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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。

あっという間に日々が過ぎてしまい、気付けば沖縄の緋寒桜は散ってしまいました。3月、4月は、進学、就職、
異動と生活環境が変化しやすい季節です。新生活の不安やストレスが、行動習慣に大きな影響を与え、パチンコが
問題ある行動習慣になりやすい時期でもあります。
去る2月7日に、ワンデーポート開設15周年フォーラムが神奈川県で開催されたました。寒いなか、最寄りの駅
から会場までのあちこちでワンデーポート利用者さん達が、会場へのルートを示したボードを持ってフォーラム
参加者を誘導していました。さりげない思いやりに、会場に入るまでに心が温まりました。フォーラムでは、
「遊
び」をテーマにした大変興味深く、はっとするような話を聴くことができました。私たちRSNは、ワンデーポート
の実践から学び、気づかされながら、ここまでやってこられたのだなと改めてありがたく思いました。ワンデー
ポートもRSNも、誰かの理屈や過去の自分たちの思い込みを実践の中で修正し、時には否定し、時には全く新たな
視点を導入しながら手探りでギャンブリング問題とその問題解決支援のあり方を探してきました。この真摯な姿
勢をお互いに大事にしていければいいなと思っています。
CONTENTS
RSNでは、4月の発行に向けて2015年度電話相談事業報
報告書の作成を急いでいます。データの埋め込みは済み、報
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RSN News
【活動報告】

大阪商業大学アミューズメント産業研究所

東北遊技機商業協同組合にて講演
（2016/2/4）
2016年2月4日に東北遊技機商業協同組合に加盟す
る組合員さん約30名が来沖され、那覇市において
「パチ
ンコの依存（のめり込み）について」のテーマで、約1時
間の講演を行いました。講演後には、率直な意見交換が
できました。

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」
（2016/2/17 鹿児島 2/18 福岡）
2015年6月より開始された一般社団法人信頼の森研
修企画
「遊技提供者のためのパチンコ依存問題研修講
演会」
（テーマ：パチンコ・パチスロ依存（のめり込み）の
問題）を鹿児島・福岡で開催し、西村代表が講演を行い
ました。これにより、東北エリアから九州エリアまでの
研修をまずは一通り終えることができました。

ぱちんこ依存の相談は

「ギャンブル依存症研究会」にて講師
（2016/2/22）

2016年2月22日に大阪商業大学アミューズメント産
業研究所主催「ギャンブル依存症研究会」にて、西村代
表が「パチンコ依存問題の早期介入について」のテーマ
で講師を務めました。

沖縄県遊技業協同組合にて講演
（2016/2/24）

2016年2月24日に沖縄県遊技業協同組合の組合員研
修会にて、西村代表が「パチンコの依存（のめり込み）に
ついて」のテーマで研修講師を務めました。

【全商協 RSN 支援室より（2 月）】
相談件数21件
（初回相談13件、
複数回1件、
間違い2件、
問合せ5件）
□ 支援室相談員の電話対応について、
西村代表が

全商協事務所にて直接指導を行いました。
（2016/2/8）

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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2016 年 2 月の電話相談のデータ報告
2月の相談件数は245件（沖縄RSN224件、全商協RSN支援室21件）で、前月より42件増加しました。春に向か
い相談件数も徐々に動き出してきたようです。例年、これからの時期は、若年層からの相談が増加します。
昨年11月から全地区遊商でホール配布テッシュによる啓発活動が開始されました。データの分析では、配布
された地域の都市圏からの相談件数が増加する傾向がみられます。一方で東京、神奈川、沖縄など、以前相談件数
が多かった都道府県の一部で、相談件数が減少しているのが気になります。ホール関係者のみなさま、引き続き
ポスターやステッカー、ポケットティッシュなど、ホール内でのRSN啓発活動へのご協力をお願いいたします。

2016 年 2 月 1 日～ 2016 年 2 月 29 日
相談件数 245 件（全商協 RSN 支援室件含む）
2016 年 1 月 1 日～ 2016 年 2 月 29 日 2016 年累計 448 件 開設からの総件数
（2006 年 4 月～）18,219 件
① 相談回数

家族・友人
n=224
（支援室除く） 27（16%）

間違い・無言・
問い合わせ
6（3%）

n=172
（初回のみ）

別

本人

n=145（初回のみ）
男性
女性
113（78%） 32（22%）

家族・友人
男性
9（33%）

本人
145（84%）

初回
172（77%）

複数回
46（20%）

③ 性

② コーラー関係性

n=27（初回のみ）
女性
18（67%）

①相談回数…初回相談172件（77％、前月比＋33件）、複数回46件（20％、同＋13件）、間違い・無言・問合せ6件（3
％、同－1件）でした。2 ヵ月連続で、全体的に増加しました。
②コーラー関係性…初回相談のうち、本人からの相談は145件（84％、前月比＋33件）、家族・友人からの相談は
27件（16％、同±0件）でした。前月比では、初回相談の増加件数は、すべて本人からの相談です。
③性別…本人性別の内訳は男性113件（78％、前月比＋24件）、女性32件（22％、同＋9件）でした。家族・友人の性
別は、男性9件（33％、同＋1件）、女性18件（67％、同－1件）でした。性別比は前月とほぼ変わらない値です。

④ コーラーの年齢
47

⑤ 紹介先
（初回のみ）
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家族・友人 n=27
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家族・友人

合計

ホール内ポスター
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総計
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（初回のみ 複数回答）
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本人

3

24

ギャマノン 1
10
書籍
1
5
その他
2
紹介先なし

⑥ 経

12

ワンデーポート 1
11
医療機関（主治医戻し含む）

27

6

精神保健福祉センター

家族・友人
3
2

84
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④コ ーラー年齢…本人相談では40代以上の合計が47
件（前月比＋5件）に対し、30代以下の合計が98件
（同＋28件）と、若年層からの増加が目立ちました。
⑤紹介先…本人相談では「パチンコをやめると、かえっ
て困難になることは？」とたずねることも多く、この
回答を手がかりに、解決策や紹介先を相談者と一緒
に考えております。
⑥経路…本人相談では、ホール内ポスター経由の相談
の増加（前月比＋24件）が目立ちました。ホール配布
ティッシュ経由の相談は6件でした（相談があった
都道府県は、大阪、愛媛、埼玉、岡山、福岡、鹿児島）。

特集

依存の問題の支援に携わる人たちの勉強会
ワンデーポート主催 家族・支援者向きセミナー

新・ギャンブル依存支援

～病気の治療ではなく人生支援へ～
今回の特集は、昨年12月20日にRSN相談員研修として参加させていただいた「依存の問題に携わる人たち
の勉強会（横浜勉強会）」の概要をまとめ、2回にわけて紹介します。1回目は高澤和彦さんの講演内容です。
「依存の問題の支援に携わる人たちの勉強会」とは
依存問題の支援に携わるさまざまな職種間の相互理解を深め、援助技術の向上を目指し、プログラムやシステ
ム中心の支援から人中心の支援へ・画一的な支援から多様な支援へ・医療モデルから生活モデルへという目標
を共有する仲間の輪を拡げてゆくことを目的とした勉強会です。毎月一回・神奈川県（横浜）で開催。

2015年12月20日
（日）「依存の問題の支援に携わる人たちの勉強会・第8回基礎講座」
「新・ギャンブル依存支援」

～あたりまえのことを丁寧（ていねい）にする新しさ～
浦和まはろ相談室代表

高澤

和彦

「新・ギャンブル依存支援とは…」
ワンデーポートの家族相談を担当している、精神保健福祉士の高澤です。今回の演題には新・ギャンブル依存支
援と書いてありますが、新しいプログラムとか新しいメソッドということではありません。何が新しいかという
と、
「あたりまえのことを丁寧にする」という新しさです。ワンデーポートで15年、支援を続けるなかで、依存症と
いう切り口での支援では、やってもやってもうまくいかない人たちがいます。それで皆で話をしながら、経験を積
み重ねて、今はこの“あたりまえのことを丁寧にする”というスタイルで支援しています。新しいことをいろいろす
るよりも、まず、あたりまえのことをしっかりやりましょう、それも丁寧にやりましょうということ、実はそこが一
番新しいのではないかということで、このような演題をつけてみました。一般的に言われているギャンブル依存の
支援というのは、GA（ギャンブラーズアノニマス：相互援助グループ）、回復施設、医療機関、認知行動療法などさ
まざまありますが、支援者側の問題で、深刻な支援のミスマッチが起きていると思います。

「支援者としての大切な視点…」
表面化している問題を見るとギャンブルが理由で

支援者／家族がどこを見るか

借金がある、だから「ギャンブル依存症」だと見えて

～部分か全体か～
部分か全体か

しまう。しかし、その人の全体を見てみると、例えば

名

ギャンブルを始める前からお金の使い方がうまくな
い、学生の頃からつまずいている、仕事ほとんどした

支援者／家族Ａ

ことがない、転職を繰り返している、人に合わせるこ

発

とは得意だけれど、断るのがうまくできなくてとて

方

も苦しい思いをしているなど、その人その人に違い

生

その人

や特徴があることが見えてきます。
かつての私たちも、表面だけを見て「ギャンブル依

コ ュ
ケ
ョ

生

況
人
係

仕
経

支援者／家族Ｂ

存症」という見立てをして、ギャンブルやお金の問題
に着目して支援を組み立てていました。しかし現在

2

z

は、その人の背景を含めた生活全体を見て支援を考
えます。背景や特徴に焦点をあてて、その人が生活しやすくなるにはどうすればいいかということを考えるのが私
たちのやり方の基本です。
「ギャンブル依存症」という考え方は依存の問題が原因となって生活が崩れたという考え方です。ギャンブルを
したせいで借金の問題が起きて学校も辞めてしまう、仕事もできなくなり、お金の使い方もおかしくなるというよ
うな考え方です。しかし、家族相談におみえになる方たちの話を聴くと、そういう人はほとんどいません。どういう
3
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人が多いかというと、昔からお金の使い方が下手な

結果としての依存

人やお金を持ってしまうとギャンブルに限らず無計
画に使ってしまう人です。例えば、思い立った時に、

その人

日に何度もコンビニに行ってしまう、その度に余計

ギャンブルの背景となって
いる生活能力の要因は
いる
活能力 要因
人によって違う

ン
ブ

なものまで買ってしまうなんていう人です。こうい
うことは、詳しく聴かないと把握できません。

を

人に合わせることに長けていると、親御さんたち

族

え
力

は「うちの子は昔から人付き合いが良くて、そこがす
ごくよいところです」ととらえています。もちろんそ

学

社会との関係

力
仕

力

うことができないために、無理を背負い込んでしま
ると断らない（断れない）。結果としていっぱいいっ

い

コ ュ
ケ ショ

れはよいところでもあるのですが、一方で断るとい
うことにもつながっています。例えば、仕事を頼まれ

得
得

己

生活能力

人
係

3

T

ぱいになって苦しくなり、逃げ場としてギャンブルが使われるということはよくあります。
また、少なくないのは、結婚したとたんにギャンブルの問題がひどくなるケースです。このような場合、一歩踏み
込んで聞いてみると、妻のことが嫌いなわけではない、あるいは子どもは大好き、でも年中一緒にいるのはきつい
という事情があったりします。世間では、そんなことは許されないと思うかもしれませんが、その人にとってはそ
れが現実なので仕方ないのです。
これらは一例に過ぎませんが、詳しくその人の生活能力を見てみると、その人の生活能力の特徴と生活が見合っ
ておらず、バランスが崩れているときにギャンブルや借金の問題が起こってくることがとても多いです。手前味噌
ですが、ここまで背景を整理して支援を考えている支援機関は、私たち以外にはあまりないのではないかと思って
います。

やめれば生活できる人，やめても生活が難しい人

「皆さんがイメージするギャンブル依存と実際
のギャップ…」

～依存行動が止まればこの人生活できるんですか？～
依存行動が止まればこの人生活できるんですか？
生
で

ターゲットはここ！＝ギャンブルをやめる
タ
ゲットは
ギャンブルをやめる

スライドの線から上にあてはまる人は、実はほと
んどいないのですが、皆さんがギャンブル依存とイ

暮らし・自立○

メージされるのは、こういった人ではないでしょ

学校・仕事○

うか。つまりお金も上手に使えて、一人暮らしがで

対人交流・余暇○

き、家賃・水道光熱費も支払い、ゴミも出せる。ざっ

暮らし・自立×
暮らし
自立

くりいうと生活がきちんと成り立つ人。仕事も続い

学校・仕事×

て、人付き合いも程よく、嫌なことは嫌だと言える。

（一次性＝原因）
ン

そもそも生活が
成り立っていない
もしくは不安定

対人交流 余暇×
対人交流・余暇×

35歳までできていましたという人。こういう人が

4

た
き いな

ンブ

（二次性＝結果）

例えば、今日は忙しいからと言って断ることができ
る。趣味も持っている。安定した生活が中年期30 ～

生活の崩れ

ターゲットはこっち！＝能力・適性にあった生活の組み立て
z

T

競馬にのめり込んでしまって、借金ができたとか、仕事がなくなったとか、家族関係が悪くなりましたというので
あれば、ギャンブルが原因だからギャンブルをやめてもらえば元々できていた生活が送れるようになります。とこ
ろが、こういうケースとは家族相談をしているなかでは、まず出会わないのです。
では、どういう人が多いかというと、幼少の頃からお金の使い方が下手で、お金を渡すと一気に使ってしまうよ
うな方です。よくあるのが、貯金をしたことがない人です。このような人は、何か欲しいものがあったときに何ヶ月
かお金を貯めて買うということをしたことがない、欲しいものがあると割と抵抗なくお母さんのお財布から盗っ
てしまうなどというエピソードを持っていたりします。一人暮らしをすると家賃を払っていない、電気が頻繁に止
められる、携帯は督促状がきてから支払うなどのエピソードもあります。学生生活でも、高校生の頃までは上手く
いっていたのが、部活を引退したとたんに崩れたとか。社会人になると、仕事が続かない、長続きしない、友人があ
まりいない、逆に誰とでも合わせてしまう、引きずられてしまうということもあります。趣味は、子どものころから
ゲームしかないというようなこともあります。
これらすべてがあてはまるというわけではありませんが、トータルで見ると、あまり生活が成り立っていない、
もしくは生活が不安定という人が多いです。こういう人たちが例えば、仕事がきつくて仕方がない、人疲れして仕
4

方ない。それで家に帰る前に一人でボーッとしたくてパチンコ屋さんで時間をつぶすということはよくあります。
学校で勉強についていけないとか、人間関係がうまくいかないとかで、居場所がない。親に心配かけたくないから、
朝行ってきますと言って家を出るけれど、学校には行けない。公園に居るのは寒いし、本を読むのも好きじゃない
し、行けるところはどこかと考えると、パチンコ屋さんかネットカフェか漫画喫茶くらいしかない…こういう状況
下で問題が起きているケースがとても多いのです。このような背景がある人に、支援者や家族がギャンブルの問題
だけに視点を当てて、パチンコをやめろ、やめろと言って、仮にパチンコをやめたとしても、生活ができるようには
ならないという問題が残ります。不適応が起きているわけですから、生活をしていけばまた繰り返し問題が起こり
ます。
実は、ワンデーポートや個別の相談で家族の方と協力しながらやっているのは、生活の中で必要なサポートは何
かを発見し、必要なサポートを入れて、生活を安定させていくことなのです。そうすることで、問題が小さくなって
いく方がけっこういます。原因と結果をよく見ることが重要です。日常の暮らし、学業、仕事、人間関係、余暇活動が
できていた人がギャンブルによって崩れたのか、もともとできていない人が逃げ場としてギャンブルにのめり込
んでしまったのか、ここを初めにしっかりと家族の方と焦点を合わせ、課題を整理し対応しています。
今の社会のなかで依存症とされている人たちは、はっきりした病気や障害ではないけれど少し弱い部分がある、
若くて社会経験が少ない、なんらかの精神的・知的・発達の問題や特性があるなど、何らかの背景を抱えていること
で、社会のなかで生きていくことが大変で、その結果として依存行動が出てきていると考えられます。こういうこ
とが、最近の社会のなかで起こっている依存の問題だと思います。

「家族の方・支援者の方へ」

ギャンブルやお金の問題はＳＯＳサイン

ギャンブルや借金はあくまでも不適応の結果に過
むしろチャンスになる
ぎないということを理解していただきたいと思いま
• 家族・支援者は，ギャンブル・借金という「結果」だけに目を奪われ
す。病気、病気と言わないでください。本人は違うこ
ないこと
とで苦しんでギャンブルの問題が起きているのに、 • 「病気，病気」と言わないこと
• 怒ったり，責めたり，「またやった」，「まったくもう」ではなく，「何が
家族からはギャンブルの病気だといわれる。家族は
あったの？」「どういう流れでこうなったか順を追って教えて？」と
病気だと思っていて、家族が行け行けという支援機
聴くこと
関は、
「あなたは病気だ」と言われるところだと思う、 • 話は最後まで聴いて，途中で口を挟まないこと
• あわてて結果を処理せず，あわてて家族だけで対策を考えず，信
あわてて結果を処理せず あわてて家族だけで対策を考えず 信
だからそんなところには行きたくない。これは否認
頼できる支援者に相談して一緒に考えてもらうこと
でもなんでもないわけです。
• いわゆるスリップ（再ギャンブル）はＳＯＳサイン，生活に何らかの
いわゆるスリップ（再ギャンブル）はＳＯＳサイン 生活に何らか
かみ合ってないのは家族や支援者のほうで、むし
不具合があるサインとしてとらえ，介入の材料として活用する
• プログラムの徹底的なやり直しが必要なのではなく，生活の見直
プログラムの徹底的なやり直しが必要なのではなく 生活の見直
ろハードルを上げるだけです。病気という言葉は使
し，建て直し，切り替えが必要
わない方が得策です。ギャンブルの問題が起こると、 13
z
家族は腹が立ったり、本人を責めたくなったりする
と思いますが、少し冷静になって「何があったの？」
「どういう流れでこうなったか教えてくれる？」と耳を傾ける
ことが大事です。そうすると「実はこういうことで困っていて、結果としてギャンブルをしてしまったんだ」という
流れが見えてくることがあります。家族の方はギャンブルをしたことに反応しがちで、どうしても一言いいたくな
るという状況ではあると思いますが、ひとまず最後まで話を聴いてほしいのです。そうすることで状況が把握でき
たら、家族だけであわてて結論を出さなくてもよいのです。支援者に相談して、一緒に考えて、どのような方向に向
かうかを見つけてほしいと思います。ピンチに見える状況をチャンスに変えることができます。
今の時代、特にギャンブルの問題や依存の問題と関係があることだと思いますが、おかしな表現ですが、生活が
便利になると生活ができなくなる人がいます。電話を例に見てみましょう。私が子どもの頃の電話は、黒電話で、通
話以外のことはできませんでした。今はスマホ（スマートフォン）です。通話だけでなく、買い物もゲームもできま
す。馬券も買えるし、借金もできるのです。つまり、昔は見通しを持つ力や自制する力が強くない人でも問題は起き
にくかったわけですが、今の時代は見通しを持つ力や自制する力が弱い人はすぐに問題が起こります。昔ならなん
でもなかったことが、少し見通しの力が弱いとか、
我慢する力が弱いだけで、問題になってしまうとい
高澤 和彦（たかさわ かずひこ）
うのが現代の特徴なのです。これは、個人の病気と
精神保健福祉士。埼玉県立精神医療センターでアルコール・薬物依存
の社会参加・家族支援等を担当し、2007年5月に浦和まはろ相談室
いうことではなく、個人の持つ能力や特徴と社会と
開設。認定NPO法人ワンデーポート家族相談担当。
の関係の中で生じてくる問題だととらえることが
浦和まはろ相談室 埼玉県さいたま市浦和区東仲町19-2
必要になっていると思います。
二階堂ビル201 TEL 048-796-7630
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春先から増え始める若年者からの相談
春先には、卒業間近の大学生や新社会人、最近では現役の高校生からの相談も寄せられています。若年者
は、自分自身の問題を言語化して伝える力が弱い方も多く、対応に苦慮することもしばしばあります。
今月号では若年者からの相談について、考えてみました。
＊なお、ここで紹介した事例は個人が特定できないよう加工してあります。

16歳で社会人のＡさん。高校中
退後に現在の仕事に就く。パチンコ
以外にも競馬をたまにする。パチン
コを始めたのは3 ヵ月前から。パチ
ンコをやめたい…やめれないので
はないのかと心配。

Bさん
春からは新社会人として新しい生活が
始まるが、金銭問題が浮上…

Ａさん
遊技を初めて数ヶ月と短期間にも関わら
ず、やめられないという不安を抱える…

18歳 の 高 校 生 の Ｂ さ ん。春 に 卒 業 予
定。半年前に18歳になったのをきっかけ
にスロットを経験する。パチンコも少し
遊技する。妹のお金を使いこんでしまい
父親から叱られる。笑いながらRSNに電
話してきて、相談につながる。

20歳の大学生Ｃさん。春休みに入り、
時間を持て余しパチンコの遊技頻度が増
加。今月はバイトの給料10万円を既に失
う。取り返したい一心でさらにのめり込
む。学業もうまくいっていない…

春先のこの時期は、卒業を控えた学生さんや社会へ
羽ばたく新社会人などの若者たちからの相談が増えま
す。法律では禁じられている18歳未満の方からの相談
もあります。新生活を控え不安と期待が入り混じるこ
の時期は、ストレスが高まる時でもあります。
社会経験が乏しく、利用できる社会資源の知識や人
とのつながりも少ない若い方は、環境変化に上手く対
処できないと、精神的に孤立しやすい危険があります。
精神的な孤立を埋め合わそうともがくうちに力がつい
て大人へと脱皮していければよいのですが、脱皮の前
にすくんでしまい、途中で逃避してしまう方たちも少
なくありません。孤独や不安をパチンコで埋め合わせ
ようとする方もいます。
パチンコは、大人の社会に溢れるストレスを経験し、
ある程度付き合えるようになっていれば、気分転換や
息抜きの道具になります。しかし、脱皮の途中ではそう
はいかないものです。家族や友人から離れ、新しい世界
で恐る恐る見知らぬ人との出会いを育むべき時に、口
を閉ざして、光と効果音で誰からの声も聞こえない遊
技機の前で過ごしていては、新しい世界は近寄ってく
れません。お金の価値がわからないうちに、数万円の金
6

Cさん
大学生になってから生活のバランスが
崩れている様子。時間の使い方や余暇の
過ごし方も、なんとなくしっくりしてい
ない。勝てないことを理由に、ホールに対
して不信感も…
額を使い、
「簡単にお金が増える」
「負けたら勝って取り
返せばいい」などの歪んだ金銭感覚や価値観が形成さ
れやすいことも問題です。負けが続けば、経済自立度の
低い若者は、大人にとってはたいした額でなくとも、生
活・将来への大きな問題につながります。
RSNのデータでは、遊技を開始した年齢が低いほど
問題化するまでの期間が短いことが明らかになってい
ます。10代で遊技を始め、20代で問題化している相談
者がたくさんいます。若者がパチンコに興味を持つこ
とが悪いわけではありません。しかし、今の遊技業界の
遊ばせ方では、興味を持った若者が短期間で疲弊し、好
きなパチンコを長く楽しく続けることができません。
娯楽は消費であり、そもそもパチンコは基本的には
「負ける」遊びであることを理解できず、
「勝てないのは
おかしい！不正だ！」と真剣に怒る相談者もいます。
怒る相談者も相談者ですが、金銭的な勝ち負けにユー
ザーの興味を集中させすぎて、パチンコを勝っても負
けても楽しめる娯楽であることをなおざりにしてきた
遊技業界の責任は大きいものがあります。若者個々の
背景問題はあるにしても、未来ある若者に対する娯楽
のリスク対策は、遊技業界の大きな課題だと思います。

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
2015年にRSN電話相談を利用された2,967件を
データ化し集計・分析をまとめた報告書「2015年電
話相談事業報告書」が4月上旬に完成する予定です。
4月中旬には皆様のお手元に配布できるよう準備を
進めております。前回の報告書で取り上げたデータ
に加え、8月より開始した全商協RSN支援室に寄せ
られた相談についても報告します。
電話事業報告書を希望される方は、
RSN 098-871-9671まで電話またはFAXにてご連
絡下さい。RSNのHPのお問合せフォームから連絡
いただいても結構です（連絡先をお忘れなく！）

おすすめ書籍の紹介
発達が気になる子の
「ステキ」を伸ばす関わり方
加藤

潔（著） 明石書店（1600円+税）
発達が気になる子どもの特性を多
数派とは違う少し気になる少数派と
いう視点に発想転換し気になる子の
ステキをどう伸ばすか具体的な例を
挙げ解説。私の当たり前を壊してく
れる画期的な本です。字が大きく、専
門用語をできるだけ使わない読む人
にやさしい気配りが「ステキ」！

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
昨年に引き続き、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

寄付・献金のお礼
沖縄県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（2月1日から2月29日到着分）
到着日
2月 1日
2月 2日

品名（書籍名）

寄贈いただいた企業・団体名

週刊アミューズメントジャパン 第522号～第525号

㈱アミューズメントプレスジャパン

Toyusho 2月号 Voｌ.75

東日本遊技機商業協同組合

遊報 1月号

全日本遊技事業協同組合連合会

2月 3日

遊技ジャーナル 2月号

2月 8日

SEQUENCE

2月12日

娯楽産業

2月16日

日遊協 2月号

2月22日

PCSAアクションレポート Voｌ.116

一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会

2月号

通巻850号

通巻297号

2月号 通巻621号
Voｌ.298

RSN紹介

☆
☆

㈱遊技ジャーナル社
㈱シークエンス
㈱娯楽産業協会
一般社団法人

日本遊技関連事業協会

月間GreenBelt 3月号 Voｌ.601

㈱アド・サークル

2月23日

日本遊技通信 2月号 通巻1086号

㈲日遊通信

ぱちかる 4月号 通巻66号

イープロジェクト株式会社

2月24日

遊技通信 3月号 No.1437

㈱遊技通信社

2月26日

月間遊技経済 2月号 第1329号

㈱遊技経済

☆
☆
☆

※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14 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

マイナンバーの対応について勉強しながら資料の作成をしております。試行錯誤がもう少し続きそうです。 武島

• 相談部

南国の冬はどこか寂しげで気分も曇りがちで大嫌いです。夏の青空が待ち遠しい今日この頃です。

杉山
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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

ギャンブル依存個別相談

月～金

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

3月1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

9:00 ～ 17:45

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

神奈川県

名 称

日 程

依存の問題の支援に携わる人
4月16日（土）
たちの勉強会in沖縄
参加費

500円

時 間

主 催

問合せ先

10:00 ～ 12:00

依存の問題の支援に携わる人
たちの勉強会（沖縄勉強会）

098-871-9671

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）

4月の横浜勉強会はお休みです。2016年度は5月から開始します。
参加費

1,000円

（RSN）

依存の問題の支援に携わる人 048-796-7630
たちの勉強会（横浜勉強会） 浦和まはろ相談室

今回は事前申し込み不要です（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）
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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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