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ぱちんこ依存問題相談機関からのメッセージ

98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。

湿度80％以上、気温終日30度、紫外線は曇りでも強烈…沖縄の夏が始まります。真夏を予感させる青空を窓の
外に見ながら、相談員の電話だけは梅雨時以上の湿っぽさが続いています。
勝った・負けたは時の運、負けを楽しむのもまた娯楽です。娯楽は、浪費によって何かを得るための手段であっ
て、その何かが「お金」だけになってしまうともう娯楽ではありません。浪費でお金を得て楽しみ続けさせてくれ
る夢のような世界が、町中にあるはずがありません。幾らで夢を買うかは、ひとそれぞれの懐具合と相談です。
ある遊技関連団体のホール利用者のアンケート結果では、約半数の人が予算を決めずに遊んでいました。一か
月の収支がわからないと答えた人も、約半数に上りました。
「 自分が思っている以上にお金や時間を使ってしま
う。コントロールができない。」のが過度ののめり込み（依存）のサインです。しかし、そもそも「自分で思いもしな
い」
「収支もわからない」で参加する人は、のめり込みになろ
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RSN News
【活動報告】

（公財）日工組社会安全財団 第21回「パチ
ンコ依存問題研究会」
（2015/5/20）

2015年5月20日（水）に第21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。
開発を続けてきたパチンコ・パチスロ遊技障害尺度
（PPDS）がほぼ完成しました。今後は、PPDSと生活障
害や社会的問題との関連や真のリスク要因の検討など
が課題となります。次回は7月8日開催予定。

【6 月活動予定】
○全国遊技機商業協同組合連合会に電話相談対応の
研修実施（2015/6/1 ～）
○ＵＡゼンセン総合サービス部門『パチンコ関連部会
第２回労使研究会』にて講演（2015/6/11）
○一般社団法人 信頼の森企画「遊技提供者のためのパ
チンコ依存問題研修講演会」
（2015/6/11 東京）
○AA沖縄地区28周年オープン・スピーカーズ・ミー
ティングにて講演（2015/6/14）
○一般社団法人 信頼の森企画「遊技提供者のためのパ
チンコ依存問題研修講演会」
（2015/6/17 仙台）

ぱちんこ依存の相談は

全国遊技機商業協同組合連合会（全商協）に
電話相談対応研修を実施（2015/6/1 ～）
全商協はRSNの相談電話に入ってくる依存問題以外
の相談や意見の対応を行うことでRSNの相談事業を
支援するプロジェクトを進めています。その準備の一
環として、全商協内に開設されるRSN相談支援室のス
タッフを対象にした相談対応研修を開始しました。6
月1日より3名ずつの3組に分かれ、RSN沖縄事務所に
て各3日間の研修を受けていただきました。

業務の範囲や予想される相談
内容についても説明しました。

相談対応についての不安はあ
るようですが、無事に3日間の
研修が終了しました。

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。

1

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

2015 年 5 月の電話相談のデータ報告
5月の相談件数は262件で、前月より42件減少しました。一日平均の相談件数は前月とほぼ同数（14.6件/日）で
した。相談件数の減少は、ゴールデンウィークによる相談実施日数の減少によるものと考えられます。連休明けに
寄せられる相談内容は、余暇の過ごし方が上手ではないユーザーが一時的にのめり込みの状態となった不安から
相談につながるといった特徴がうかがわれます。一時的であっても問題を感じたときには一歩踏みとどまり、自
分自身と遊技の関係を見直し修正することはとても重要です。

2015 年 5 月 1 日～ 2015 年 5 月 31 日
相談件数 262 件
2015 年 1 月 1 日～ 2015 年 5 月 31 日 2015 年累計 1304 件 開設からの総件数
（2006 年 4 月～）16,108 件
① 相談回数

② コーラー関係性
n=262

間違い・無言・
問い合わせ
15（6%）

複数回
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援助者
1（0%）

初回
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家族・友人
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③ 性

別
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26（16%）

家族・友人

本人
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n=51（初回のみ）
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43（84%）

男性
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①相談回数…初回相談213件（81％、前月比－21件）、複数回34件（13％、同－10件）、間違い・無言・問合せ15件（6％、
同－11件）でした。前月急激に増加した複数回相談はやや減少しましたが、高い状態は続いています。
（76％、前月比－8件）、家族・友人51件（24％、同－13
②コ ーラー関係性…初回相談の内、本人からの相談は161件
件）、援助者1件（0％、同±0件）でした。家族・友人からの相談が減少し、本人からの相談の比率が増加しました。
③性別…本人性別の内訳は男性135件（84％、前月比－8件）、女性26件（16％、同±0件）でした。家族・友人の性別は、
男性8件（16％、同－1件）、女性43件（84％、－12件）でした。前月から引き続き、男性本人からの相談が8割を超え
る高い状態が続いています。
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④コ ーラー年齢…本人相談の年齢分布を見ると、20
代の若年層からの相談は月40件台で安定していま
すが、30代～ 40代の年齢層は変動が目立ちます。
⑤紹 介先…相談者のニーズは、
「 話を聞いてもらいた
い」というものから「お金を使い果たして食事ができ
ない」という深刻的なものまで幅広いため、充分な対
応ができるように社会資源の調査も行っています。
⑥経路…これまでホール啓発ポスターを経由した相談
が主軸でしたが、インターネット経由の相談が増加
し、現在ではポスターとインターネットを経由した
相談が相談経路の内訳を二分しています。

特集

ギャンブリング問題のとらえ方（その5）

ギャンブリング問題のとらえ方（その3・4）では、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の診断基準のうち、電話相談の現場でも問題整理の切り口となりやすい3項目の
うち『深追い』
『嘘』の2項目についてお伝えしました。今回のギャンブリング問題のとらえ方では『逃避』項目
について考察し、お伝えしたいと思います。
ギャンブリング問題と関連する逃避行動とはどのようなことなのか少し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。

一般的にのめり込み問題を抱える方のイメージとしては、勝ちを得て金銭が増えるかもしれないという淡い期
待から遊技を続けてしまう方を想像するのではないでしょうか？しかしパチンコやスロットに参加する理由や楽
しみ方が各個人で様々あるように、のめり込む背景もまた個々に違いがあります。目の前の問題から逃げたり、目
を背けたり、嫌な気分を解消するために遊技してしまう、そのような逃避の手段として遊技される方もおられま
す。そんな「逃避」を目的とした遊技の事例と相談を受ける際に気を付けている点を整理してご紹介します。

逃

避 … 「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」

そもそも「孤立感・罪悪感・不安・抑うつ感」などの苦痛を感じたときに逃避目的でパチンコやスロットを遊技す
ることがなぜ問題なのでしょうか？ 人は何かに苦痛を感じた時には少なからず逃避行動をとります。孤立感や孤
独感を感じた時には身近な家族や友人と過ごしたり、罪悪感や気分の落ち込みがあるときには他者に相談したり、
運動して気分転換を試みたりと健康的な対処方法や防衛行動（逃避行動）を自然にとっています。逃避することが
問題なのではなく、苦痛を感じた時に遊技するという行動がパターン化し悪循環につながってしまうことが問題
なのです。

1. 孤立感・孤独感から逃れるために遊技してしまう（孤立・孤独からの逃避）
「家に自分の居場所がない、居心地がわるい」
「大学進学して地元を離れ一人暮らしを始めた。
友人も知人もいなくて寂しい。パチンコしかすることがない」
「定年退職して他に趣味もない、妻も他界して一人で生活している、
寂しさを紛らわすために遊技してしまう」
これらの相談内容は。春先など移動（異動）が多い時期に特に目立って寄せられます。大学進学、転勤、定年退職、
結婚といった節目となるライフイベントやそれに伴う環境の変化を契機にのめり込んでしまう方がおられます。
喜ばしい変化であっても、人によってはストレスとなり、心理・精神的なバランスを狂わせることもあります。また
長年連れ添ってきた人との別れ（死別、離婚）や、その後の生活環境・生活様式の変化によって遊技頻度や金額が増
加する方も多くおられます。環境変化を背景とした問題は、男女問わず若年層から高齢層まで幅広い年齢層で起こ
ります。新しい環境に適応する力が低い方は注意が必要です。
相談を受ける際には、時候や年齢、そこから推測できる環境・状況の変化などを考慮して相談に対応しなければ
なりません。春先の若年層からの相談であれば、新社会人かもしれませんし、大学進学で地元を離れた方かもしれ
ません。また中・高齢層の方であれば転勤や昇進または定年退職といった仕事に関する大きな変化が起きているか
もしれません。のめり込む特定の原因ではありませんが、のめり込みの大きなきっかけになっている可能性があり
ます。そのため、遊技することで問題が起き始めた頃の生活変化や環境変化の聴き取りを行うことは大切であり、
そこでうかがったことは問題を改善する際の重要な情報となります。新しい環境に適応するまでの一時的な遊技
であればよいのですが、習慣化しているような遊技であれば注意が必要です。
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2. 罪悪感はあるが遊技してしまう（罪悪感からの逃避）
「また借金してパチンコしてしまった、明日はもう絶対にいかない」
「同じことの繰り返しで嫌になる、パチンコをすることに罪悪感がある」
「罪悪感はあるが、妻（夫）に嘘をついてパチンコをしてしまう」
電話相談では、多くの家族の方から「本人に罪悪感はないのか？」
「嘘をついてまでなぜ行くのか？」といった疑
問が相談員にぶつけられます。これまで本人の問題に振り回されてきた家族の想いとしては当然の疑問です。
本人に罪悪感がないわけではありません。相談をお受けしていると、罪悪感の乏しさを感じる方もいますが、多
くの方は罪悪感を持ちながら遊技しているという印象を受けます。もう二度とパチンコはしないと誓った約束を
果たせない自分自身の意志の弱さを恨む方や、特別な問題が起きていなくてもパチンコでお金を消費すること自
体に罪悪感があるのでやめたいという方もおられます。この方たちは、
「このままではいけない」
「止めないといけ
ない」と思いながらも、我を忘れてしまう自分自身への罪悪感に苦しんでいます。
この本人の抱える罪悪感とその苦痛から逃れるための行動が、さらにパチンコに逃避し、のめり込んでしまう
（のめり込みをさらに悪化させる）という悪循環を生み出す一因になります。問題の程度が異なっても、自分の行
為・習慣に対する罪悪感を持ちながら修正ができず苦痛を感じていることが問題なのです。やればやるほど罪悪感
や苦痛が増してしまうようでは、その人にとってパチンコは既に娯楽ではなくなっています。勝っても負けても、
悔しさや嬉しさも含めて気持ち良く楽しめなくなっているのであれば、その人はパチンコとの関係を見直す必要
があります。

3. 不安や抑うつの苦痛から逃れるために遊技してしまう（苦痛からの逃避）
「精神科に通院中です。気分が落ち込むとパチンコに行って気分転換してしまいます」
「うつ病で仕事を休職している。家で一人になると不安で苦しいからパチンコしてしまう」
パチンコは、日常生活で生じる不安や気分の落ち込みを解消する手段の一つとして利用されています。しかし、
嫌なことがある度にパチンコに逃避していては、一向に問題の解決ができず、挙げ句はパチンコによって生じた不
安や苦痛から逃れるためにパチンコをするということになりかねません。不安障害やうつ病などの精神医学的問
題を抱える方の場合、精神症状の苦痛を回避するためや、症状や治療による生活障害やそのストレスなどによって
パチンコの頻度が増えたり、問題ある遊技のレベルになってしまうことがあります。精神疾患による症状は、当た
り前ですがパチンコでは解決できません。しかし、その瞬間だけは、苦痛から解放されるため手放せなくなってし
まいやすいようです。
「ホールのような賑やかな場所にいると目の前の苦痛が和らぎ気分が楽になる」と言われる
相談者は少なくありません。
「うつ病と診断されているのにパチンコホールにいくなんておかしいですよね？」と
自分自身の行動を否定的に捉えている方もおられます。援助者として、逃れたい気持ちの背景にどのような問題が
隠れているのか、なぜこの方はパチンコやスロットを必要としているのか、という視点で苦痛の回避行動を理解し
ていくことが大切です。

4. その他
「趣味もないし、暇だから遊技してしまう」
「何もすることのない退屈な時間から逃れるために遊技をしてしまう。
何をして過ごせばいいか分からない」
遊技する（してしまう）理由に、“暇だから”と答える相談者は珍しくありません。何もすることがない時間が続く
とそれは苦痛に変わります。暇で何もすることがない苦痛から逃れるためにパチンコに逃避してしまう方はたく
さんおられます。時間を持て余してパチンコに逃避している方が、いざパチンコから離れると、時間だけがたっぷ
り残り、何をしていいのかわからない不安な状態に戻ってしまいます。余暇の過ごし方、時間の使い方を見つけ出
すことは、人間が健康に生きる知恵であり、能力です。まじめに遊びを考えてみること、遊びの幅、楽しみの幅を広
げてみることは問題改善の第一歩です。いつもと違う週末を過ごしてみるといったそんなシンプルな方法から取
り組んでもらうのも問題改善に役立つ可能性があります。
今回は『逃避』という切り口からのめり込みの問題を考えてみました。逃避は、ほぼすべての相談者が抱える重要
な課題です。ここで取り上げた項目以外にも、相談者にはそれぞれの逃避目的があります。援助職の方は、遊技の目
的や理由について聴き逃さないよう注意が必要です。なぜこの方は、パチンコやスロットを必要としているのかと
いった疑問は、陰に隠れた問題や本人の特性を把握することにつながり、支援を行う際の重要な情報となります。
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ケース

相談電話の向こうから（その19）
今回の事例は、『ギャンブリング問題のとらえ方（その 5）』で取り上げた『逃避』の課題
が相談者に大きな影響を与えている事例を取り上げてみました。大半の相談には逃避行動が
含まれていると感じますが、RSN の実際の相談事例から見てみましょう。
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。

40代・男性 「離婚して問題がさらに深刻化したＡさん」
Ａさんは、高校生の頃に興味本位で何度か友人と
パチンコをした経験があった。高校卒業後、地元の企
業に就職し、この頃からスロットに徐々にのめり込
んだ。借金を繰り返しての遊技は23歳頃から始まっ
たが、独身時代はお金の使い方に関して、口うるさく
言われることもなかったので自分の責任で自由にス
ロットに使っていた。返済もできていたので罪悪感や
不安はなかった。30代で結婚したことを機に、借金
の一部を両親に肩代わりしてもらった。結婚してから
は小遣いの範囲で我慢しながら遊技していたが、1
年も経過しないうちに借金が再開。
「少額の借金なの
でいつでも返済できるから大丈夫」と自分に言い聞か

せながら遊技を続けていた。妻に知られないように嘘
をついてお金の工面をしながらスロットを続けたが、
借金の返済に行き詰まり妻に打ち明けた。その後、借
金とスロットの問題を理由に離婚。離婚を契機にス
ロットをやめようと決心したが、逆に問題は深刻化し
た。スロットをしやすい環境と家に帰っても誰も居な
い強い孤独感から離婚前よりもさらに問題は悪化し
ている。
この生活を変えるために、スロットをやめようと自
己改善に取り組んだががうまくいかない。やめられな
い不安がありRSN電話相談につながった。

30代・男性 「罪悪感はあるが嘘をついて遊技を続けるＢさん」
18歳の頃からスロットを始めたＢさん。20代に入
るとスロットによる借金を繰り返し、何度か両親に肩
代わりしてもらった。そのたびに二度とスロットはや
らないと約束はするが、目の前の借金がなくなると気
が大きくなりまた始めてしまうことの繰り返し。毎
回、借金しないように金額を決めコントロールして遊
ぼうと考えるが、結局うまくいかない。借金の整理を
して、この悪循環を断ち切ろうと債務整理をしたが、
スロットをやめるには至らなかった。一年前に辞職し
求職活動中だが仕事は見つかっていない。

この年齢になって母親に嘘をついて借金している
ことが情けない。スロットをしても楽しくないし罪悪
感もある。目の前に解決しないといけない問題はたく
さんあるが、考えると逃げ出したくなり、またスロッ
トをしてしまう。自分の問題に目を背けるためにス
ロットを遊技しているところもある。最近は遊技する
理由も変わってきたという。
スロットをしない生活を送りたいが、やめられる自
信がない。どうすればスロットをやめることができる
のか知りたいとRSN電話相談につながった。

50代・女性 「気分が落ち込むとパチンコをしてしまうＣさん」
20代で結婚し、二児の母となったＣさん。現在は夫
と2人で生活。40代の頃、子育てが一段落し夫に誘わ
れ初めてパチンコをした。
（この時期、軽度のうつ病と
診断され現在も通院中、また更年期による体調不良と
重なり、引きこもりがちの生活を見かねた夫が気分転
換にと連れて行ってくれた。）パチンコで大当たりす
ることはなかったが、賑やかなホールにいると、気分
の落ち込みが軽減した。最初の頃は夫と一緒でないと
行かなかったが徐々に慣れてきて一人でもホールに
行くようになった。

最近の遊技状況は生活への大きな支障はないが、遊
技頻度にムラがあり、ホールに行き始めると連続して
遊技してしまい、決めた金額以上に使い込んでしまう
ことがある。パチンコに囚われて常に強い衝動がある
わけでなく、半月程度やらなくてもなんともない。し
かしパチンコにお金を使うことに罪悪感もあるし、老
後の生活に向けて準備もしないと不安なのでパチン
コをやめたいが…。いざパチンコをやめようと決心す
ると、なかなかやめられない。
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リカバリーサポート・ネットワーク

逃避的な目的から遊技をしてしまう3つのケースをご紹介しました。Ａさん、Ｂさん、Ｃさ
ん、それぞれ逃避的な背景を理由に遊技頻度や問題のレベルが悪化しているようです。逃避的
な理由から遊技をされる方は多く、RSN電話相談のほとんどの事例で見られる特徴です。
Ａさんは、独身時代から抱えていた遊技問題が結婚後も継続し、さらに離婚を機に問題が深
刻化しています。離婚後の生活は予想していたよりも遥かに孤独感が強く心理的ストレスから
の逃避が遊技問題を増幅させてしまっています。Ｂさんを見ると、20代から10年以上続く遊
技問題に加え、仕事、生活の問題と改善すべき課題は多くあります。問題に対して前向きに改善
を考えてはいるものの、問題に目を向けると不安が強くなり逃避的な考えから遊技してしまっているようです。
Ｂさんは自分に降りかかった問題を一人では対処しきれないようです。Ｃさんは、パチンコの問題と重複する精
神医学的な問題、子どもの自立による孤独感や喪失感、老後の不安など40代～ 50代の女性の抱える問題や課題
が複数併存する特徴的な事例です。Ｃさんの遊技の特徴は、不安やうつ病の症状が悪化すると、その不快な気分
を解消するためにパチンコを遊技していることです。Ｃさんのように精神疾患・精神医学的問題を抱えた方は、
病気の症状による二次的な理由から遊技される方も多く、注意が必要です。
孤独感、罪悪感、不安感などの強いストレス逃避を背景とした事例は多く、見方を変えると全ての事例は逃避
を理由とした問題行動と言っても良いのかもしれません。それほど逃避を含んだ事例は多く存在します。逃避と
は自分自身を守る防衛機能ではあり、逃避自体が問題ではありませんが、逃避先をパチンコやスロットに見出し
てしまうと新たな問題が発生し悪循環となるリスクが高まります。既に問題を抱えている方では、問題の深刻化
につながることもあります。
ほぼ全ての事例に逃避の要素が含まれていますが、のめり込みの問題は複数の要因が重なり合い、その時々で
問題の深刻度合いも変化しますし、遊技頻度を過度にしてしまう理由も異なります。ひとりひとり性格や考え方
が違うように、のめり込み問題も相談者によって違います。“パチンコにのめり込んでいる”という大枠は同じで
もその背景は個々で違うので、援助方法や改善方法も個別に考えていかないとうまくいきません。

Yahoo! ニュースでこんな記事をみつけました
【蛭子能収のゆるゆる人生相談】http://jisin.jp/news/2639/7350/
【Q】ギャンブル好きの夫は、私に内緒で200万円もの借金が。最近は仕事中でもネットで競輪、競艇をやっ
ているようです。賭け事をやめてほしいのですが、なにかいい知恵はありませんか?
【A】借金してギャンブルは確実に地獄行き！
実は、オレもちり紙交換の仕事をしていたころ、競艇で必ず勝つ方法を見つけて消費者金融で10万円を
借りようと思ったことがあるんです。そのときは奥さんの承諾書がなかったから借りられなかったんです
が、よく考えたらギャンブルに必勝法はないんですよね。
当時は、熱くなっていたから気がつかなかったけど。
賭け事は勝ったときの印象が強いけど、どんなにうまい人でもトータルで考えたら確実にマイナス。だ
からギャンブルは必ず負けるものなんです。まして借金をしてまでやることではないんです。
オレの兄貴も競艇が好きで、毎週、自分の使える金額として2千～ 3千円を持って楽しく遊んでいます
よ。ご主人と使える金額を相談して、その範囲内で遊べるようにしたほうがいいですよ。借金してギャンブ
ルをすると確実に地獄が待っていますから。
インターネットを閲覧していたら、たまたま発見しました。ギャンブル好きで知られている蛭子さんのゆる
～い人生相談【蛭子能収のゆるゆる人生相談】。蛭子さん曰く「ギャンブルは必ず負けるもの。借金してまでや
ることではない！」ゆる～い相談という割には核心をついた回答に驚きでした。他にもいろいろな相談事例が
掲載されています。蛭子さんのゆる～い感じがとても好感を持てます。忙しく働いている援助職の方、少し時
間を割いて覘いてみてはいかがですか？視野が広がるかもしれませんョ（ちなみに西村代表は蛭子さんの漫
画のファンで、デビュー作と言われる「パチンコ」が掲載された1973年8月号月刊ガロを持っています。）
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今月のトピック＆インフォメーション
～ RSNよりのお願い ～
新年度に伴う会員継続と
新規会員入会のお願い申しげます。
皆様のお力添えで2014年度を無事に終えることが
できました。2015年度も変わらぬご支援の程よろし
くお願い致します。会員の皆さまには順次会員継続の
ご案内をお送りしております。
RSNでは新規会員を随時募集しております。年会
費は正会員個人3,000円、団体3万円、賛助会員は個人
一口3,000円、団体一口3万円となっています。詳しく
はRSNのホームページをご参照下さい。メールや電
話でのご連絡もお受けしております。

NPO法人ジャパンマック
「依存症でも安心生活サポート事業」
アルコール依存症の回復施設を運営する特定非営利
活動法人ジャパンマック（J-MAC）が平成25年4月1日
より東京都北区との共同事業「依存症でも安心生活サ
ポート事業」を開始しました。依存の問題を抱える本
人、家族を対象とした相談支援、家族教室、講演会を実
施しています。詳しくは下記マック・ファミリーエイド
までお問い合わせ下さい。
マック・ファミリーエイド ☎03-5972-4771
東京都北区滝野川6-76-9 エスポワール・オチアイ1階
http://japanmac.or.jp/guide/family.html
名称
依存症でも安心
相談支援事業

寄付・献金のお礼
一般社団法人 信頼の森様より、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。

日程
月・木（日祝含）

時間
14:00 ～ 21：00

火・木・金（日祝含） 10:00 ～ 17:00
依存症を学んで
月4回開催/1クール 10：00 ～ 11：30
安心事業
啓発セミナー事業 年４回開催予定（要問合せ）

RSNに届いた寄贈品一覧（5月1日から5月31日到着分）
到着日

品名（書籍名）
PTB Quarterly Report

5月 7日

TOYUSHO 5月号
遊報 4月号 No.287

5月14日
5月18日
5月21日
5月22日

5月25日

SEQUENCE

一般社団法人 パチンコ・トラスティ・ボード
東日本遊技機商業協同組合
全日本遊技事業協同組合連合会

遊技ジャーナル5月号
5月11日

Vol.17

Voｌ.66

寄贈いただいた企業・団体名

5月号

通巻841号
通巻288号

㈱遊技ジャーナル社
㈱シークエンス

週刊アミューズメントジャパン 第485 ～第487号

㈱アミューズメントプレスジャパン

娯楽産業

㈱娯楽産業協会

5月号 NO.612

日遊協 5月号

Voｌ.289

ぱちんこオリ術BOMBERS

一般社団法人

日本遊技関連事業協会

パチスロ実践術DVD7月号 ㈱ガイドワークス

PCSAアクションレポート Voｌ.107

一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会

日本遊技通信 5月号 通巻1077号

㈲日遊通信

月間GreenBelt 6月号 Voｌ.592

㈱アド・サークル

月間 遊技経済 5月号 第1320号

㈱遊技経済

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

遊技通信 6月号 No.1428

㈱遊技通信社

月間プレイグラフ

㈱プレイグラフ社

6月号 通巻614号

レジャー情報 6月号 通巻653号

㈱レジャー情報新聞社

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

2014年度も無事に終えることができました。2015年度も変わらぬご支援をよろしくお願い致します。

銘苅

• 相談部

あっという間に梅雨があけ、夏がやっていました。日差しの強い沖縄では室内プールで泳ぐのが正解です。 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

7月8日（水）

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
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

7月28日（火）

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

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

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
7月18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
7月 5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98号 月刊 2015年6月25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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