほど相談員は違和感を高めます。“依存” というキーワード
でインターネットを検索すると、多様で大量な情報が得られる時代となり、一昔前に比べる
と○○依存・依存症という言葉はとても身近な言葉となっています。問題を抱える本人や家
族にとって必要な情報が容易に入手できる利点は大きいですが、一方で間違った認識や問題の本質を見失うと
いう懸念もあります。過度に不安を煽る曖昧な情報は問題を抱えた方々を混乱させ、一方的な恐怖感だけを与
えてしまいかねません。「パチンコをしてしまう＝病気」という考え方が、家族との関係を歪める要因となって
いるケースもしばしば見られます。Ａさんのように、スロットをしたい衝動（病的と言えない程度の）を自己
流の拡大解釈によって「依存症になった」と極端にとらえる方もおられます。表面的な問題を取り上げて騒ぎ
立てるのではなく、なぜこのような問題が起きているのかを冷静に考えることが問題改善の第一歩です。相談
員には、相談者の発する言葉に巻き込まれて視点が狭くならない聴き方をする注意が必要です。A さんは、依
存症云々以前に、ストレス対処技能に課題があるようです。自らが抱える課題から生じる葛藤を「依存症＝病気」
という表面的な理解で回避することは、問題解決にはならいないことをやんわりと伝えました。
B さんの悩みは、本質的にはスロットの問題ではなさそうです。仕事が継続できないことや、父親の年金に
依存した状態であること、ストレスのはけ口がスロットしか見つけられていないことなど、生活の自立にまつ
わる B さん自身の社会生活技能の問題が、スロットを続けることで金銭問題として本人の目の前に現れてきた
ようです。B さんは遊技歴も短く、やめられないほどの強い衝動もなければ、返済できない借金を抱えている
訳でもありません。遊技できない状況となれば離れることもでき、借金してまで遊ぶという積極的な行動も認
められません。電話の向こうの B さんは、漠然と不安を感じて相談してはいますが、その不安を何とか解決し
たいという能動的な感じが薄く、相談員はスロットのことはともかく B さんの行く末に不安を感じてしまいま
した。これが家族からの相談であった場合には、「スロットが原因で仕事の意欲が低下し、家族に生活まで面倒
を見てもらって…」というストーリーに化けてしまうことがたびたび起こります。もし、援助者側がこのパター
ンに陥ると、家族が持つ本人への否定的感情を強めさせ、視野の狭い見方に誘導してしまいます。
その結果、いたずらに本人を追い詰め、より問題を複雑にしかねません。B さんには、生活を
どのように改善し安定させていくかという視点に切り替えてもらい、「なぜスロットを必要とし
ているのか？」ということを考えてもらうようにしました。B さんは、“賭け” にのめり込むと
いうより、自分の本質的な問題と向き合えない、向き合う力が弱いのかもしれません。相談者
の弱さを否定的にならないように伝えるのは、骨の折れる作業です。
C さんは、目の前の不安やストレスの回避のために遊技をし、その遊技のために余計にストレスを溜める典
型の方です。お金を賭け、増やす目的というよりも、ホールにいることで得られる安心感、不安感や孤独感か
らの解放が C さんには重要なようです。Ｃさんのように仕事から離れたことで生活のバランスが崩れ、逃避的
な目的で遊技してしまう方は少なくありません。しかし、逃避的な行動を続ける程に不安感は募り、より過度
な遊技に移行していく危険があります。Ｃさんの生活を見ると、就職が決まらない焦りや不安→不安の逃避か
らパチンコ→金銭消失の不安（パチンコによる不安によって、その他の不安はわずかの間だけ棚上げできる）
→パチンコへの逃避と、対処行動が新たなストレスを生む悪循環になっています。このような生活では、求職
活動にも支障をきたし、良い結果は生まれません。悪循環からの脱出のためには、Ｃさんが抱えているそもそ
もの不安は何か、その不安を解決するには何が必要なのかという点に焦点を当てていく必要があります。
RSN には、年間 3,000 件を超える相談が寄せられます。表面に見える問題はパチンコ・スロットですが、背
景には、度を越した遊技をしてしまう理由や問題が隠れています。多様化した生活様式の現代社会では、抱え
る問題も隠された問題も、介護問題、精神疾患や重複した問題、DV（家庭内暴力）、虐待、他の依存問題とさ
まざまです。またホールに行く理由も同様で、金銭の獲得のため、ストレスの発散、ゲーム性にひかれて、な
んらかの逃避、唯一の居場所としての利用など多岐に渡ります。また本人の特性もそれぞれ違い、今回ご紹介
した 3 人のような、年齢相応の自立した生活が出来ていない方や対処能力の脆弱な方からの相談も寄せられま
す。年齢を重ねるごとに人は何らかの問題を抱え、その都度自己改善や他者の知恵や力を借りて解決していき
ます。その過程で発達し成熟していくわけですが、なかには自分の問題に目を向けることが出来ない方、人に
相談できない方もおられます。依存問題とは特別な領域で、特別な問題を抱えるのだと考える方も多いようで
すが、依存問題は人が生きていく上で抱える問題の一つに過ぎません。電話相談を通して、表面的な問題の背
景にある本質的な問題は何かを考え、向き合うことの重要さを日々痛感しています。
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特集

東京都立多摩総合精神保健福祉センター「平成26年度第3回公開講座」
より

ギャンブル問題の理解と対応（講師：安髙真弓）

2014年7月29日に東京都立多摩総合精神保健福祉センターにて開催された「平成26年度 薬物アルコール等家
族教室」の公開講座にて、当リカバリーサポート・ネットワークの安髙真弓理事が「ギャンブル問題の理解と対応」
という題目で講演されました。その講演の内容を2回に分けて紹介します。今月号は、ギャンブルの概念、法律的な
位置付けなど基礎的な部分について、次号10月号では「相談援助における大切な視点」について掲載いたします。

「ギャンブルとは何か？」
今日は、
「ギャンブル問題の理解と対応」という
お題をいただいているのですが、チラシは「パチ

■ ギャンブル問題？
⼤辞林 第三版 （三省堂）

ンコ等すべてのゲーム（遊戯）は～」という言葉か

「ギャンブル」「賭（か）け事。博打（ばくち）。投機。 」
「賭博」
「⾦や物などをかけて勝負事をすること。ばくち。」

ら始まっています。正直なところ、なんだか、しっ
くりこなくて、違和感がありました。
「 ギャンブ
ル」という言葉は使う人の解釈によって意味合い

法律的枠組みから⾒ると…お⾦をかけるか否かが問題?!（刑法）

が違うので、言葉の意味を統一しないとわかりに

第23章

くいのです。それで、初めにギャンブルの定義を

第185条

調べてみました。
まず、大辞林第3版には、
「ギャンブル」は、
「賭け
ごと。博打。投機。」と書いてあります。
「賭博」とい

賭博及び富くじに関する罪

（賭博）

第７章

賭博をした者は、50万円以下の罰⾦⼜は科料に処する。ただし、
⼀時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
犯罪の不成⽴及び刑の減免

（正当⾏為）

第35条

法令⼜は正当な業務による⾏為は、罰しない。

う言葉は、
「賭けごと」という言葉と「博打」という

「ギャンブル」と「問題」の整理が必要

文字をそれぞれ併せて賭博となった造語だそう
ですが、
「金や物などをかけて勝負事をすること」

と書いてあります。次に、
「賭博」の法的な枠組みを調べてみました。刑法に賭博という項目があって、
「賭博をした
者は、50万円以下の罰金又は科料に処する」と定められています。賭博をした者は罰せられるということが決まっ
ているのに、なぜ日本には競馬や競輪などの公営ギャンブルやぱちんこ屋さんが存在するのでしょう？それは、刑
法の正当行為という条文で「正当な業務による行為は罰しない」と定められているからです。抜け道というか、
「賭
博なんだけれど、許可しますよ」というようなことですね。このようなことを調べれば調べるほど、法律的な枠組み
と現実には違いがあることを感じます。私の感じた違和感は、法律と現実のギャップやわかりにくさから生じる混
乱なのだと思います。混乱を紐解くために、この講座のはじめの一歩として、
「ギャンブル」と「問題」の整理をして
みたいと思います。

「日本の公営ギャンブル事業の成り立ち」
いわゆるギャンブルとして、日本には、どのよう

■合法的に供給されているギャンブル事業
種類

なものがあるのでしょうか？合法的に供給され

ら一つ一つに法律と目的があり、また監督省庁も
それぞれ異なっています。例えば、競馬というの
は、競馬法という根拠法があり、戦前であれば良質
な軍馬の量産という目的のもと、農林水産省が監
督しています。宝くじでは、地方財政資金の調達を
目的とした当せん金付証票法を根拠とし、監督す
る省庁は総務省となっています。各事業における

公営競技

くじ）など、多くのものが日本にはあります。これ

公営ギャンブル・
公営賭博

オートレース、宝くじ、スポーツ振興くじ（TOTO

合法ギャンブル・
官営ギャンブル（
日本型収益事業）

ているギャンブル事業としては、競馬、競輪、競艇、

施行年

目的

監督省庁

法律

運営

地方競馬

1948年 馬の改良増殖その他畜産
（S23年） の振興、地方競馬公正円
滑な実施事業
農林水産省 競馬法
1923年 （旧競馬法）
（Ｔ12年） 良質な軍馬生産

地方自治体

競輪

自治体の戦後復興費用
1948年
捻出および自転車産業の 経済産業省 自転車競技法
（S23年）
発展

指定自治体
自転車競技会
（委託）

競艇

1952年
造船関係の産業振興
（S27年）

国土交通省 モ
モーターボート競走法
タ ボ ト競走法 指定自治体

小型自動車その他の機械
1949年 の改良・輸出の振興、機
経済産業省 小型自動車競走法
オートレース （（S24年）
年） 械工業の合理化・体育事
械 業の合理化 体育事
業その他の公益の増進

日本小型自動車
振興会

宝くじ

1948年 地方財政資金の調達
（S23年）

スポーツ
振興くじ
（TOTO）

1998年 スポーツの振興のために
スポーツ振興投票の （独）日本スポーツ
文部科学省
（H10年） 必要な資金を得るため
実施等に関する法律 振興センター

中央競馬

1954年

総務省

当せん金付証票法
証票法

農林水産省 競馬法

都道府県知事又
は指定都市

日本中央競馬会

＊萩野寛雄（2004）「『日本型収益事業』の形成過程 日本競馬事業史を通じて」を参考に分類
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リカバリーサポート・ネットワーク

法律の施行年を見ると多くは第二次世界大戦後の混乱期に施行されています。これは戦後の日本復興期に必要な
予算を獲得するために始まったようです。私の出身地の福岡県には、旧採炭地支援ということで公営ギャンブルす
べてが揃っています。すべての公営ギャンブルが揃っているのは全国で2カ所、福岡県と千葉県だけです。逆に全く
ないところは何カ所かありますが、私がこの十余年仕事をしていた沖縄県は公営ギャンブルはゼロという所です。
公営ギャンブルはありませんが、沖縄の方言で「闘牛オーラセー」と言って、牛を戦わせてそれを見て楽しむ闘牛の
文化があります。
「ヒージャーオーラセー」という山羊バージョンもあるようです。公営ギャンブル以外にも、蜘蛛
を戦わせるとか、闘鶏とか闘犬とか、地域によって、その土地の文化と深く根付いた娯楽として、様々ないわゆる
ギャンブルの素（？）になるようなものが存在しています。

「ゲーム・ギャンブル・賭博の関係性」
ゲームとギャンブル、法律で定められているのは賭
博、これがどのように関係しているのか整理がなかな

■ （⽤語）ゲーム・ギャンブリング・賭博

かつきません。整理をするとすれば、すべてはゲーム
という大きな枠でくくられ、その中にお金を賭けるか
どうかが問題となるギャンブルというものが入り、そ

ゲーム

の狭い中に法律として規制を受ける賭博というもの

ギャンブリング
賭博

が入ります。イメージとしては図のような感じです。
ゲームであるか賭博かであるは、種類ではなく「金品
を賭けるかどうか」という行為によると考えられま
す。世界的には、
「 物やお金など価値あるものを賭け
る行為、またはそのような行為を商業化したもの」を
ギャンブリングと定義しています。
「 ギャンブル」は

ゲームか賭博かは、種類ではなく「⾦品を賭けるかどうか」と
いう⾏為による。
そこで世界的には「物やお⾦など価値あるものを賭ける⾏為」
またはそのような⾏為を商業化したものを「ギャンブリング」と
呼ぶ。

認定NPO法⼈ リカバリーサポート・ネットワーク提供

「賭博」と同義的に考えがちですが、
「賭ける行為」自体
を指す幅広い概念です。公営ギャンブルについては、それぞれの目的があって目的税を課していますから、国とし
ては許可しているということになります。定義を考える際には、国が認めるとか認めないとかということは置いて
おいて、お金や物を賭ける、それによっていろいろな問題が発生することは、ギャンブルと考えてもよいだろうと
いうことです。まとめると、ギャンブリングというのは、
「物やお金など価値あるものを賭ける行為、またはそのよ
うな行為を商業化したもの」、ギャンブリング問題とは、ギャンブリングの結果、問題化した事柄、経済的、身体的、
精神的問題、その他すべてを指します。厚生労働省の研究班でも国際的な動向を踏まえて、このように定義されて
います。

「ぱちんこの位置づけとギャンブリング問題」
パチンコは公的にはひらがなで「ぱちんこ」という
のが正しい表記です。本日の講演案内のチラシには「あ
そびたわむれる」という意味の「遊戯」という字があて
られていますが、正しくは「あそぶわざ」の「遊技」です。
公営ギャンブルについて根拠法がそれぞれあったよう
に、パチンコも、
「 風俗営業等の規制及び業務の適正化
等に関する法律（風営法）」で、
「 遊びとして行う技（わ
ざ）。特にゲームに景品などかかった遊びや勝負事。パ

■ ギャンブル問題→ギャンブリング問題
パチンコ…法的には「ぱちんこ」。遊戯でなく、「遊技」
⾵俗営業等の規制及び業務の適正化等に関
する法律（1954〜）

【遊技】遊びとして⾏うわざ。特に、ゲームに景品などがかかった遊びや
勝負事。パチンコ・射的・ビリヤードなど（⼤辞林
ビ
第三版）

「ギャンブリング」 「物やお⾦など価値あるものを賭ける⾏為」
またはそのような⾏為を商業化したもの

チンコ、射的、ビリヤードなど」と定義してあります。
ギャンブルの問題が取り上げられる時には、パチン
コが一番に挙げられますが、日本にはパチンコに先行
して公営ギャンブルというのも存在し、並列に語れな

「ギャンブル問題」

ギャンブリングの結果、問題化した事柄
ギ
ブリ グ 結果 問題化 た事柄
経済的・⾝体的・精神的問題その他

※ 厚⽣労働省研究班 ⽥中克俊（2007）「いわゆるギャンブル依存症の実態と地
域ケアの促進」で国際的動向を踏まえて定義

い位置付けがされています。一直線に”依存問題→パチ
ンコ”と決めてしまうことには問題があると思いますが、巷に沢山あって目につきやすいパチンコは、人々が利用し
やすく、日常の中にあるという点でリスク管理や対策をしっかりすべき業種です。ただし、問題の指摘しやすさか
ら、パチンコだけに視線と批難が集中し、公営ギャンブルなどの問題に目配りできないのは政策や対策として充分
でないと思います。
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~次号10月号に続く~

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（沖縄勉強会）からのお知らせ

「ケアする人のケアセミナー in沖縄」
開催日が決定しました！
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 in沖縄」の開催日が決定しました。本セミ
ナーでは、古の文化や先人の知恵に学び、本来のケアの
あり方やコミュニティの再構築への道筋について考え
ます。医療や福祉、家庭での介護に携わる人やコミュニ
ティ、まちづくりに関心のある方はどなたでも参加で
きます。RSNは、本セミナーの実行委員として開催に
協力しています。詳細については決定次第お知らせ致
します。

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
月第3土曜日 10:00~12:00に開催しています。ギャ
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

【ワークショップ】
2014年12月20（土）13:30~16：00（交流会17：00~）
カルチャーリゾートフェストーネ研修室BC/会議室B
（沖縄県宜野湾市真志喜4-3-1）
【セミナー】
2014年12月21日（日）10：30~15：25
沖縄コンベンションセンター会議室A-1
（沖縄県宜野湾市真志喜3-28-1）

相談部より
相談員研修等の事情により、9月22日
（月）の相談
業務を臨時休止いたしました。ご迷惑をおかけしまし
た。10月以降は休まず相談業務致します。

ギャンブルの問題でお悩みの皆さまへ

ワンデーポート個別相談のご案内

ギャンブルに問題のある人の回復支援をおこなっ
ている認定NPO法人ワンデーポートが昨年5月より、
個別相談を開始しました。
「パチンコがなかなかやめ
られない」
「依存しているのか、遊びの範囲なのか知り
たい」といった悩みをかかえる本人の方、
「夫、息子が
借金を繰り返している」
「病院や自助グループに行っ
ているが、問題解決しない」など、問題解決の糸口が見
つからないといった家族の方まで、ギャンブルにまつ
わる悩みや問題を抱えた、本人・家族の相談に応じて
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
神奈川県横浜市瀬谷区相沢4-10-1

RSNに届いた寄贈品一覧（8月1日から8月31日到着分）
到着日

品名（書籍名）
SEQUENCE 8月号 通巻279号

8月 6日

㈱アミューズメントプレスジャパン

ダイナムグループ通信

Vol.03

㈱ダイナムジャパンホールディングス

Toyusho 8月号 Vol.57

9月号 Vol.58

娯楽産業 8月号 Vol.51 NO.603

8月14日

日遊協 8月号

8月20日
8月22日
8月25日

2014年夏号

Vol.280

東日本遊技機商業協同組合
㈱娯楽産業協会
一般社団法人

日本遊技関連事業協会

PCSAアクションレポート Voｌ.98

一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会

月刊遊技経済 8月号

㈱遊技経済

第1311号

超パチンコ完全攻略10月号
パチスロ実戦術10月号

㈱アド・サークル

レジャー情報 9月号 通巻644

㈱レジャー情報新聞社

ぱちかる

イープロジェクト株式会社

通巻57号

☆
☆
☆
☆

㈱ガイドワークス

月間GreenBelt 9月号 Voｌ.583
10月号

RSN紹介

㈱シークエンス

週刊アミューズメントジャパン 第445 ～第448号

8月12日
8月18日

寄贈いただいた企業・団体名

月間アミューズメントジャパン 9月号 Vol.17 NO.192

㈱アミューズメントプレスジャパン

遊技通信 9月号 NO.1419

㈱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

理事会・総会が無事に終わり一安心しております。東京の人の多さには、なかなか慣れることができません。

銘苅

• 相談部

9月に入り暑さもだいぶ和らいできました、夏の終わりはどこかさびしくテンションが下がります。

杉山
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情報掲示板

家族教室 / 相談
都道府県

リカバリーサポート・ネットワーク

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
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

10月15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

時 間

主 催

依存の問題の支援に携わる人
依存の問題の支援に携わる
10月18日（土） 10:00 ～ 12:00
たちの勉強会in沖縄
人たちの勉強会（沖縄勉強会）
参加費

500円

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）

依存の問題の支援に携わる
依存の問題の支援に携わる
048-796-7630
10月 5日（日） 13:30 ～ 16:00
人たちの勉強会
（横浜勉強会）
人たちの勉強会（横浜勉強会） 浦和まはろ相談室
神奈川県
参加費 1,000円 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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