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ぱちんこ依存問題相談機関からのメッセージ

96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。

新たな生活を始めた若い人たち、年度替わりで緊張感が漂う会社員の人たち、仕事や子育てに一区切りついて
ほっとした表情の人たち。4月の街には、この時期だけの柔らかい活気が溢れているように感じます。皆がそれぞ
れの想いを持って足早に歩くこの季節、上手く流れに乗れない、切り替えができず戸惑う人たちにとっては、孤独
や不安に襲われやすい苦しい時期でもあります。
4月～ 5月にかけて、孤独感や不安感からパチンコ・パチスロの遊び方が度を越してしまうようになった相談者
が増えます。
「新しい人間関係をつくること」
「変化した環境に合わせて健康な生活を送ること」
「不安やストレス
を抱えながら安全に遊ぶこと」…どれもが、言葉で言うほどには簡単にできるものではありません。ぶつかりな
がら覚えていくまでには、本人の努力だけでなく周囲の人からのたくさんの援助が必要です。わたしたちも、その
援助の一つとして、応援を続けています。
遊技業界が、パチンコ・パチスロの依存問題に対して自主対
CONTENTS
策ガイドラインを策定しました。対策の一環として、RSNも
P1・・・・・・RSN News
作成に協力して、新たなホームページができました。依存（の
P2・・・・・・RSN月次データ報告
めり込み）の簡単な解説と自己チェックができます。一度覗い
P3 ～ P4・・・相談電話の向こうから（その18）
P5 ～ P6・・・ギャンブリング問題のとらえ方（その3）
てみて下さい（安全娯楽宣言 http://anshingoraku.link/）。
P7・・・・・・トピック＆インフォメーション
P8・・・・・・情報掲示板

RSN News
【活動報告】
2014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
2014 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（2015/3/18）
宮城県下でホールを経営する扇屋商
事株式会社の社員研修「依存問題研修
講座」
（ 第9回）を扇屋商事にて行いま
した。今回の研修では、今春入社される
新入社員に向けた研修を行いました。
また、RSNの活動に賛同していただ
いた社員有志の方々から寄付を頂きました。頂いた寄
付は大切に活用させていただきます。貴重なご寄付あ
りがとうございました。併せてお礼申し上げます。

ぱちんこ依存の相談は

一般社団法人 信頼の森にて講習会講師
（2015/3/26）

2015年3月26日一般社団法人信頼の森にてパチン
コ依存問題について従業員教育に向けた講習会の講師
を西村代表が務めました。今後の従業員教育において
依存問題をどのように伝えていくことが必要なのか等
について意見交換を行いました。

【視察来所】

○全国遊技機商業協同組合連合会（全商協）視察来所
（2015/3/11・23）

【4 月活動予定】
○第11回RSN理事会開催（2015/4/1）
○（公財）日工組社会安全財団第20回「パチンコ依存問
題研究会」
（2015/4/8）
○株式会社 ダイナムジャパンホールディングスにて
講習会講師（2015/4/20）
○全日本遊技事業協同組合連合会理事会出席
（2015/4/22）
○警察庁訪問（2015/4/23）

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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2015 年 3 月の電話相談のデータ報告
3月の相談件数は299件で、前月より69件増加しました。冬から春へと季節が移り変わりつつあるこの時期は、
進学・就職・定年退職など新しい生活や人との出会いなどといったライフイベントの変化の多い時でもあります。
期待と同時に高まる不安から、逃避的にパチンコやスロットにのめり込んでいく方もおられるのではないでしょ
うか？若年層の本人や家族からの相談が増え始めるのもこの時期の特徴です。

2015 年 3 月 1 日～ 2015 年 3 月 31 日
相談件数 299件
2015 年 1 月 1 日～ 2015 年 3 月 31 日 2015 年累計 738 件 開設からの総件数
（2006 年 4 月～）15,542 件
① 相談回数

② コーラー関係性
n=299

間違い・無言・
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①相談回数…初回相談238件（79％、前月比＋67件）、複数回29件（10％、同－4件）、間違い・無言・問合せ32件（11％、
同＋6件）でした。初回相談比率が前月より若干増加しました。
②コーラー関係性…初回相談の内訳は、本人171件（72％、前月比＋31件）、家族・友人65件（28％、同＋35件）、援助
者1件（0％同±0件）、ホール関係者1件（0％同＋1件）でした。家族・友人からの相談増加が目立ちます。これはメデ
ィアで依存問題について取り上げられたことが理由の一つに挙げられます。
③性別…本人性別の内訳は男性122件（71％、前月比＋9件）、女性49件（29％、同＋28件）、家族・友人性別は、男性9
件（14％、同－1件）、女性56件（86％、同＋28件）でした。

④ コーラーの年齢
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他の相談機関
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④コ ーラー年齢…本人相談では、20代～ 40代
の年齢層からの相談が中心ですが、家族・友人
からの相談では、60代以降の高齢層からの相
談も寄せられます。
⑤紹介先…遊技業界に対する意見や要望につい
ての相談も寄せられますが、紹介先がないため
対応に苦慮するケースも多々あります。
⑥経路…ホール内ポスターによる啓発活動も10
年目を向かえました。以前のようにポスターに
関する不信感や疑問についての意見はほとん
どありません。ホール貼付ポスターに対する違
和感は薄れつつあるようです。

相談電話の向こうから（その18）

ケース

今回は遊技頻度に大きな影響を与える “深追い” の事例を紹介します。程度の差はあれ、
問題を抱えた方の多くに見受けられる深追いですが、深追いしてしまう理由も様々なようで
す。遊技する目的が遊びから金銭目的に変わるにつれ、「消費した金銭は自身が楽しく遊ん
だ対価ではなく、ホールに意思に反して奪われたものだ！」となってしまうようです。負け
を取り戻すことは到底無理なことと理解はしていても、思いとは裏腹な行動をとってしまう
相談者の悩ましい事例をお伝え致します。ここで紹介した事例は個人が特定できないよう一
部加工してあります。

ケース 「負けを取り戻したい気持ちが強いＡさん」
相談者：A さん

30 代

男性（本人）

大学在学中に友人の誘いで初めてスロットをした A さん。大学生時代は友人から誘われた
ら遊ぶ程度の付き合いだった。当時はお金の余裕もなく、スロットをすることはお金の無駄使
いとしか思わず、開店前から店の前で並んで待つ人の気持ちが理解できなかった。学生時代は
のめり込むこともなく、むしろスロットで遊ぶことに対して嫌悪感さえあり、良いイメージは
なかった。のめり込むようになったのは社会人になってから。大勝を経験して楽しさがわかり、
仕事が終わってからもホールを利用するようになった。26 歳頃からは借金による金銭問題が
始まり、返済しては借りるという悪循環の生活に。この頃から、元来の負けず嫌いな性格もあり、スロットで
負けたお金はスロットで取り戻すという気持ちが強くなる。借金してからは、以前にも増して遊技頻度が増え
てしまう。一回の遊技金額は決めず、財布に入っているお金は全て使ってしまう。足りないときは ATM でお金
を引き出して遊技を続ける。自分が台を離れた後にすぐに大当たりを引かれるのが悔しくて、もう少しつぎ込
めば大当たりするという思いからなかなかスロット台から離れられなくなる。負けた日は「もうやめた、二度
と行かない」と思うが、次の日になると負けたことに納得がいかず、負けを取り戻したい一心でまたスロット
をしてしまう。このような悪循環を止めたいが、諦められない気持ちが強くやめられる自信がない。他の人が
どのような方法でやめているか知りたい。

ケース 「夫に問題を隠しながら遊技するＢさん」
相談者：B さん

40 代

女性（本人）

20 代で結婚したＢさん。パチンコ好きな夫の影響もあり、結婚してから休日に夫と一緒に
ホールに行くようになる。当時は一人でホールに行くことには抵抗があり、また仕事もしてい
たので時間の余裕もなく、月 1 回程度、夫がホールに行く時について行ってパチンコをするく
らいだった。そのため特に問題になることはなかったが、仕事を退職してから遊技頻度が増え
始めた。仕事をしていたときは、家事と仕事の両立で時間に追われる生活だったが、退職後に
自分の時間を持てるようになってからは、何をして過ごせばよいかわからず、逆に時間を持て
余すようになった。パチンコホールは身近にあるので、退屈な生活に変化を与えてくれるのに
都合が良く、次第にパチンコに没頭するようになった。一回でも当たればすぐ帰ることができるが、一度も大
当たりがないと大当たりを狙ってお金が尽きるまで続けてしまう。その結果、借金はないが貯金を使い果たし
てしまった。今は、貯金が底をついてしまったことを夫に知られないように、少しでも取り戻さなければとい
う思いが強い。もちろん、夫はここまで B さんがパチンコにのめり込んでいることは知らない。パチンコをや
めないといけないと思うが、一方で取り戻したいという気持ちもあり、なかなかやめられない。
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◎相談員の感じること
Ａさん、Ｂさんともに“負けを取り

また、過去に大勝した経験や負けを一時的に取り戻

返そうとしてより大きな損をする”パ

した経験をされた方は、いくら負けていても勝ち戻し

ターンで、深追いを繰り返すごとに問

た経験があるがゆえに「また取り戻せるはずだ」
「 自分

題が深刻化しています。決してＡさ

は皆と違う、勝てる」という間違った自信と認識から深

ん、Ｂさんが特別なのではなく、これ

追いしてしまうという方もおられます。一方で、個人の

はお金や物を賭けるギャンブリング

特性だけではなく商業的な側面が影響することもある

行為にみられる特徴的な行動です。このような行動が

と思われます。一昔前の遊技台と比較して新しい遊技

起こっていることは、RSN電話相談を利用される本人

台では派手な演出効果がなされています。大当たりを

からの相談の大半から推察できます。

予感させる演出が多く、過大な期待感からつい深追い

パチンコホールという特別な空間のなかでは、どの
ような方であっても冷静さを失いがちです。負けるこ
とに対して極端に反応する方やお金に対して強い執着
がある方などは冷静な判断を失う傾向が強く、特に注
意が必要です。Ａさんのような個人の持ち合わせた特
性からなる深追いもありますが、Ｂさんのように“夫に
金銭問題が知られないうちに”という取り繕い行動に
拍車がかかる深追いによって、問題を深刻化させるこ
ともあります。取り繕い行動には嘘が含まれます。取り
繕うという自分自身の行動が罪悪感や嫌悪感に変わ
り、さらなる精神的な負担からより過度な遊技につな

してしまう方もおられます。
相談対応して感じることは、“深追い”してしまう背
景や理由についても相談者個人の違いがあり、個人の
持っている要因から発生するもの、商業的な目的から
発生するもの、環境的な要因から発生するものなど
様々な要因があることです。“絶対に取り戻すことは不
可能であることは理解できているが、抑えられない衝
動と行動がある”ことに、相談される方は困惑し、その
ことで病気ではないかと思われる方もおられます。自
分に何が起きているのか、起きている問題はどのよう
なことなのか知ることは問題改善の大きな一歩です。

がる心配もあります。

◎相談員の思うこと
“深追い”してしまう理由は相談者それぞれに理由が

お受けした相談者の方からは、業界の依存問題に対し

あり、さまざまな影響から深追いという問題行動に発

ての取り組みは素晴らしいが、ユーザーにだけ依存問

展していくようです。人それぞれお金に関しての価値

題の責任を求めすぎているのではないか、遊技を提供

観が違うように遊技に対しての思い入れも違います。 する側の責任について依存問題の責任は一切触れてい
失ったお金を取り戻したいと思う気持ちは理解できま

ないのはおかしいと指摘も頂きました。どのような種

すが、失った行為（遊技）で取り戻すのはやはり不可能

類の娯楽であっても、娯楽の提供は依存問題の提供で

です。この事実は相談者の方も理解していますしホー

もあるという宿命は、避けることができません。

ルから離れると冷静になられる方が多いようです。依

ユーザーをどのように守っていくかは業界の大きな

存の問題は本人に責任を負わせるという考えに偏りが

課題の一つであり、またユーザーからも求められてい

ちですが、提供する側の配慮も大切だと思います。先日

る社会的役割だと感じます。
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ギャンブリング問題のとらえ方（その3）

先月号の「ギャンブリング問題のとらえ方（その２）」では、RSNの電話相談とDSM-5（アメリカ精神医
学会 精神疾患の診断・統計マニュアル）のギャンブリング障害との接点についてお伝えしました。今月号
では、診断基準となる機能障害のそれぞれの項目に注目し、さらに掘り下げてご紹介します。

RSNの電話相談では、相談者のパチンコののめり込み問題に寄り添い、相談者が抱えるギャンブリング問題の解
決への選択肢を増やし、苦痛や生活の障害を取り除く一歩を踏み出してもらうように支援しています。RSNでは
診断や治療は行いませんが、DSM-5の診断基準は相談者がかかえる苦痛や生活障害への着目点を示しているた
め、この診断基準を問題整理に利用しています。先月号では、電話相談の現場でも問題整理の切り口となりやすい
DSM-5の診断基準の項目を3つ取りあげました。電話相談現場の様子をもう少し詳しく知りたいというご意見も
いただきましたので、今回から数回に分けて、それぞれの項目についてさらに掘り下げてご紹介します。
(※診断基準の表現は、DSM-5のギャンブル障害の診断基準をパチンコ・パチスロ用に当てはめた「パチンコ店に
おける依存（のめり込み）問題対応運用マニュアル」の「6 自己診断チェック表」から引用しています。）

“ 深追い”とは

… 「パチンコやパチスロでお金を失うと、負けを取り戻そうとして、
別の日にまたパチンコやパチスロに行くことが頻繁にある。」

2014年のRSN電話相談のデータでは、RSNが用いるSOGS短縮版の“深追い”項目に「はい」と回答した相談者
は95%に上りました（DSM-5では過去12カ月に限定、SOGS短縮版は
「これまでに」）。
相談者が、深追いによって生じる苦痛をやわらげたり、取り除いたりするには、
『負けを取り戻す目的は達成でき
ない』という現実・事実に向き合い、受け入れる必要があります。この現実・事実に向き合ってもらうことが、相談対
応のポイントになります。パチンコの問題について聴き取り、整理する段階で、深追いの悪循環になっていないか
どうかを一緒に確認していきます。深追いがあることが確認された場合は、
『負けを取り戻す目的は達成できない』
という現実・事実を伝え、理解を促します。

1. 深追いはないが他の理由からのめり込んでしまうケース
「負けを取り戻そうという考えはありません。期待値が高い台を選んで打つだけです。」
「お金を取り戻そうなんて気持ちはありません。ずっとパチンコを打ちたいだけです。」
パチンコやパチスロを制限する、減らす、中止するといったコントロールが可能な方は、深追いも、金銭
的な困りごとも起こりにくい、というのが電話相談の印象です。コントロールができない方でも（金銭的な
困りごとは起こりやすいですが）深追いがない場合もあります。それは、他の精神障害を抱えているなど、
コントロールできない理由が背景問題の影響が強いケースなどです。例えばパチンコホールにいると気持
ちが落ち着く、居場所がホールしかない、といった金銭目的以外の理由からホールを利用してしまう方は、
背景問題に注意して聴き取り、やめる方法の具体的なアドバイスより、ホールを必要とする理由や苦痛に
焦点をあて聴き取り、対応しています。

２．負けず嫌いのケース
「とにかく悔しい、何としてでも取り戻したい、腹が立つし頭にくる！」
「1000回転しても大当たりしないのはおかしい。
遠隔操作としか考えられない！」
RSNの電話相談では、相談というよりは苦情を言うことが目的で電話してこられるケースがあります。
相談というよりは“腹の収まりが悪い”“誰かに感情を吐き出したい”というような負けず嫌いの性格が強
いためからか、そもそも苦痛や困りごとを認められず、自分自身で感情のコントロールや問題の整理が難
しいためからでしょうか。一般の方が想像する相談者像は、感情に支配され、冷静さを失って遊技してしま
う、このタイプのいわゆる攻撃的ギャンブラーと言われる方ではないでしょうか？ご想像に反して、この
ような攻撃的な方からの相談は多くはありませんが、相談員が一番対応に苦慮するのはこのタイプの方で
す。冷静さを取り戻し、建設的な話ができるまで、話を傾聴し続けなければならないこともままあります。
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３．深追いの問題整理が行動変容のきっかけになるケース
「パチンコってやっぱり勝てないのですね。もうやめます！決心しました。」
「簡単にパチンコをやめる方法を教えて下さい」という答えようのない相談でも、まずは深追いについて
一緒に問題の整理をすると
「やめます！」と言って相談が終了してしまうケースもあります。なかなかやめ
られないがゆえに相談されてきたはずなのに、私たち相談員が拍子抜けしてしまうケースもまれにありま
す。逆に「本当に勝てないのか？」
「勝ち続けている人もいるでしょ？」という、あたかも相談員が必勝法を
知っているかのような疑いを持ち、探りながら話をされる方もおられます。
もちろん、すべてのギャンブリング問題が深追いの問題整理だけで解決するほど単純ではありません
が、一方で、このようなケースには深追いの悪循環を客観的に伝えることに、予防教育の効果の可能性を感
じます。深追いの悪循環に気づき、自ら抜け出せる力のある方の場合は、一時的にギャンブリング障害に該
当したとしても自然寛解するかもしれません。

４．背景に他の苦痛があるケース
「負けを取り戻せないのは、経験から十分わかっています。」
「休日の朝とか、暇になると『勝って取り戻せるかも』って考えが変わってしまいます。」
「このままだと使い込みが夫にばれてしまいます。穴埋めするにはパチンコで取り戻す、
これしかお金を手に入れる方法はないのです」
深追いの悪循環になっていないかどうかを一緒に確認すると、多くの相談者はすでに現実・事実を認
識しています。深追いの問題は他の苦痛とからまりやすく、ギャンブリング問題をより複雑にします。特
に、他の苦痛と向き合えないがゆえに、深追いの問題にすり替えるパターンが多くみられます。この場合、
RSNでは現実・事実に向き合えない理由は何か、背景にある苦痛や生活する上での障害となっていること
について、相談者と一緒に整理します。これらのケースは、
「孤立感、罪悪感、不安、抑うつ感などの苦痛を感
じると、パチンコやパチスロに逃げ込むことが頻繁にある」
（逃避）や「パチンコやパチスロにひどくのめり
込んでいることを隠すために嘘をつく。」
（嘘）の診断基準の項目が、深追いと結びついているととらえるこ
とができます。それぞれの項目については、次回以降にご紹介したいと思います。
事例から学ぶことは多くあります。深追いという事象を少し掘り下げて相談者と一緒に考えると、相談者が気
づかなかった問題に辿りついたり、相談員自身も理解できなかった心理的な状態を知ることがあります。単に本
人の意思や病気といったことだけで片づけるのではなく、表面化した問題の裏側にある隠れた問題（背景）に注
目してもらえるよう相談員は日々対応しております。

遊技産業21世紀会が、パチンコ・パチスロへの依存（のめ
り込み）問題の対策の一環として、
『安心娯楽宣言』ホーム
ページを立ち上げました。
遊技関連14団体から構成され
る遊技産業21世紀会が、昨年よ
りパチンコ・パチスロ依存（のめ
り込み）への自主対策ガイドラ
インの策定作業を開始し、RSN
も協力を行ってきました。その
取組みの一環として、
『 安心娯楽
宣言』が発表され、ホームページ
が立ち上がりました。

な解説、自己チェック表、安全に
遊ぶための8か条などのページ
が準備されています（このペー
ジは、RSNが監修しています）。

ようやく業界が一体化した対
応が始まるスタートの花火が上
がったところです。それゆえ、そ
の質・量ともに脆弱の誹りは避
けられないところではあります
ホームページには、遊技業界 が、これからの成果に期待した
のさまざまな取組みとともに、 いと思っています。RSNも引き
パチンコ・パチスロ依存の簡単 続き協力を続けます。
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今月のトピック＆インフォメーション
RSN電話相談事業報告書の配布のご案内
2014年 にRSN電 話 相 談 を 利 用 さ れ た3,077件 を
データ化し集計・分析をまとめた報告書「2014年電話
相談事業報告書」が完成しました。前回の報告書で取り
上げたデータに加え、2014年5月より新たに追加した
データ項目
「債務整理経験」についても解析しておりま
す。電話事業報告書を希望される方はRSN 098-8719671まで電話またはFAXにてご連絡下さい。

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
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）。興味のある方は気軽にRSN
までご連絡下さい。
【問合せ先】RSN 098-871-9671

京都府精神保健福祉総合センターより

京都府こころの健康セミナーのご案内
京都府精神保健福祉総合センター（京都市伏見区竹
田流池町120）が主催する依存問題に関するセミナー
が下記の日程で開催します。ご家族を含め、関心のある
方はどなたでも参加できます（事前申し込み不要・参加
費無料）。詳細は、京都府精神保健福祉総合センターま
でお問い合わせください。
■ギャンブル依存症セミナー
「回復の希望：ギャンブル依存症の理解と対応」
5月29日（金）13:30 ～ 16：30
■薬物依存症セミナー
「薬物依存症の理解と治療（仮）」
7月17日（金）13:30 ～ 16：30
■アルコール依存症セミナー
「知って治そう、アルコール依存症」
9月10日（木）13:30 ～ 16：30
【問合せ先】京都府精神保健福祉総合センター
京都市伏見区竹田流池町120
TEL075-641-1810

お詫びと訂正
さくら通信3月号のRSN Ｎews（P1）活動報告、情報
掲示板
（P8）に誤りがありました。関係者の皆様ご迷惑
をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
（P1誤）ワカーズホーム→（正）ワーカーズホーム
㈱ビジョンサーチ→
（正）㈱ビジョンサーチ社
（P8誤）セミナー開催（沖縄勉強会）
4月18日
（日）→（正）4月18日（土）

寄付・献金のお礼
東京都遊技業協同組合様より、当法人の活動に対し
てご寄付いただきました。頂戴したご寄付は、RSNの
活動の発展のため大切に活用致します。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（3月1日から3月31日到着分）
到着日

品名（書籍名）

寄贈いただいた企業・団体名

3月 2日

週刊アミューズメントジャパン 第475 ～第479号

㈱アミューズメントプレスジャパン

3月 13日

日遊協 3月号

一般社団法人

3月16日
3月18日

3月23日

3月31日

Voｌ.287

日本遊技関連事業協会

PCSAアクションレポート Voｌ.105

一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会

ぱちんこオリ術MAXIMUM Voｌ.8

㈱ガイドワークス

娯楽産業 3月号 NO.610

㈱娯楽産業協会

月間アミューズメントジャパン 4月号 No.199

㈱アミューズメントプレスジャパン

レジャー情報 4月号 通巻651号

㈱レジャー情報新聞社

月間GreenBelt 4月号 Voｌ.590

㈱アド・サークル

遊技通信 4月号 No.1426

㈱遊技通信社

日本遊技通信 3月号 通巻1075号

㈲日遊通信

月間 遊技経済 3月号 第1318号

㈱遊技経済

遊報 3月号 No.286

全日本遊技事業協同組合連合会

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15 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

理事会を無事に終えることができましたが、事務所のなかは何かとバタバタ忙しい日々が続いてます。

• 相談部

年明けから毎月徐々に相談件数が増加しています。月300件を超える相談が寄せられるのは時間の問題か… 杉山

銘苅
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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

要問合せ

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

要問合せ

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

三重県

依存症問題家族教室

偶数月の金曜日

14:00 ～ 16:00 三重県こころの健康センター

059-223-5243

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

0776-24-5135

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

076-238-5750

長野県

依存症家族グループ
ミーティング

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

家族個別相談

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

宮崎県

滋賀県

名 称

神奈川県 依存症電話相談
薬物・ギャンブル
問題家族セミナー

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

089-911-3880

高知県立精神保健福祉センター 088-821-4966
滋賀県立精神保健福祉センター 077-567-5010

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

毎月 第4火曜日

14:00 ～ 16:00 川崎市精神保健福祉センター

要予約

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

アルコール・ギャンブル依
毎回金曜日
存症問題でお困りの方へ

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

ギャンブル
家族教育プログラム

毎月 第3金曜日

14:00 ～ 16:00 雷門メンタルクリニック

埼玉県

ギャンブル依存症の相談

月～金

山形県

依存症相談会

要問合せ

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

家族教室
東京都

9:00 ～ 17:00

044-201-3242

03-5828-3841

さいたま市
こころの健康センター

048-851-5665

山形県精神保健福祉センター

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人
5月16日（土） 10:00 ～ 12:00
たちの勉強会in沖縄
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人
依存の問題の支援に携わる人
048-796-7630
6月 7日（日） 13:30 ～ 16:00
たちの勉強会
（横浜勉強会）
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？ ☎ 050-3541-6420 月～金 10時～ 16時（土日祝祭日除く）
さくら通信 第96号 月刊 2015年4月23日発行

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、
事務専用回線をお使い下さい。
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