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ぱちんこ依存問題相談機関からのメッセージ

108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。

熊本、大分地域を襲った地震に被災され、亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈りいたします。また、被災さ
れた皆さまにお見舞い申しあげますとともに、この地震が一日も早く終息することを心より祈っております。パ
チンコ・パチスロののめり込み問題に対する電話相談を行っている私たちではありますが、精神保健福祉の専門
職でもあります。ホールの利用者のみならずホール従事者の方々に被災によって生じた心の問題に対しても、助
言や情報提供など、できる限りの協力を行います。大きな災害は心のバランスを狂わせ、お酒の量が増えたり、パ
チンコに過度にのめり込んだりしやすくなります。これらの問題は、その地域に暮らす人たち、誰しもが抱えるリ
スクです。RSNのホームページの「お問い合せ」
（http://rsn-sakura.jp/access/mail.html）にて、ご連絡下さい。
ご連絡の際には、メール文頭に「地震関連」と入れていただけると助かります。
私（代表）は、九州育ちで、温泉や火山は、少し足を延ばせばそこにある身近な娯楽場のような感覚で暮らしてき
ました。阿蘇山が煙を噴いても、桜島が噴煙を上げてもあまり、緊迫した気持ちになったことがありませんでし
た。今まで大丈夫なら、これからも大丈夫…人は自分に不都合な事実や不安を感じる事柄を軽視したり、無視した
りする特性を持っています。東日本大震災の時に感じ、自ら
薄れさせてしまった私の中にある不安や戸惑いを今一度思
い起こし、今できることを、できる限り真摯に取り組んでい
くしかないと思っています。被災者の皆様の生活が一日も
早く再建できることを、重ねてお祈りいたします。

RSN News
【活動報告】
（公財）日工組社会安全財団 第26回「パチ
ンコ依存問題研究会」
（2016/3/9）
2016年3月9日に第26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。投稿準備
中の論文（複数）の確認作業、今後の調査のデザイン検
討など、いつもながら夜遅くまで作業を行いました。今
後の開催は、5月11日、6月22日を予定。

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（2016/3/16）
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10回）を同社にて行い
ました。まだ、入社したばかりの新人を対象に、パチン
コの依存等について約2時間の研修を行いました。以
前に研修を受けたスタッフの一部が、研修指導の立場
で同席され、立場を変えて研修を受けていただくこと
ができました。大変良い教育のモデルだと感じました。

ぱちんこ依存の相談は
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第13回RSN通常理事会報告
（2016/3/30）
2016年3月30日（水）に遊技会館（東京）で第13回理
事会を開催しました。今回の理事会では決議事項はな
く、活動状況などの報告と意見交換を行いました。
次回は、9月に理事会・総会を開催する予定です。

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いたします。貴重なご
寄付をありがとうございました。

【全商協 RSN 支援室より（3 月）】
相談件数28件
（初回相談21件、
複数回2件、
間違い1件、
問合せ4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。
（2016/3/9・17）

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 3 月の電話相談のデータ報告
3月の相談件数は249件（沖縄RSN221件、全商協RSN支援室28件）で、前月より4件増加しました。例年、生活
環境の変化が多い春から初夏にかけて、若年者からの相談が増加する傾向があります。今月は家族からの相談
も増加しました。季節的な影響に加え、野球賭博問題に関連してマスメディアが「ギャンブル依存」を取り上げ
ることが多かったことも理由の一つとして挙げられます。テレビ番組などの影響か、
「依存症を治療したい」
「脳
の機能障害と説明していた」といった相談も多く、医療機関ではないRSNでは対応に苦慮しております。

2016 年 3 月 1 日～ 2016 年 3 月 31 日
相談件数 249 件（全商協 RSN 支援室 28 件含む）
2016 年 1 月 1 日～ 2016 年 3 月 31 日 2016 年累計 697 件 開設からの総件数
（2006 年 4 月～）18,468 件
① 相談回数

② コーラー関係性
家族・友人
n=221
（支援室除く） 52（28%）

間違い・無言・
問い合わせ
2（1%）

複数回
33（15%）

③ 性

n=186
（初回のみ）

本人

n=134（初回のみ）
男性
女性
107（80%） 27（20%）

家族・友人
男性
11（21%）

本人
134（72%）

初回
186（84%）

別

n=52（初回のみ）
女性
41（79%）

①相談回数…初回相談186件（84％、前月比＋14件）、複数回33件（15％、同－13件）、間違い・無言・問合せ2件（1
％、同－4件）でした。2月に増加した複数回相談は減少し、1月と同じ件数に戻りました。
②コーラー関係性…初回相談のうち、本人からの相談は134件（72％、前月比－11件）、家族・友人からの相談は
52件（28％、同＋25件）でした。家族・友人からの相談が前月比でほぼ倍増しています。
③性別…本人性別の内訳は男性107件（80％、前月比－6件）、女性27件（20％、同－5件）でした。家族・友人の性
別は、男性11件（21％、同＋2件）、女性41件（79％、同＋23件）でした。家族・友人の性別比は女性が増加し、男性
2:女性8の水準に戻りました。

④ コーラーの年齢

⑤ 紹介先
（初回のみ）
本人
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n=186（初回のみ 本人、家族・友人のみ）
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80

21

④コ ーラー年齢…本人では30代の減少（前月比－16
件）、家族・友人では50代の増加（同+8件）が目立ち
ました。
⑤紹介先…現在進行形の差し迫った問題はないが、今
後の不安を感じているご家族の方には、今できるこ
との提案や本人への接し方を学ぶ目的で、書籍「ギャ
ンブル依存との向きあい方」を紹介しております。
⑥経路…家族・友人のインターネット経由の相談が前
月比で20件増加しました。野球賭博問題に関連して
マスメディアが「ギャンブル依存」を取り上げること
が多かったことも理由の一つとして考えられます。

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～
先月の特集に引き続き、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、紹介します。2回目の後編は稲村厚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）で開催しています。
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」

「依存問題と債務整理・金銭管理」

～事例から支援者から家族・本人へのアプローチを考える～
稲村司法書士事務所

稲村 厚

多重債務とギャンブル
私は司法書士という職業を平成2年から25年やっています。ワンデーポートは15周年ですから、依存の問題に
関わるようになってから15年です。ギャンブルをやるにはお金が必要なので、多重債務とギャンブルには密接な
関係があります。ギャンブルの問題はある意味多重債務の支援をする人にとっては重要なファクターであり、こ
のことを理解しないといけないことは15年前から当然思っていましたが、厚生労働科学研究の研究班（以下、研
究班）に所属して、真剣に調査を始めたのはようやく最近になってからです。
ギャンブルの問題がある場合、ほとんどの司法書士や弁護士はお説教して終わりです。ちょっと気が利いた人
でも、自助グループに行きなさい、ギャンブル依存症を扱っている病院に行きなさい、というのがいいところで、
ギャンブルの問題について、きめの細かい相談対応はしません。先ほど高澤さんがギャンブルの問題は現象で、そ
の原因を見ないといけないと話されましたが、多重債務は最後に出る現象です。つまり「債務・借金」を現象とした
なら、
「ギャンブルの問題」は原因のひとつと考えられます。そのため、研究班で「多重債務とギャンブル」という
テーマで、多重債務者の中にギャンブラーがどのくらい存在するのかを調査をしました。
私の事務所の他に、相談機関と、もうひとつ別の事務所に依頼したのですが、私以外の所では、多重債務相談の
中にギャンブルの問題がある方は1割に満たず、案件が拾えませんでした。一方、私の事務所はギャンブルや買い
物が原因の案件が6割でした。そこで、私の事務所だけを対象に、100件をピックアップすることになりました。
2011年1月から2015年3月まで181件、多重債務案件を受任しましたが、そのうちの102件がギャンブルや買い
物関係でした。私はワンデーポートの理事長なので、当然ワンデーポートから頼まれる案件もありますが、これが
37件で、ギャンブルや買い物の問題のうち6割
ぐらいはワンデーポート以外から依頼されたと
家族に
過酷な
内緒
いう結果が出ています。我ながら、すごくやって
取立
過剰融資
いると思います。
先延ばし

多重債務の原因
ギャンブル問題が含まれてなくても、多重債
務の相談の経過は同じです。債務・借金は自然に
は生じません。何か原因があります。だから当た
り前なのですが、すべての債務の問題について、
しっかり原因まで聴きます。ワンデーポートに
感謝しているのは、依存の問題を知ったことに
よって、支援の仕方が変わったことです。生活や
家族の問題をしっかり聴きとります。ギャンブ

高金利
金

い物
ンブ

因
ア

多重債務の氷山

そ
発達障害
アディクション
統合失調症
見栄・プライド
人格障害
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ルだけが特別ではない、ギャンブルは原因の一つでしかないと思っています。
最近は、むしろギャンブルが原因と言ってくれた方がわかりやすいです。つまり、債務や借金の原因が全然わか
らない人がいるのです。いろいろ聴いて、お付き合いしてみても、どうして借金ができるのかがよくわからない。
そのような場合は、家計をしっかり見ながら、ピンチが来たら何らかの支援をしていくかたちで末永くお付き合
いをするしかないのかな、と感じています。
十数年前からワンデーポート主催で「家族セミナー」をやっていました。いろいろな家族がいらっしゃって、そ
れを一緒くたにやるので、担当している私や高澤さんが段々つらくなった時期がありました。時間軸では今はこ
の辺りとか、もしくは家族関係も親子とか夫婦とか、いろいろな家族がいるので、全部に当てはまる話ができませ
ん。そのもどかしさにつらくなってセミナーをやめ、個別相談に切り替えたという経緯があります。講師として呼
ばれる精神保健福祉センターでは、相変らず集団で行われている「家族教室」でお話しをしています。今日もそう
いうもどかしさを持ちながら、みなさんは今どの辺にいらっしゃるのかな、というのを想像しながら話している
ので、話が前後するかもしれませんが辛抱して聞いていただければと思います。

本人と家族の悪循環と介入の時期
借金の問題は、時間軸によって2つの区別があります。借金が見つかってどうしようかと悩んでいる時期と、と
りあえず借金をカバーしてギャンブルの問題、依存の問題も落ち着いて、また起こったらどうしようかと考えて
いる時期です。時間軸によって、みなさんに知っていただきたいことは違います。
借金の問題が今起こっているという方、もし
くはみなさんのご家族なり、クライアントさん
が適切な支援場所につながっていないという方
たちには、
「 本人と家族の悪循環」の話になりま
す。本人がギャンブルをやっているかどうか、
アルコールや薬物では、ご家族でもこの図のス
リップモードやお楽しみモードのときでも発見
できますが、ギャンブルだとあまりわからない
です。唯一わかるのが反省モードの場面で、突然
「話しがある」といって土下座して、
「 助けてく
れ」あるいは「借金ができて、返せない」とご家族
に話すということが生じます。

本人と家族の悪循環と介入の時期
家族のぬか喜び
し
「 ょ

家族の尻拭い
債務整理

「二度

だ

家族の不安の高まり

モ
ず

以前ギャンブルの問題が起こって尻拭いを
家族の介入
したご家族から、もしかしたら今もギャンブル
やっているかもしれないので引っ張ってでも病
院に行く、司法書士の私のところに連れて行きたいという相談があります。このような、本人に相談の意欲がない
状態の時期にお会いしても信頼関係を築けないことが多いです。無理して連れてきていただいても、本人が怒っ
てしまって相談にならないということも起こります。本人は一発勝負で逆転の可能性もあると思っているし、
困っていません。私が「何があったの？」と聞いても、本人から正直な話は聞けません。本人にとって私は「非常に
うっとうしいおじさん」で終わります。私が本人と会うのは、反省モードの時期にしようと思っています。
本人から助けを求めてくれたケースでは、本人も大変な状態なので、
「今は借金の肩代わりできないけれども、
まずはここに行ってごらん」とか、
「一緒に行きましょう」という家族からの働きかけが基本的に成功します。こ
のような時期に私がお会いできると、信頼関係が築けます。ご家族には、ご家族ご自身の状況を守りながら、反省
モードが来るまでじっくり準備をしてほしいのです。反省モードが来るまでの間に、ご家族はいろいろなところ
に相談をして、今、自分がどういう準備をしたらいいか、どういう接し方をすればいいかを勉強していただきたい
と思います。
古典的な依存症の家族セミナーは、基本的に本人を追い込む、例えば、本人が言うことを聞かなかったら玄関の
鍵を替えて家に入れるなとか、突き放しをしろというセミナーです。私も10年ぐらい前はそう言っていました。
それでもっとひどくなったという方もいらっしゃいます。間違いだったなと思います。共依存とか、イネイブリン
グとか、言葉だけが独り歩きしていますが、共依存ってよくよく考えてみたら当たり前です。本人を支えなかった
らもう家族ではない、家族だからこそ愛するわけですから、それを病気と言う方が問題だと思います。
ただし、特にお金の問題で今までとは違う方向にしたいときには、心を鬼にして「今はお金の支援はできないけ
れども、別の支援はしたいので一緒に相談に行ってほしい」というのが正しい方法です。
4

支援につなげた後どうするか
支援場所につなげるための話（反省モードが介
入の時期という話）は、過去のセミナーでも徹底
してきたと思いますが、つなげた後どうするか
の話が足りないと思います。本人のギャンブルの
問題なり、生活の弱さなりで、ご家族が描いてい
たものと違う将来像を描かざるを得ないという
ことがわかっても、あきらめきれないご家族は不
幸になると思います。あるがままの状態をみなさ
んが納得していただいて、重要なのは、本人が頑
張っていることを誉めてほしいということです。

生活のバランスから支援を考える

くらし
しごと

よ か

家族も本人も、余暇や生活をバランスよく生き
ること、毎日楽しく過ごしてほしいのです。現在、
ワンデーポートでは楽しく遊ぶことを一生懸命
やっていて、楽しく人生を送ることを学んでいま
す。社会に、あるいは家族のところに戻った時に、その姿を見て家族が「あなたは何も考えてないのね」と怒ってい
たら、本人は、またギャンブルに戻ります。ギャンブルはそんなに深刻な話ではないのです。人生のなかのつまず
きでしかないので、それはクリアできます。薬物とかアルコールより、よっぽどクリアしやすいし、自然に解決す
ることもよくあります。借金やギャンブルの問題は克服できるので、一定の状況になったらそこは、誉めてあげて
ほしいし、評価をしていただきたいと思います。

返済管理の支援からの気づき
先ほどのギャンブル等の依存100事例ですが、最近多いのは任意整理で分割払いする案件です。他の司法書士
と比べても、私のところは多いようです。返済金を管理する場合も多く、毎月数万円預かって分配したり、もしく
はボーナスからまとまったお金を預かって分割で返したりしています。本人には任せられないからということで
ご家族が代行すると、それがストレスになり恨みに変わることもあるので、ご家族のストレスを軽減する理由で
も、私たちが返済管理をしています。私も経験しましたが、銀行振込で何社も支払いするのは大変面倒です。
返済管理をしてよかったのは、本人の様子がわかることです。毎月の支払いが遅れると、先に状況を電話してく
れる方もいますが、電話をしても出ない方もいて、何かあったなと気づくわけです。早めのチェックなので、介入
も早めにできます。私は十何年この問題と向き合ってきて、問題が起きた人にいかに初期のうちに介入できるか
を考えていました。しかし、段々と、社会に戻った時に絶対問題が起きないようにするのではなく、いかに大きな
問題が起こらないようにするかが目標になってきました。
昔から「ギャンブル依存症だから、あそこの先生のところに行くと100%ギャンブルをやらなくなる、治る」と
いったイメージがあります。これは錯覚で、ギャンブルは物質によって体が反応するわけではないので、100%
ということはないです。私は80%いけばもう大合格で、70%ぐらいでもいいと思っています。よく「パチンコ
行ってしまいました」
「スリップしました」という相談を受けます。自助グループではやめていたことを再びやる
ことを「スリップ」という言葉で表現しますが、自助グループのやり方だと、一回スリップすると、一からやり直し
です。でも本当にやり直しかどうかは、
「どうしてパチンコに行ったのか」とか、
「どのぐらい使ったのか」とか、聞
かないととわかりません。実際に聞くと「最後の電車賃を残してやめました」と答えたりします。これは、自助グ
ループで言う「コントロール喪失」でなく、コントロールできているのではないかと思ったりします。
「何があった
の？」と聞くと、やっぱりそれなりの理由があるものです。

「人生支援」の視点
人生、山あり谷ありで、重要なのは、自分のピンチの時に相談できる支援者を持っているかです。例えばワン
デーポートを出た人達の強みは、なんだかんだいって人生のつまずきとか、悩みがあると施設長などに相談に行
く、そういう相談場所を持っています。我々や高澤さんのところでも、
「こんな相談していいでしょうか」といっ
て相談してくれます。もし、私たちがそのような時に「お前ギャンブルやったのか」というギャンブルだけしか見
ないような対応をしていれば、二度と相談に来ないでしょう。ご家族も、支援者もみんな、同じです。だから今、
「人
生支援」がワンデーポートをはじめ、私たちの勉強会のメンバーの合言葉になっています。その視点をもって行う
支援には時間がかかりますが、あまり失敗はありません。もちろん、うまくいかないケース、面談のタイミングを
誤って、巻き直しが難しくなったケースもありますが、90パーセント以上うまくいっていると思います。
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環境調整の重要性
環境にも原因があります。環境調整等ができる人はやっていきますが、夫婦関係で問題が多いのが、例えば妻の
実家の会社に勤務する男性。この状態は、つらいと思います。でも、妻に聞くと、
「会社の周囲でもすごく評価され
て本当にいい人です、よくやっています」とおっしゃいます。それは、そうせざるを得ないからで、傲慢なんてこと
は絶対言われないように過ごしていて、ありのままの自分ではいられないということです。女性の場合には、自営
の夫を手伝いながら家事、子育てをしている女性。これだけのことをいっぺんにやるのは並大抵ではありません。
それでパチンコに逃げて、パチンコに行ったことだけを責められるという状態が生じます。失敗が繰り返され、家
族に頭が上がらなくなって居場所がない。そういう環境に置かれたら、逆にギャンブル場しか居場所がないとい
う状態になります。

正義の問題ではない
よくご家族から「今の私、間違っていますか？」
と質問されます。もちろん、間違っていません。で
も、正しいとか間違っているとか判断することが
目的ではなく、どう乗り切るかを考えるのことが
求められているのだと思います。過去の出来事の
是非を判断して、私が正しかった、ということを決
めても解決しません。肝心なのは「これからどうす
るか」です。いいかえれば、何を許して、何を変える
かということだと思います。許すことが大事です。
結局、ご家族が最も重要な支援者なので、ご家族
が深く理解してくれる場合は、必ずうまくいきま
す。
「共依存」に結びつけないほうがいいです。本人
が支援につなげるまでの方法と、本人が支援につ
ながった後の対応は、分けて考えてほしいと思います。

正義の問題ではない
•
•
•
•
•

原因探しをしても解決しない
罰を与えても解決しない
どちらが正しいかを決めても解決しない
これからどうするか？
何を許し 何を変えるか？
何を許し、何を変えるか？
⇒本人を許し、自分を変えないと問題は終わらない
• 話し合いは、第三者を入れたほうがよい

まとめ
私が申し上げたいのは、借金の問題もきっかけでしかなく、本人とご家族がどのように借金の問題を考え、次に
何を対処すべきかということと、なぜこういうことが起こっているのかということを共有化することが一番大事
であるということです。みなさんが納得し、本人も家族も背伸びしない生き方を目指すことです。背伸びをしない
で生きる楽しさみたいなものがわかってくると、おそらく、ギャンブルなどのいわゆるプロセス依存と言われる
様々な問題は（摂食障害もそうだと思いますが）ほとんど解決できると、私は今、思っています。どうもありがとう
ございました。
稲村

厚（いなむら

あつし）

1959年生まれ。日本大学法学部卒業。南山大学人間文化研究科教育ファシリテーション専攻修了。司法書士。川崎市多
摩区にて開業。現在、認定NPO法人ワンデーポート理事長、NPO法人リカバリーサポート・ネットワーク理事ほか。主な著
作「ギャンブル依存との向き合い方」
（明石書店

共著）、
「新司法書士始末記」
（日本評論社、編共著）など。

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）』の概要をまとめお伝えしました。沖縄という地理的条件のなかで、勉強会に参加することは難
しいですが、今回は参加する機会に恵まれ勉強させていただきました。相手の表情を見ることのない電話相談で
は、限られた情報と時間のなかで、相談者の置かれている状況や背景問題を整理し対応しています。対面支援では
ないがゆえに時として現実感が乏しく、自分自身の対応に不安を感じることもしばしばあります。
紙面の都合上掲載できませんでしたが、稲村さんの講演では事例を交えながらお伝えいただきました。また、ご
家族の感想もセミナーの中で直接お聞きすることができました。実践の場を感じることができ、相談員としても非
常に有意義な研修となりました。ご家族、支援者のみなさまも次の機会があればぜひ参加してみてください。より
一層、理解が深まります。
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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
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」が完成しました。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データについても報告
しています。
電話事業報告書を希望される方は、RSN 098871-9671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
ても結構です（連絡先をお忘れなく！）

認定NPO法人ワンデーポート主催
（RSN共催）

平成28年度・個別相談事業のご案内

ギャンブルに問題のある人の回復支援を行ってい
る認定NPO法人ワンデーポート主催（RSN共催）の家
族に向けた個別相談のご案内です。
「パチンコ・スロッ
トがやめられない」
「スマホ・ゲームがやめられない」
「金銭管理が苦手」
「仕事が続かない」といったギャン
ブリング問題や生活の課題を持っている方の家族に
向けた無料個別相談を5月（毎週金曜日）より開始し
ます。相談料は無料、要予約。

平成28年度前期
京都府こころの健康セミナーのご案内
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・開催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28年5月20日（金）13:30 ～ 16：30
■アルコール依存症セミナー
平成28年7月29日（金）13:30 ～ 16：30
■薬物依存症セミナー
平成28年9月15日（金） 13:30 ～ 16：30
■摂食障害セミナー
平成28年6月24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

【問合せ先】認定NPO法人ワンデーポート
TEL045-303-2621
詳しくは http://www5f.biglobe.ne.jp/~onedayport/

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 7日

週刊アミューズメントジャパン 第527号～第530号

㈱アミューズメントプレスジャパン

3月 14日

日遊協 3月号

一般社団法人

3月 17日

娯楽産業

3月 22日

PCSAアクションレポート Voｌ.117

一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会

月間遊技経済 3月号 第1330号

㈱遊技経済

日本遊技通信 3月号 通巻1087号

㈲日遊通信

月刊アミューズメントジャパン 4月号No.211

㈱アミューズメントプレスジャパン

月間GreenBelt 4月号 Voｌ.602

㈱アド・サークル

遊技通信 4月号 No.1438

㈱遊技通信社

月間プレイグラフ

㈱プレイグラフ社

3月 23日

3月 28日

Voｌ.299

3月号 通巻622号

4月号 通巻624号

日本遊技関連事業協会

RSN紹介

☆

㈱娯楽産業協会

☆
☆
☆

※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

理事会も終わり、一安心しています。毎年この時期は忙しく慌ただしい日々がもう少し続きます。

銘苅

• 相談部

4月に入り沖縄県内のビーチでは一足早い海開きです。泳いでいる方は少ないようですが、もう夏です。

杉山
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情報掲示板
家族教室 / 相談
都道府県

名 称

日 程

時 間

主 催

問合せ先

宮崎県精神保健福祉センター

0985-27-5663

宮崎県

ギャンブル依存症者の
家族のつどい

毎月 第1火曜日

13:30 ～ 15:30

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

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

9:00 ～ 17:45

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

5月24日（火）

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
5月22日（日） 13:30 ～ 16:00
たちの勉強会（横浜勉強会）
浦和まはろ相談室
神奈川県 たちの勉強会in横浜
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108号 月刊 2016年4月21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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