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ぱちんこ依存問題相談機関からのメッセージ

102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の年度は7月に始まるため、10月はまだ新年度の前半なのですが、年末の暦を目の前にするとやらねばな
らないこと、棚上げにしている用件などが頭の中に次々と湧いてきて心穏やかではありません。
一般の方はあまりご存じないでしょうが、今年に入って警察庁による遊技機にまつわる不正監視や射幸性の抑
制指導の強化がなされ遊技業界全体がその対応に追われ、
「依存問題より、まずは死活問題」という切実な状況が
続いています。そのような中でも、遊技業従事者のための依存問題研修が、ようやく遊技業界でも本格的に動き出
した感があります。依存問題を逆風ととらえるのか、娯楽サービス業のあるべき姿を見出す契機とするのか遊技
事業者によって考え方・捉え方は様々なようです。私たちが、娯楽の負の問題に関わり続ける中で見出したもの
は、皮肉にもたくさんの「負の問題があっても好きで娯楽を続けたい人たち」の存在でした。白黒・善悪で分けてこ
の問題を見てしまえば、時に滑稽にも思える人の営みの力強
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は確かです。RSNの研修が、その一助となれば幸いです。

RSN News
【活動報告】
RSN第6回通常総会・第12回通常理事会
開催報告（2015/9/2）
2015年9月2日に遊技会館（東京都市ヶ谷）にて第6
回通常総会及び第12回通常理事会を開催しました。
通常総会では、2014年度の事業報告、決算報告、
2015年度の事業計画案、事業予算に関する案件につ
いてすべて承認されました。
理事会では、理事変更の報告、RSN東京事務所閉鎖
の報告、全商協RSN支援室開設に関する報告を行いま
した。

全商協RSN支援室相談員指導
（2015/9/3、9/30）
全商協RSN支援室相談員の電話対応については、通
常時のRSN相談員の間接的指導に加えて、西村代表が
全商協RSN支援室にて直接指導をしています。今後も
定期的な指導を継続する予定です。

ぱちんこ依存の相談は

（公財）日工組社会安全財団 第22回「パチ
ンコ依存問題研究会」
（2015/9/30）
2015年9月30日に第22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。調
査票作成の詰めの作業が続いています。次回開催は、
2015年10月28日予定。

【10 月活動予定】
●九州ダルク20周年フォーラム参加
（2015/10/3 福岡）
●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」
（2015/10/7 名古屋・2015/10/8 大阪）
●アルコール・薬物依存関連学会合同学術総会参加
（2015/10/11 ～ 13 神戸）
●株式会社 アメニティーズにて従業員研修講演
（2015/10/21 東京）

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 9 月の電話相談のデータ報告
9月の相談件数は221件（沖縄RSN197件、全商協RSN支援室24件）で、前月より18件減少しました。相談件数
減少の理由ですが、業務日数自体が17日と少なかったこと、家族・友人からの相談が減少したこと、そして間違
い・無言・問合せの件数が減少したことが挙げられます。依存問題の相談以外を対応する支援室の相談24件の基
本情報の内訳は、初回相談16件、複数回7件、間違い・無言・問合せ1件で、初回相談のうち、本人からの相談は12件
（男性9件、女性3件）、家族・友人からの相談は2件（男性2件、女性0件）、不明・その他が2件でした。
※システムメンテナンスのため、9月24日～ 25日は相談業務を休止いたしました。

2015 年 9 月 1 日～ 2015 年 9 月 30 日
相談件数 221 件（全商協 RSN 支援室 24 件含む）
2015 年 1 月 1 日～ 2015 年 9 月 30 日 2015 年累計 2,297 件 開設からの総件数
（2006 年 4 月～）17,101 件
① 相談回数
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①相 談回数…初回相談152件（77％、前月比＋6件）、複数回38件（19％、同－8件）、間違い・無言・問合せ7件（4％、同
－10件）でした。音声ガイダンス振り分けの影響で、前月に引き続き、間違い・無言・問合せが減少しています。
②コーラー関係性…初回相談のうち、本人からの相談は134件（88％、前月比＋21件）、家族・友人からの相談は18件
（12％、同－15件）でした。本人からの相談は2カ月前の件数に戻りつつありますが、一方で、家族・友人からの相談
は前月の半数近くまで減少しました。
③性 別…本人性別の内訳は男性113件（84％、前月比＋24件）、女性21件（16％、同－3件）でした。家族・友人の性別
は、男性2件（11％、同－4件）、女性16件（89％、同－11件）でした。
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④コーラー年齢…本人相談の年齢分布では、20代（前
月比＋11件）、40代（前月比＋5件）の増加が目立ち
ました。他の年代は前月とほぼ同じ件数でした。
⑤紹介先…家族相談が減少したため、精神保健福祉セ
ンター、保健所といった地域で利用できる相談機関
への紹介数も減少しました。
⑥経路…インターネット経由の相談件数は、本人相談
が前月比で11件の増加でした。※支援室からRSNに
転送した件数は9件でした（経路と区別して集計）。

特集

ギャンブリング問題のとらえ方（その8・まとめ）

ギャンブリング問題のとらえ方では、RSN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、これまで7回にわたりお伝えしてきました。今回の特
集は、これまでのギャンブリング問題のとらえ方を振り返り、まとめをお伝えします。(※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。）

精神科医療におけるギャンブリング問題の位置付け（さくら通信94号より一部改訂）
●DSM-5とは？
DSMとはアメリカ精神医学会（APA)が発行している精神障害の診断・統計マニュアルです。世界保健機関
（WHO)の国際疾病分類(ICD)とともに、国際的に広く用いられている診断基準です。DSM-5では「ギャンブリン
グ障害」の診断基準として9項目の機能障害を提示し、該当項目数により軽度（4 ～ 5）・中等度（6 ～ 7）・重度（8
～ 9）に分けています。依存症であるかないかという線引きではなく、問題がある可能性が評価されています。

●「ギャンブリング障害」の診断基準（9項目の機能障害）とは…（注：
「賭博」は日本精神神経学会の訳）
①興奮を得たいがために、賭け金の額を増やして賭博をする要求
②賭博をするのを中断したり、または中止したりすると落ち着かなくなる、またはいらだつ
③賭博をするのを制限する、減らす、または中止するなどの努力を繰り返し成功しなかったことがある
④しばしば賭博に心を奪われている
⑤苦痛の気分（例：無気力、罪悪感、不安、抑うつ）のときに、賭博をすることが多い
⑥賭博で金をすった後、別の日にそれを取り戻しに帰ってくることが多い（失った金を“深追いする”）
⑦賭博へののめり込みを隠すために、嘘をつく
⑧賭博のために、重要な人間関係、仕事、教育、または職業上の機会を危険にさらし、または失ったことがある
⑨賭博によって引き起こされた絶望的な経済状況を免れるために、他人にお金を出してくれるよう頼む

DSMの診断基準では「その障害は、臨床的に意味のある苦痛、または社会的、職業的、または他の重要な領域に
おける機能の障害を引き起こしている」ことがポイントになります。生物（生命）レベルに限らず、個人（生活）レベ
ル、社会（人生）レベルの機能障害も項目に挙げ、生活機能全体で評価する点が特徴です。重要なのは、診断名を付
けることや診断名をもらうこと、あるいは病気かどうかを線引きすることではありません。この機能障害をどの
ように改善していくのかが大切なのです。そのためには支援する側が、より深く問題を抱えた人を知る必要があ
ります。機能障害の背景にある隠れた問題を含め、生活全般を把握することが重要です。

●DSM-5とICFを参考にした包括的な視点
ICF（ 国 際 生 活 機 能 分 類 ）は、1980年 に 制 定 さ れ た
健康状態
ICIDH（国際障害分類）の改訂版です。2001年のWHO
総会において改定され、人間と環境との相互作用を基本
心身機能
的な枠組みとして、ひとの健康状態を系統的に分類する
活動
参加
身体構造
モデルです。ICIDH の考え方では、社会的不利（生活し
にくさなど）は、本人に疾病・障害があることが原因で発
生するという一方向のものでした。例えると、
「疾病や怪
環境因子
個人因子
我などで車いすを利用している人がエレベーターのない
※ICF 構成要素間の相互作用
駅を利用できない」という考え方です。これに反してICF
は、人間と環境との相互作用を基本的な枠組みとし、より
多角的に広範囲な視点で捉え、ひとの健康状態を系統的に分類するモデルです。エレベーターや駅員さんの手助
けがあれば、駅を利用できるように、
「〇〇があれば、□□できる」といった考え方を様々な角度から取り入れたの
がICFです。依存問題の取り組みの第一歩は、
「□□できるための〇〇」を考えることかもしれません。
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●RSN電話相談とDSM-5
「ギャンブリング障害・9つの機能障害」との関連（さくら通信95号～ 100号）
RSN電話相談に寄せられる相談内容から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
（機能障害）を照らし合わせ、各項目と関連した相談者からの主訴をお伝えしまし
た。
（パチンコ・パチスロは日本で生まれ、発展してきた娯楽であるため、海外で用いられるチェックリストをその
まま使うことは問題があります。そこで遊技産業活性化委員会がDSM-5のギャンブル障害の診断基準を基にパチ
ンコ・パチスロ用に当てはめ作成した自己診断チェック表（8項目）を参考に相談事例を紹介しました。）

●自己診断チェック表から（8項目）
1. 離脱症状
「パチンコやパチスロを、やめたり、遊ぶ回数を減らしたりすると、イライラして落ち着かなくなる。」
離脱症状とは、急に何かを止めようとするとバランスが崩れる身体的・心理的な反応です。身
体に取り入れた物質が離脱することで起きます。離脱症状があれば依存があるともいえます。身
体に外部から物質を取り込むことのないパチンコやスロットのめり込み問題では、薬物やアル
コールのような身体依存は生じません。そのため遊技から離れたからといって身体的な離脱症
状がアルコールや薬物のようには起きません。
しかし、遊技を減らす・止めることで心理的（精神的）な症状の変化を「離脱症状」として訴える
方は少なくありません。遊技から離れると、これまで続けてきた生活パターンや習慣が崩れることになります。そ
の変化に対して、漠然とした不安感や、何をしていいか分からない、落ち着かない、イライラするといった心理的な
反応が生じ、不調を感じる方たちです。精神的な離脱（精神依存による離脱）反応です。慣れ親しんだストレス回避
行動を手放す不安・恐怖が、いざ遊技から離れようとすると入道雲のようにムクムクと眼前に湧き上がって、心身
の反応を引き起こすようです。この反応は、遊技をする以前からその人が持つ精神的な安定度、問題対処能力、スト
レス対処能力などによって人によって異なる印象があります。
（さくら通信100号より）

2. 自己統制の障害
「パチンコやパチスロを、やめようとしたり、遊ぶ回数を減らそうとするが、ムダな努力に終わっている。」
自己統制の障害とは、自分の行動をうまくコントロールすることができないことで、日常生活に支障が生じる状
態になっていることをいいます。生活や経済的な問題が起きない娯楽の範囲で、自制しながらパチンコやスロット
と楽しみながら付き合うことができているかどうかを問う、依存問題の有無の指標となる重要な項目です。相談者
自身が自身の遊技問題を自覚し、相談につながる理由となりやすい項目の一つでもあります。
「依存の問題を抱え
た本人は問題を認めず否認する、いわば否認の病気である」とよく言われます。アルコールや薬物の問題に関わり
の深い援助職の方であれば、本人自ら問題を認識し、さらに相談機関を利用することなどに
わかには信じがたいことかもしれませんが、RSNを利用される約8割は本人からの相談で
す。
「今日はパチンコに行かないと考えている自分とパチンコしたいという自分がいて、で
も結局、今日もパチンコをしている自分がいる…」 このような葛藤を抱えて悩み、多くの
問題あるユーザーが相談につながってきます。電話相談では、否認する必要も、強がりや、プ
ライドも必要ありません。正直な相談者の声からは、世間一般的にイメージされる本人像と
は違う姿が受話器の向こう側から伝わってきます。
（さくら通信100号より）

3. とらわれ
「パチンコやパチスロを打っているときのことが繰り返し頭に浮かび、次回どうやって打とうか、
どうやって資金をねん出しようかといったことが、頭から離れない。」
例えば、新聞広告の「新台入れ替え！」を見てしまうと、頭の中はパチンコ一色、もうパチンコ
をしたくて家事なんて手につかない…このような状態です。実際に新聞広告を見て冷静さを
失ったユーザーから「今日は何時に開店？」
「○○ホールさん今日新台入れ替え？」といったよう
な間違い電話が、RSNにしばしばかかってきます。
「平日は大丈夫だが休日は朝からそわそわす
る」
「開店時間になると落ち着かない」
「借金返済した後の手持ちのお金を見てパチンコが頭をよ
ぎる」といったようにとらわれるきっかけは、それぞれ相談者によって違うようです。四六時中
パチンコやスロットの事が頭から離れずとらわれて苦しいという方は電話相談の中では比較的少数のようです。
相談者それぞれに遊技したくなる「とらわれのパターン」があるようです。
（さくら通信100号より）
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4. 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。」
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です。
逃避は、ほぼすべての相談者が抱える重要な課題です。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。当たり前ですが、精神疾患によ
る症状は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。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。
（さくら通信95・98号より）

5. 深追い
「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。」
「負けを取り戻したい」
「もう少し打てば大当たりする」という深追いの気持ちが強いとコントロールが難しくな
り、遊技頻度が多くなります。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
すという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。説得が目的ではありませ
ん。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。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。相談員は客観的にその事実を相談者に伝え、この悪循環から抜
け出すための行動を起こす契機を作る努力をしています。私たち相談員は、問題を抱えるパチン
コユーザーにとって、事情や状況がわかる冷静な第三者として伝えるべきことを的確に伝えるこ
とも重要な支援のあり方であると思っています。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。
（さくら通信95・96号より）

6. 嘘（うそ）
「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。」
嘘の内容は、相談者個々、さまざまです。RSN電話相談では、嘘をつく必要がないので、相談者
は自身がついてしまう嘘について正直に話をしていただけます。遊技を続けたいという一心から
ついてしまう嘘もあれば、家族に心配かけないためについてしまう嘘までその内容はさまざまで
す。他者を騙し利益を得るような嘘はほとんどありません。家族や友人、職場などの周囲の方から
非難される環境では、パチンコをすること自体が秘密になりがちです。また18歳未満の方や生活
保護受給者など、社会的に容認されない人たちは、どうしても隠れてパチンコをすることになります。このような
状況にある人たちは、のめり込みの程度に関わらず、パチンコのために多少なりとも嘘が必要になります。のめり
込みの問題が深刻化しているケースでは、それまでについてきた嘘ゆえに正直に自分の問題に向き合ったり、誰
かに相談することができなかったりすることで、問題がさらに悪化してしまう傾向があります。悪循環からの脱
却には、問題を抱えた本人が「他者にも自分自身にも嘘をつかずに済む正直さ」を取り戻せるような環境作りが大
きな意義を持ちます。何度も騙し・騙された関係性を修復することは容易ではありません。しかし、周囲の人が怒
りや不安から本人を責め、追い込んで「正直を強要する」ことになってしまっては、また新たな嘘をつく動機と状
況を作ってしまうだけということにもなりかねません。
（さくら通信95・97号より）
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7. 社会関係問題
「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。」
「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、その領域のなかでもとりわけ「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、相談される方からよ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。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。
（さくら通信99号より）

8. 経済的問題
「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。」
“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にあるように思います。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。
（さくら通信99号より）

これまでさくら通信にてお伝えしてきた特集“ギャンブリング問題のとらえ方”を整理してまと
めました。Ｐ3では精神科医療におけるギャンブリング障害の位置付け、Ｐ4からはDSM-5の診断
基準として挙げられた9つの機能障害から関連する8つの項目を遊技産業活性化委員会のワーキ
ングチームが作成した自己診断チェック表を基に電話相談事例を交えて掲載しました。DSM-5
の診断基準については、医師のもとで対面しながら評価することが前提ですので、自己評価のみで
の判断は注意が必要です。
ギャンブリング問題は経済的な問題を発端として社会生活全般に影響を及ぼし複雑な問題になりやすい特徴が
あるため、各チェック項目では「心理的な側面」
「経済的な側面」
「社会関係（生活）の側面」と広範囲にとらえ評価し
ています。注意しなければいけないことは、病気（疾患）に罹患しているかということではなく、パチンコやスロッ
トを遊技していることで機能障害が起きていないかどうかということです。障害や支障が起きているのなら、少し
立ち止まって見直す必要があります。また表面化した問題においても個人の心理や環境などによりその時々で深
刻化したり収束したりと変化するため、援助職の方は多角的で柔軟な介入が必要とされます。
今回はギャンブリング問題のとらえ方の一部分を紹介しました。各号のさくら通信ではもう一歩踏み込んだ事
例も紹介しています。電話相談業務に携わると、これまでの依存問題に対する考え方や固定観念が覆されることも
しばしばあります。相談員は、理屈だけでは解決できないこともあるという事実を受け入れながら、相談対応して
おります。
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今月のトピック＆インフォメーション
平成27年度後期
京都府こころの健康セミナーのご案内

書籍の紹介
エビデンス・ベイスト心理療法シリーズ⑥

「ギャンブル依存」 金剛出版 2015
著者

J・P・ウエラン、T・A・スティーンバーグ 他

福居 顯二・土田 英人（監訳）

心理療法シリーズの一環として出された
書籍ですが、治療介入の基礎知識を中心と
した内容となっています。
「ギャンブル依存
症」の用語が使われないテキストブックが
本邦でようやく出版されたことは喜ばしい
ことです。ギャンブル依存について問題の
定義および理論的基礎について、また「問題
ギャンブル」と「病的ギャンブル」に関する
背景知識、これらの問題を理解するための最新のモデルにつ
いて有用な情報が掲載されています。用語が整理されている
ためとても理解しやすい内容となっています。

京都府心のセンターよりセミナー開催の告知協力
の依頼がありましたので、ご紹介します（RSNは企画
等に関わっておりません）。
（以下セミナー主催者告知より）
依存症セミナーでは依存症に関する知識の提供と
当事者やご家族が回復していく姿をご紹介できる機
会になればと考えています。摂食障害セミナーでは
摂食障害に関する正しい知識の提供と当事者や家
族、関係者が活動している自助グループや回復施設
の紹介をいたします。ご家族を含め、関心のある方は
どなたでも参加していただけます。
■ギャンブル依存症セミナー
平成27年11月20日（金）13:30 ～ 16：30
■アルコール依存症セミナー
平成27年12月11日（金）13:30 ～ 16：30
■薬物依存症セミナー
平成28年2月26日（金） 13:30 ～ 16：30

相談現場からこんにちは

■摂食障害セミナー

日々のストレスケアとしてN相談員は、ゴルフ・ボ
ルダリング・水泳と週3日の運動を欠かしません。心
理的な負担のかかる相談員にとってストレスケアは
とても重要です。代表は、海に潜れずヨレヨレです。

平成28年3月18日（金） 14:00 ～ 17：00

【参加費】無料
【会 場】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
【問合せ】075-641-1810

RSNに届いた寄贈品一覧（9月1日から9月30日到着分）
到着日

品名（書籍名）

寄贈いただいた企業・団体名

9月 2日

週刊アミューズメントジャパン 第501号～第505号

㈱アミューズメントプレスジャパン

9月 4日

娯楽産業

㈱娯楽産業協会

9月 8日

9月号 通巻616号

遊技ジャーナル9月号
SEQUENCE

9月 14日 日遊協 9月号

9月号

通巻845号
通巻292号

Voｌ.293

9月 15日 ぱちんこオリ術BOMBERS

㈱シークエンス
一般社団法人

パチスロ実践術DVD

日本遊技関連事業協会

㈱ガイドワークス

月間アミューズメントジャパン 10月号 No.205号

㈱アミューズメントプレスジャパン

月間GreenBelt 10月号 Voｌ.596

㈱アド・サークル

レジャー情報 10月号 通巻657号

㈱レジャー情報新聞社

9月 28日 日本遊技通信 9月号 通巻1081号

9月 29日

㈱遊技ジャーナル社

㈲日遊通信

月間 遊技経済 9月号 第1324号

㈱遊技経済

遊技通信 10月号 No.1432

㈱遊技通信社

月間プレイグラフ

㈱プレイグラフ社

10月号 通巻618号

PCSAアクションレポート Voｌ.111

一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会

遊技日本10月号 通巻656号

㈱近畿出版社

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

マイナンバー制度の対応に追われています。前もって準備はしてきたつもりですが、少々混乱しております。銘苅

• 相談部

相談対応に迷ったり、頭が混乱したときには、Good Life Coﬀeeを飲んでリフレッシュしています。

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

11月11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

11月24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
11月21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
11月 1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102号 月刊 2015年10月22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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