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ぱちんこ依存問題相談機関からのメッセージ

99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。

RSNでは、台風９号の暴風雨のために７月9日（午後から休止）、10日（終日）と相談業務を休止しました。県外の
方には馴染みは少ないと思いますが、台風が発生するたびに沖縄ではフィリピンからマリアナ諸島あたりまで広
大なエリアの天気予報とにらめっこしておかなければなりません。暴風警報が発令されれば、相談ラインは止め
ざるを得ません。過去には、暴風で光ファイバーが断線したり、電線切断によってデータ保存のハードディスクが
壊れたりしたこともありました。科学技術が進歩しても自然の力には到底かなわないことを実感します。
暑さや台風とも何とか折り合いをつけながら、６月末で2014年度を無事に終了し、7月より新たな事業年度に
入ることができました。私たちの活動を支えていただいた皆様に心より御礼申し上げます。2014年度はカジノ
法案の影響もあり、遊技業界の依存問題対策が大きく前進
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RSN News
【活動報告】
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
（2015/6/10）
2015年6月10日（水）に東京で開催された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「パチンコ依存問題」と題した講演を西村
代表が行いました。

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）
2015年6月14日（日）に開催されたAA（Alcoholics
Anonymous）沖縄地区28周年オープン・スピーカー
ズ・ミーティング
「解決はある～アルコール依存症から
の回復～」で西村代表が講演を行いました。久しぶりの
アルコール依存についての講演でしたが、
「依存症」か
ら物質使用障害やギャンブリング障害といった概念に
なぜ変わっていかなければならなかったのか、頭の整
理をする機会になりました。

ぱちんこ依存の相談は

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）
「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）
一般社団法人信頼の森とは、2011年頃より従業員
研修を含めた遊技提供者の依存に対する問題意識の向
上と対策について、意見交換の場をいただいてまいり
ました。2015年に入り、より具体的な取り組みを実施
する企画が動き出しました。まずは依存問題の基礎概
念の共有を当面の目標とし、RSNも協力を開始しまし
た。企画の第一歩として、西村代表が東京、仙台におい
て遊技業従事者を対象とした研修講演を行いました。
いずれの会場も、参加者は約100名に上りました。
講演後の参加者のアンケート結果などを踏まえて、
さらに研修内容の検討を行う予定です。ホールの地域
性や規模を踏まえた多様性のある研修プログラムの作
成と提供もRSNの社会還元の一つと考えています。

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 6 月の電話相談のデータ報告
6月の相談件数は281件で、前月より19件増加しました。月の前半は、1日あたりの件数が10件を下回る日が
半数近くもあり、6月としては少ない印象でした。月の後半は件数が増加し、最終的には昨年同月よりも20件多
い281件となりました。今月は、本人20代からの相談件数の多さが目立ちました。自身の遊技状況は、依存的なの
かそれとも娯楽の範囲なのか確認してもらうために電話相談を利用する若年者からの相談が印象的でした。

2015 年 6 月 1 日～ 2015 年 6 月 30 日
相談件数 281 件
2015 年 1 月 1 日～ 2015 年 6 月 30 日 2015 年累計 1,585 件 開設からの総件数
（2006 年 4 月～）16,389 件
① 相談回数

② コーラー関係性
n=281

間違い・無言・
問い合わせ
28（10%）

複数回
47（17%）

③ 性
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家族・友人
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別
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①相談回数…初回相談206件（73％、前月比－7件）、複数回47件（17％、同＋13件）、間違い・無言・問合せ28件（10％、
同＋13件）でした。複数回相談は開設以来の最大件数を更新しました（これまでは、2015年4月の44件が最大）。
②コーラー関係性…初回相談のうち、本人からの相談は158件（77％、前月比－3件）、家族・友人からの相談は48件
（23％、同－3件）でした。本人、家族・友人ともに微減となりました。
③性別…本人性別の内訳は男性131件（83％、前月比－4件）、女性27件（17％、同＋1件）でした。家族・友人の性別は、
男性8件（17％、同±0件）
、女性40件（83％、同－3件）でした。本人、家族・友人いずれも前月とほぼ同じ男女比率で
した。

④ コーラーの年齢
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複数回答
本人

6
4
1

ギャンブラーズ・アノニマス
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5

家族・友人
6
36

2

6
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本
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保健所
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路
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福祉事務所 3

医療機関（主治医戻し含む）

17

40

17

精神保健福祉センター

④コ ーラー年齢…本人相談の年齢分布では20代が最
も多く、56件の相談を受けました。例年春期は若年
層からの相談が増加しますが、今年もこの傾向が見
られました。
⑤紹介先…本人からの相談では、今月は精神保健福祉
センターや保健所への紹介件数が増加しました。他
の精神疾患が背景にないかを心配する方や、医療機
関でのカウンセリング等の情報を希望する方に、精
神保健福祉センターや保健所を紹介しています。
⑥経路…今月はインターネット経由の相談件数がホー
ル内啓発ポスターの件数を上回りました。

特集

ギャンブリング問題のとらえ方（その6）

これまでのギャンブリング問題のとらえ方では、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『深追い』
『嘘』
『逃避』の各項目について、遊技に影響を与える心理的な背景に焦点を当てて3回にわたりお伝えしました。
今回のギャンブリング問題の捉え方（その6）では、これまでの『深追い』
『嘘』
『逃避』の3項目の問題行動から
派生する諸問題である『社会関係問題』
『経済的問題』について取り上げてみました。のめり込み問題が徐々に進
行して深刻化すると、本人を取り巻く環境においても関係性の問題が起き始めます。電話相談の実例を交えて、
本人の周辺で起こる関係性の問題について考えてみました。
※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。

“金銭の消費”は、相談者が自身の問題に目を向け、問題が生じていることを自覚する契機となる最も身近な判断
材料のひとつです。見方を変えれば、多くの人は、金銭問題が生じなければ、自身の遊び方に目を向けたり、問題を
感じたりすることは少ないようです。何らかの問題が生じていても、金銭問題さえなければ娯楽として許容される
範囲で遊んでいると、金銭以外の問題を軽視している相談者は少なくありません。
問題を抱える本人や家族だけでなく、援助に携わる人たちでさえ、生活に直結する金銭問題に目を奪われ、依存
の度合いや問題の大きさを金銭消費の多い・少ないで判断してしまう傾向が強いように思います。しかし、パチン
コにのめり込みながら生活を続けることによって、その影響（結果）は金銭問題だけにとどまらず、本人だけでなく
周囲の人たちの社会生活のさまざまな領域で問題を引き起こします。
今回は、問題を抱えた本人の周辺で起こりうるさまざまな問題（「社会関係問題」）と、金銭問題を発端とした関係
性の問題（「経済的問題」）の2つの項目を取り上げ考えてみます。
※「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
題」は項目7、
「経済的問題」は項目8となります。

自己診断チェック表」から「社会関係問

社会関係問題とは…
「パチンコやパチスロにひどくのめり込んでいるせいで、重要な人間関係や仕事、教育
または職業上の機会を危険にさらしたり、失ったことがある。」
「大学の授業もさぼりがちで、単位も取れていない。」
「営業の仕事をしているが、一日中ホールで過ごしてしまうこともある。」
「パチンコが理由で離婚した。今もパチンコがやめられない。」
「社会関係問題」とは、パチンコやスロットをすることによって社会生活に支障がおきているかどうかを評価す
る項目です。社会生活というとかなり漠然として広い領域となりますが、パチンコの依存問題に関しては、その領
域なかでもとりわけ「人との関わり（関係性）」と「社会参加」について支障や障害について注目しています。
パチンコに過度にのめり込んでしまうと、時間の消費を伴い、遊技に熱中することで時間の感覚を失います。
「気
が付いたときには既に約束の時間を過ぎていた」
「丁度、大当たりして台から離れられなかった」などは、相談され
る方から良くお聞きするエピソードです。約束をしていた相手には「パチンコをしていて…」とは言えないため都
合の悪いことは嘘で誤魔化して正当化するようになります。このようなことが頻繁に起こると、家族や友人との関
係性は悪化し、”人との関わり（関係性）の支障・障害”が起こります。問題が深刻化すると別居や離婚、家族やきょう
だいからの疎外など、人との関わりが希薄になり孤立しがちになります。その結果、孤立感や孤独感から逃避（苦痛
からの逃避）するためにさらに遊技するという悪循環を招いてしまうケースもしばしば見受けられます。
また、仕事をそっちのけで遊技に没頭してしまうことで、仕事への支障をきたすこともあります。特に営業職の
方は勤務時間中に一人ホールで過ごされる方も多く、夏場はクーラーも効いて心地のいい場所になっているよう
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です。のめり込みが強くなるにつれて仕事上の悪影響・トラブルが生じてきます。学生の相談者では、
「単位の修得が
できない」
「留年を機に退学を考えている」という方まで内容はさまざまです。一概にパチンコやスロットにのめり
込んでいるから学業に対しての意欲が低下しているとは言えませんが、少ながらず影響はあるように思えます。若
年者は社会経験が乏しいがゆえに、人生の大きな選択を短絡的に考え行動してしまう傾向があります。社会参加に
おける支障や障害は生活の幅を狭め、未来・将来に対する選択肢を奪うことにつながりかねません。

「経済的問題」とは…「パチンコやパチスロによって引き起こされたどうしょうもない

金銭的な危機状況をのがれるために、誰かにお金を出してくれる
よう頼む。」

「学費を使い込んでしまった」
「借金の返済が行き詰まり、両親に肩代わりしてもらった」
「集金のお金を使い込んでしまった。
返済しないと横領で告訴されてしまうので、両親に肩代わりしてもらった。」
「経済的問題」とは、金銭的な問題を発端として人との関わりに支障や障害が起きていないか評価する項目です。
借金による金銭問題は表面化しやすく、家族にとっては把握しやすい問題の一つでもあります。
2014年のRSN電話相談データを見ると、本人からの相談うち54％は借金の問題が存在しています。そのすべて
が借金返済に行き詰っている危機的な状況というわけではありませんが、返済に行き詰るリスクの高い予備軍で
あると言えます。少額であれば身近な友人や知人に借金の相談はできますが、“金の切れ目が縁の切れ目”という言
葉があるように、友人とはいえ度重なる借金の申し入れは互いの関係性を維持することを難しくします。金銭の問
題を他人に相談することは難しく、返済に行き詰ったときに登場するのはやはり家族や身内になります。
「もう二
度とパチンコはしません」という言葉を信じて何度も返済を肩代わりして、今度こそと奇跡を信じ続ける家族も少
なくありません。借金の肩代わりをしてしまう理由は、経済的な問題を解決したいという思いもありますが、どち
らかというと家族自身の不安を取り除くための行動という意味合いが強いように感じます。
年に数件ですが、会社のお金を使い込んでしまった本人が逮捕され拘留されているというご家族からの相談も
お受けすることがあります。このような深刻化したケースでは司法介入のサポートも重要になりますが、現在の日
本ではサポート体制が整っているとは言えません。経済的な問題は本人、家族にとって冷静な判断を難しくしま
す。相談を受ける人は、のめり込み問題＝GA（ギャンブラーズ・アノニマス）GAM-ANON（ギャマノン）を紹介す
ることだけに力を注ぐのではなく、当事者のグループを利用する前に相談者の声に耳を傾け、今、何が起きている
のか整理し、問題改善には何が必要なのか、できることは何かを一緒に考えることが重要です。

『ギャンブリング問題のとらえ方』では、これまで自己診断チェック表をもとに各項目について
お伝えしてきましたが、この項目はあくまで目安を示すものです。依存の度合いや、病気か否かの
診断基準ではありません。のめり込み問題の影響は、経済的な問題をはじめとして社会生活全般に
及びます。広範囲に影響を及ぼし、複雑な問題になりやすい特徴があります。個人（相談者）の心理
や環境などによって、問題に対する考え方や気持ちも揺れ動き、その不安定さが時には問題そのも
のをこじらせたり、問題の整理をより難しくしてしまう場合もあります。
また相談者の背景の問題には精神医学的な問題が含まれていることもあり、相談員はしばしば対応に苦慮して
います。この複雑で難解な問題を”いわゆる依存問題”という一言で整理し解決することは難しいように感じます。
依存問題において最優先されがちな「どうしたらやめられるか？やめさせる方法とは？」と考えることも大事です
が、その前になぜその人がリスクを背負ってのめり込む必要があるのかという視点が重要です。
RSN相談員が大切にしていることは、いわゆる依存問題としてだけの視点にとらわれて狭い視点に陥らないと
いうことです。RSN相談員は、
常に受話器の向こう側の人はどのような人のかを考え対応しています。
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2014 年度（2014.7 ～ 2015.6）活動報告
6月末日を以て2014年度が無事に終了いたしました。相談員の確保が引き続き大きな課題ですが、年間の相談件
数は2年連続で3,000件を超え、相談事業の認知も浸透してきたように思えます。遊技業界の依存問題への関心と
理解が大きく前進し、RSNが開設以来蓄積してきた知識や情報が遊技業界の依存問題対策策定の役に立つことが
できました。遊技業界内での依存問題の基礎的な知識や概念の浸透、依存問題対策の考え方と実施など従来の相談
事業に加えて、期待される役割が広がった1年でした。ギャンブリングの問題は、広い視野から依存問題を捉え、常
に概念を更新続けなければ、思い込みと迷信の中で本質を見失う難しさがあります。依存問題の回復支援機関だけ
でなく異なる領域、立場の方々とも意見を交換する企画にも取り組みました。また、日工組社会安全研究財団パチ
ンコ依存問題研究会での研究、電話相談事業データの分析、その結果の論文発表など、学術的な領域について微力
ながらも取り組みました。2015年度も、RSNの活動に対し皆様のご理解とご支援をよろしくお願い申しあげます。

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。
平成24年8月以降急激に相談件数が増加してきた相
談 件 数 は 一 息 つ き、平 成26年 は3,077件（ 前 年 －287
件）、月平均相談件数は、256.4件でした（前年280.3
件）。本人の相談件数が減少し、家族の件数が増加しまし
た。本人の相談件数の減少は遊技人口の減少の影響を受
けた可能性が考えられます。減少したとはいえ、相談者
の本人比率は80％に上っています。家族の相談件数の
増加は、カジノ議論によって依存問題がメディアで取り
上げられる機会が増えたためと推察されます。また、相
談経路を見ると、インターネットで情報を得て電話相談

につながる比率が増加して
います。
相談対応の質的向上のた
め に 平 成26年5月 に 東 京 に
アセスメントセンター用の
事務所を借りましたが、遊技業界の依存対策への協力要
請を優先し、アセスメントの実施準備を一時停止しまし
た。
また、全商協よりRSN相談電話の仕分け協力の申し
出をいただき、全商協内にRSNへの相談の仕分けおよ
び依存問題以外のクレーム等の対応を行う電話相談ラ
インを開設する準備を行っています。これらの状況を踏
まえ、RSN東京事務所は一旦閉鎖することにしました。

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」 配布なども行いました。パチンコ・
の発行を継続しました。送付先は、遊技業関連団体、公的 パチスロ産業21世紀会の依存問
相談機関、回復施設等へ約1,100通を毎月発送しており 題対策紹介のホームページ告知用
に、新たな広報用のポスターを3
ます。希望団体には、PDF版での配布も行いました。
ホームページへのアクセスは、この一年で約11万件 万5000枚作成し、配布の準備を進
ありました。これまでのホームページへの総アクセス数 めております。
は約41万件となっています。検索サイトを利用してア
クセスされる方以外に、ホール関連団体HPバナーから
アクセスされる方もおられます。幅広く情報提供できる
よう、HPの見直し作業を行いました。
啓発ポスターは、全日遊連広報誌「遊報」等を通じて
全国のホールに送付していただき、年間約13万枚を配
布しました。ホールからの送付希望への対応、PDF版の

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（新聞折り込みチラシ、ポケット
ティッシュ、ステッカー、電子メディア、ホームページバ
ナー、ユーザー向け遊技情報誌）。多様化した啓発活動の
取り組みによってRSNの認知度が上がり、毎月安定し
た相談件数が寄せられています。
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③ 支援連携 / 企画運営事業
支援・連携事業としては、前年度に引き続き、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）その他の依存問題
回復支援活動との連携協力などに取り組んでおります。

○平成26年10月22日
東京都遊技業協同組合

理事会

研修講演

○平成26年11月12日
一般社団法人 余暇環境整備推進協議会主催
「パチンコへののめり込み・依存」 講演
○平成26年5月、7月、9月、10月、12月、3月
ホール企業（宮城県）社員研修 講演
○平成27年 2月19日
沖縄県車内放置事故検証委員会

出席
平成26年度は、パチンコ・パチスロ産業21世紀会の依
存問題対策自主ガイドライン策定、これらの対策の広報
用ホームページの制作、告知用ポスターの作成・配布な 【講演活動（抜粋）】
どへの協力を行いました。また、ホールおよびホール関 ○平成26年9月7日
板橋ダルク共催
連団体より、従業員教育プログラムの構築や実施に関す
「依存問題についての小さな勉強会in板橋」
る依頼があり、その作成に協力を行っております。
○平成26年12月20日・21日
平成26年5月に沖縄県で起きた乳児の車内放置死亡
一般財団法人たんぽぽの家、住友生命福祉文化財団主
事件に関する沖縄県の事故検証員会に参加し、依存問題
催「ケアする人のケアセミナー in 沖縄」
（開催協力）
と防止対策についての意見交換および提案を行いまし
○平成27年1月31日
た。
一般社団法人 パチンコ・チェーンストア協会主催
「PCSA法律問題研究部会」
講演

【支援連携（抜粋）】

○平成26年8月～
遊技産業活性化委員会への出席、安心娯楽宣言ホーム
ページ企画制作、その他関連業務の協力
○平成26年7月、8月、10月、11月
公益財団法人 日工組社会安全財団
（旧 公益財団法人社会安全研究財団）
主催
パチンコ依存問題研究会 出席
○平成26年9月
板橋ダルク勉強会（開催協力）
九州ダルク「19周年 記念フォーラム」基調講演

○平成27年2月5日
ワーカーズホーム主催「依存の問題を持つ方を支援す
るセミナー」スーパーバイズ
○平成27年2月7日
沖縄精神神経学会主催
嗜癖について）

生涯教育研修会

○平成27年3月12日
沖縄県医師会 マスコミ懇談会
グ依存問題）

講演（行動

講演
（ギャンブリン

④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）」 月参加し、事例を基とした対応や地域連携、相談技術の
に月1回会場を提供しました。2011年9月に第1回の沖 向上と知識の習得を図っています。
縄勉強会を開催して、2015年6月までに第41回の勉強
また、遊技事業者等の視察を受け入れ、依存問題の啓
会を開催することができました。相談員は勉強会に毎 発研修を提供しました。

⑤ 資 料 作 成・出 版 事 業
2014年電話相談事業報告書を作成し、配布しまし
その他、執筆活動として日本社会病理学会 学会誌
た（2015年3月）。昨年と同様に集計期間を2014年1月 『現代の社会病理』No.29 2014「問題ギャンブリング
~12月末の年集計にし報告しました。これらは、2012 行動を抱えるパチンコ・パチスロ利用者の社会的属性及
年度より、社団法人信頼の森の協力によりBookwayよ び遊技状況」
（P39-58）など、ギャンブリング問題、依存
り電子書籍版として入手できるようになっています。
関連問題に関する書籍への執筆を行いました。
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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。

書籍の紹介
「対人関係とコミュニケーション－依存症・
触法精神障害者への支援から考える－」
渡邊敦子編著 安齊順子編著・北樹出版
（新刊紹介より抜粋）精神科領
域のなかでも、対象者の精神状態
がより不安定であり、司法等特別
な処遇を受けている場合の多い
依存症や触法精神障害者への支
援方法を実践例をもとに対人関
係技術やコミュニケーションを
切 り 口 に し て 解 説。対 象 者 の 内
面、実態理解を促し、受け止め方、
支援の姿勢を深く考えさせる書。この書籍の、9章「女
性の依存症の当事者に対する支援」10章「依存症の
当事者の家族に対する支援」はRSN元理事であり、現
在もご協力いただいている安髙真弓さんが担当して
います。興味ある方は、ご一読を。

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。

寄付・献金のお礼
一般社団法人 彩の国安全・安心事業協会様より、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（6月1日から6月30日到着分）
到着日
6月 1日
6月 3日
6月 5日

品名（書籍名）
週刊アミューズメントジャパン 第488 ～第492号

㈱アミューズメントプレスジャパン

TOYUSHO 6月号

東日本遊技機商業協同組合

Voｌ.67

遊報 5月号 No.288
SEQUENCE

全日本遊技事業協同組合連合会

6月号

6月 8日

遊技ジャーナル6月号

6月12日

日遊協 6月号

6月18日

娯楽産業

6月22日

6月25日
6月29日

寄贈いただいた企業・団体名

通巻289号

通巻842号

Voｌ.290

6月号 NO.613

㈱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

レジャー情報 7月号 通巻654号

㈱レジャー情報新聞社

月間 遊技経済 6月号 第1321号

㈱遊技経済

日本遊技通信 6月号 通巻1078号

㈲日遊通信

ぱちかる8月号 通巻62号

イープロジェクト株式会社

超パチンコ完全攻略 8月号

㈱ガイドワークス

月間GreenBelt 7月号 Voｌ.593

㈱アド・サークル

月間アミューズメントジャパン 7月号 No.202号

㈱アミューズメントプレスジャパン

月間プレイグラフ

㈱プレイグラフ社

7月号 通巻615号

遊技通信 7月号 No.1429

㈱遊技通信社

遊報 6月号 No.289

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18 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

総会に向けての準備を開始しました。毎年度のこととはいえ、毎日慌ただしく時間に追われています。

銘苅

• 相談部

相談対応していると、人それぞれの特徴と価値観があると改めて感じました。

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

名 称

日 程

時 間
午 後

主 催

問合せ先

宮崎県

依存症専門診療相談

毎月 第１・3月曜日

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

8月12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

9月29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

滋賀県

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

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
8月15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
8月 9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99号 月刊 2015年7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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