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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。

動きの読めない台風に振り回されて狂ってしまった段取りや予定の修正と日々の業務に追われているうちに、
さすがの沖縄も夏が終わってしまいました。それでも10月になってもまだセミが鳴いているところは、さすがに
南国だと思います。先日、沖縄で30年以上生活しながら一度も行ったことが無かった西表島に行ってきました。
マングローブの生い茂る川面をカヤックで進んでいくと、群れになって木にとまっていた大きなクロサギ（白色
型なので真っ白！）たちが優雅に舞い上がる。ここはなんと時間がゆったり流れているのだろう。とても贅沢な旅
でした。娯楽には、お金も時間もかかります。多少の苦労や苦痛を伴うこともあります。それに見合う「何か」を得
られるかどうかは、わかりません。目に見える形では何も得られなかったとしても、その娯楽が終わった時に今
日、明日を生きるための元気が増している気がしたら、その娯楽はその人にとってとても価値があるものでしょ
う。日々の生活に追われていると、楽しみの幅は狭くなってし
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無料配布を開始しました！
パチンコの遊び方・安全度の自己診断アプリ

パーラー ジキル＆ハイド
RSNは、楽しく誰でも気軽に自分のパチンコ・パチ
スロの遊び方・安全度（のめり込み度）を自分でチェッ
クできるアプリの配布を開始しました。アプリは、
iPhone、Android(Ver.4.4以上)に対応します。アプ
リストアで「パーラージキル＆ハイド」で検索してく
ださい。誰でも無料でダウン
ロードできます。今後、修正
を加えながら、より良いアプ
リに改良していきます。
QRコード付きのアプリ広
告用のフライヤーやバナー
のデータ版も準備していま
す。ご 希 望 の か た はRSNに
メールにてご連絡下さい。

ぱちんこ依存の相談は

RSN第7回通常総会・第14回通常理事会
開催報告（2016/9/7）
2016年9月7日に遊技会館（東京都市ヶ谷）にて第7
回通常総会及び第14回通常理事会を開催しました。

大阪商業大学視察来所（2016/9/12）

大阪商業大学経済学部の木戸先生、奈良県立医科大
学の野田先生がRSNへ視察来所されました。RSNの
取り組みから、今後の依存問題の動向についての意見
交換をさせていただきました。

【全商協 RSN 支援室より（9 月）】
相談件数 22件
（初回相談14件、
複数回1件、
間違い2件、
無言2件、
問合せ3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。
（2016/9/21）

050-3541-6420

月～金 10時～ 16時（土日祝祭日除く）

※さくら通信は、「AJOSC」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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相談電話の向こうから（その23）
RSN では、本人からの相談だけに留まらず、家族・友人、会社の上司や同僚といった様々
な立場の方からの相談をお受けします。本人以外の立場の方からの相談は、情報量の乏しさ
に加え、憶測で判断してしまったり、感情的に捉えてしまったり、ケースの様子も様々です。
今回は、家族の立場の方からの相談を取り上げました。家族として何ができるか、どのような
介入が可能か、また、表面化した問題について家族がどのように捉えているのかお伝えします。
※なお、ここで紹介した事例は、個人が特定できないよう一部加工してあります。

今回のケース 「パチンコにのめり込む息子に困っている」
相談者:Ａさん50代 女性
（母親） 対象者：Ｂさん20代 男性（息子）
母親の立場から息子のことで相談してきたAさん。息子Bさんは、19歳時に精神科で統合
失調症の診断を受けたが、当初は服薬が守られず状態を悪くし入退院を繰り返していた。そ
の後、デイケアなどの社会資源を利用しながら通院を継続し、25歳頃からアルバイトを始
めた。職場は障害に理解があり、サポートを受けながら現在までアルバイトを継続している。
しかし、お金を計画的に使うことができず、給料をもらうとパチンコに使ってしまう。負けが
続くと気分がひどく落ち込み、仕事を休むこともある。そのうち仕事を解雇されるのではな
いかと、母親Aさんは心配している。
1年程前から息子Ｂさんは、お金を使いきってしまうと、母親や祖母に大声で暴言を吐きながら、助けを求める
ようになった。息子Bさんは現在、祖母と2人で生活しており、祖母は暴言を吐かれると少額のお金を渡してその
場を収めている。祖母にお金がないときは、実家に戻ってきて母親Aさんに詰めよって暴言を吐く。これまでのと
ころ、借金の問題は起きていない。母親Aさんは、ギャンブル依存の家族の会に参加したこともある。そこでは「共
依存」と言われ、息子Bさんから離れるよう提案されたが、よく理解できなかった。そのため、家族としてどのよう
に接すれば良いか、またパチンコをやめさせることはできるのか知りたいと、相談に繋がった。

相談者（母親Aさん）は、今起きている問題をどのように捉えているのか？
相談者の母親Aさんは、息子Bさんの行動に翻弄され、目の前で起きる問題に対して困惑し、
疲弊している様子でした。母親Aさんは問題改善に向けた取り組みとして、主治医をはじめと
した医療機関や公的相談機関の利用と、様々な試みをしてきたようです。
相談機関からは、統合失調症という診断があることから主治医に相談するよう提案され、
具体的なアドバイスはありませんでした。相談機関の提案に従って相談した主治医からは、
「家族が勉強すべきだ」と家族の相互援助グループであるギャマノンを紹介され、参加を促さ
れました。主治医の紹介で参加したギャマノンでは、
「子どもが自立できていない。本人に自
立と問題意識を持ってもらうためにも、離れなさい（突き放しなさい）」とアドバイスされ、また「本人は甘えている
だけで、今の状態は『共依存』という状態。このままでは、より問題が深刻化する」とも言われました。統合失調症を
抱える息子Ｂさんには、予測できない行動や病状によって気分の変化があるので、母親Aさんは突き放すというこ
とには抵抗がありました。医療機関、公的相談機関、ギャマノンを利用しましたが、それぞれの機関がそれぞれ違う
視点と提案を行ったことで、母親Aさんは混乱しているようでした。
母親Aさんは、息子Bさんの暴言や暴力的な行動は、パチンコが原因で起きていると解釈していました。さらに、
パチンコをやめられない原因、家族の言うことを聞かない原因は、統合失調症の症状であると考えていました。母
親Aさんは、
「ギャンブル依存」と「統合失調症」が重複して、問題がこじれ、大変になっている、しかし、パチンコさえ
やめる
（やめさせる）ことができれば、金銭問題、暴力、仕事、家族との関わりといった問題は改善するはずであり、
最優先すべきは、息子Bさんのパチンコを一刻も早くやめさせることだ、と考えていました。
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相談員はどのように捉えたか
母親Aさんが話した内容は、ほとんど息子Bさんとパチンコとの関係、そして「パチンコに
よって起きている問題」についてでした。そのため相談員は、パチンコのことを一旦棚上げ
してもらい、問題が起き始めた前後の状況を聴かせてもらうことにしました。そこで、いく
つかの事実がわかってきました。
まず、Bさんの両親との折り合いの悪さは、統合失調症の発症やパチンコの問題が起きる
前からあったことがわかりました。実家を離れ祖母と一緒に暮らしているのは、パチンコの
問題とは直接関係ありませんでした。また、母親Aさんへの暴言はパチンコを始める前から
あり、パチンコは暴言を悪化させていても、原因ではないようです。聞き取った印象では、母親Aさんの対応が暴
言を誘発している面もあると感じました。祖母は、AさんとBさんの揉め事に巻き込まれ、暴言の被害に遭ってい
るだけでなく、共依存の責任者の一人にされてしまったようです。
Bさんがパチンコを始めた時期が通院を始めた時期と重なっていたこともわかりました。統合失調症の発症や
顕在化が、遊技を始めるきっかけとなったのかもしれません。統合失調症と診断される人の中には、統合失調症の
症状である幻聴や幻覚の緩和にパチンコを利用する人もいます。統合失調症では、発症の前から徐々に対人関係
が上手く取れなくなり、周囲に取り残される不安や苛立ちに苦しむ人もいます。Bさんの統合失調症の発症やそ
の後の病気との付き合い方での課題が、現在のBさんの生活の問題に影響を与えているように思えました。
金銭管理の問題は、元々の金銭管理能力や10代での統合失調症の発症による生活技能の障害が影響している
ようです。現在のBさんは身の周りのことはある程度出来ますが、金銭管理は苦手で、生活の自立は難しいように
感じました。パチンコによって金銭管理能力の課題が顕在化してはいますが、金銭管理能力の課題はパチンコを
やめてもなくなりません。
仕事については、パチンコに負けると仕事を休むことが起きています。仕事が面白くない、仕事上でのストレス
が溜まる⇒パチンコで気晴らしをする⇒負ける⇒さらにストレスが溜まり、気分が落ち込むという悪循環が起き
ています。パチンコが悪循環の形成に良くない影響を与えていますが、根底にはBさんが抱えるストレス耐性や
ストレス対処技能の課題があると考えられます。この課題も、パチンコをやめても残るものです。
Bさんには、元来の社会生活技能の課題、統合失調症の一次的および二次的な障害、現在の環境・状況のストレ
ス、パチンコによって新たに生じた問題、パチンコが既存問題に与える影響など支援が必要な多くの課題や問題
があります。問題を解決していく手助けをするには、多面的な評価と理解が必要です。
残念がら、母親Aさんは様々な機関から受けたアドバイスによって、Bさんの抱える課題や問題への理解が深
まることなく、むしろ見えなくなり、混乱してしまっています。家族は、目の前にパチンコの問題があると、パチン
コの問題に目を奪われ「どうしたらパチンコをやめさせられるか？」と、視野が狭くなる傾向があります。そのた
め、本人の行動を監視したり、先回りして問題がこれ以上深刻にならないように奔走したりしがちです。しかし、
家族が必死になればなるほど逆に問題がこじれ、伝わらない思いに家族自身が苛立ち、本人（問題当事者）との関
係が悪化することもあります。専門家のステレオタイプなアドバイスが、家族を追い込んでいることも多いよう
に感じます。
母親Aさんには、パチンコをすべての原因と思いこまず、共依存や突き放しといった激しい言葉から離れ、若く
発症し大人になるスキルも十分に準備できていない病気の息子の成長をこれからどのように関わり、見守るかを
応援してくれる支援者と出会うことの必要性を説明しました。暴力的な行動に対しては祖母の安全を確保するた
めにも警察に介入してもらうよう提案しましたが、すでに参加した経験がある統合失調症の家族会を再び利用し
てみることや、生活技能の課題を評価してもらい援助機関で改めて支援計画をもらうことから始めてみてはと提
案しました。母親Aさんの混乱の原因は、息子Bさんのパチンコよりも、援助者の視野の狭さにあるように思えた
事例でした。

■お奨め書籍（新刊） 家族にも援助職者にも読んで欲しい！■

『ギャンブル依存と生きる』
（著）稲村 厚

司法書士としてギャンブリング問題を持つ人たちの問題解決支援に携わってこられた稲村厚さ
んの新刊。本書では、皆さんの疑問について質問形式でわかりやすく解説されています。今回のよ
うなケースに対してもどのように考え、どのように対処すべきか、大変参考になる解説が載せられ
ています。RSN一押しです。ぜひ、ご購入下さい！
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ホールの方にこそ知ってほしい
ム

コラ

パチンコホールという「居場所」
「シェルター」として

パチンコホールはなぜ、多くの人たちを惹きつけることがで
きるのでしょうか。
パチンコに対する社会的な批判には根強いものがあり、参加
人口の減少には歯止めがかからない状況です。それでも施設型
の趣味・娯楽として、最大の参加人口を維持しています。
パチンコホールとのつきあい方は人によりさまざまです。こ
れまでに負けた金額を取り戻そうと熱くなる人もいれば、時間
潰しと割り切って使い、金額を低く抑えることができる人もい
ます。また、パチンコホール以外に行く場所がない、パチンコを
打つ以外に時間の使い方がわからない、という人たちがいます。
このコラムでは、電話相談で出会ったパチンコホールを「居場所」として必要とする人たちに焦点を当て、パチ
ンコホールという場所が持つ多様な役割と可能性を考えてみたいと思います。

Ａさんは４０代の女性。１８歳でパチンコを知り、すぐに多重債務の状態に陥りました。いったん自己破産し
て債務整理を行いましたが、現在ふたたび借金が膨らんでいます。月に一度、給与が入るとパチンコホールに行
き、大きな勝負をします。勝つことができれば、それを資金にまたパチンコへ。負けても借金して、パチンコホー
ル通いを続けています。彼女は人生の半分以上にわたって、使えるお金のほとんどをパチンコへと注ぎ込んで
きました。
「借金の返済が終わらない」と、電話口のＡさんは嘆きます。返済よりパチンコを優先させているので
すから、当然といえば当然です。Ａさんはこれまでの経験から、パチンコが借金を返済する手段とはならず、お
金は増えないことに気づいています。ではなぜ彼女は、負けても、借金が膨らんでも、パチンコホールへと通い
つづけるのでしょうか。
パチンコをやめることができない理由として相談者がよく口にするのが、
「自分は依存症になっているのだ」
という『自己診断』です。パチンコが持つ強い中毒性により自分の脳はコントロールされ、すでに依存症になっ
ている、と言うのです。Ａさんも相談の冒頭、依存症を治療する方法を相談員にたずねました。
会話を積み重ねて相談員は、Ａさんの「背景」となっている個人史と、逃げ場所を求めざるを得ないと思われ
るような現在の家庭環境を聞き出していきます。彼女は幼少期に親から虐待を受けた経験を持ち、１８歳の時
に家を飛び出し風俗の世界に飛び込みました。この時、パチンコにも出会っています。そして現在、家庭内で夫
からのＤＶ被害を受けているようでした。パチンコへののめり込みよりも、また借金といった金銭問題よりも、
ＤＶについての問題解決を優先すべきではないか。そのように相談員は判断し、アドバイスしました。給料をも
らってもすぐパチンコで失ってしまい、借金すらしてしまう自分が悪い。だから夫に暴力を振るわれるのも仕
方がない。Ａさんはそのように考えているようでした。ですが、理由が何であ
れ、暴力は絶対に許されない深刻な問題です。
Ａさんにとってパチンコホールは、暴力の恐怖を感じる家庭から逃げ出
し、ひとりになることのできる「シェルター（隠れ家）」として機能していたの
です。彼女はパチンコに「楽しさ」を感じてはいない、と言います。ただ勝って
いればパチンコホールに居つづけることができるため、また少しでも積み重
なった借金を返すことができるために、勝ちを求めていました。最近負け続
けたことが、電話相談のきっかけとなったようです。ですが、パチンコホール
のほかに「居場所」を見つけることができず、とりあえず家庭からの脱出先と
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なっていることから、彼女はパチンコ通いを続けているのだと推測されました。
パチンコが持つ遊技としての楽しさを否定するつもりはありません。とはいえ、
「やめたいのにやめられない」
と電話相談する人たちの多くは、パチンコが持つ魅力に惹かれてというよりも、自覚していない場合も含め、パ
チンコホールを「居場所」として必要としています。Ａさんは、
「依存症」を心配し、また負けが重なって借金が膨
らんだため電話相談する事態に至りました。この電話相談がなければ、彼女が抱えていた家庭内ＤＶの問題は、
誰にも気づかれることはなかった可能性があります。
パチンコホールを「居場所」として必要としている人たちにとって、唯一パチンコホールだけが社会との接点
となっているかもしれません。そのような人たちが、もしも借金の問題で、あるいは家庭内で深刻な問題を抱え
ているとしたら。いまパチンコホールができることのひとつは、来店者が静かに発する「ＳＯＳ」に気づき、手を
差し伸べることではないでしょうか。

インタビュー

教えて、相談員さん！

（第１回／全３回）

RSN で電話相談に対応している相談員は、日々の電話相談でどのように回答しているのでしょ
うか。また、電話相談のどのようなことにやりがいを感じ、何に苦労しているのでしょうか。
今回より３回にわたって相談員へのインタビューからその『実像』に迫ります。

第１回 「相談電話にどのように回答しているの？」
聞き手： まず初めに、電話相談で気をつけているこ
とはありますか。

題を整理するだけでいったん話を終えることもあり
ますが、そのような時には次につなげるようにしてい
ます。

相談員： 私自身の個人的な価値観で判断しないこ
と、またその価値観を押しつけない、ということです。 聞き手： 本ニューズレターの読者には主に、パチン
相談者の世界観に寄り添いながら、問題解決の糸口を コ業界の関係者と依存問題をはじめとする福祉関係
さがすお手伝いを心がけています。
者がいらっしゃいます。
聞き手： 次に、かなり乱暴な質問となりますが、率直
にお訊ねします。なぜ、パチンコへののめり込み（依
存）が問題となり、電話相談へと至るのでしょうか。

相談員： パチンコ業界の皆さんはいま、それぞれの
立場でできることを、諸策手を尽くしておられると思
います。私たちの経験から福祉関係の地域相談員の
相談員： それは、相談員としてずっと考えているこ 方々にお伝えしたいのは、表面化したパチンコへの依
とであり、この先も考えていくであろう重要な命題で 存問題だけに焦点を当てるのではなく、相談者の生活
す。きっかけは相談者が、たまたま出会ったパチンコ であったり社会的背景であったりと、相談者を幅広い
に、たまたま親和性があったということでしょう。の 視点で見て向かい合ってほしいということです。電話
めり込んでいくうちに、お金や時間、仕事、人間関係な 相談では、何か別の大きな問題があって、パチンコへ
ど、生活上のいろいろな大切な物事を手放していき、 ののめり込みとして問題化するというケースによく
問題が深刻化しています。
「 なぜパチンコにのめり込 出会います。
むのか」を相談者と一緒に考えていくことによって、 聞き手： 電話相談のストレスも大きいと思います。
問題解決への方法を話し合っています。

聞き手： １回の電話相談を終える際には、どのよう
に判断しているのでしょうか。

相談員： 私たちの間ではいま、ボルダリングがブー
ムとなっています。また、週末のプライベートを充実
させるよう心がけています。

相談員： 私たちとの対話のなかで相談者が「納得し
た」という内容の言葉を投げかけてきた時点です。問
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2016 年 9 月の電話相談のデータ報告
9月の相談件数は210件（沖縄RSN188件、全商協RSN支援室22件）で、前月より29件増加しました。例年の季節
変動として秋口にかけて相談が増加する傾向にあることと、複数回相談の件数が戻りつつあることが、前月からの
増加の理由として挙げられます。前年同月と比較すると、1月から8月までは月平均で約40件の減少でしたが、9
月は11件の減少に収まり、減少傾向が一段落しました。件数の増減には様々な要因があり単純な評価はできませ
んが、相談者から
「客離れが進んでいる」という声をよくお聞きすることもあり、遊技参加人口の減少との関連が気
になります。

2016 年 9 月 1 日～ 2016 年 9 月 30 日
相談件数 210 件（全商協 RSN 支援室件含む）
2016 年 1 月 1 日～ 2016 年 9 月 30 日 2016 年累計 1,959 件 開設からの総件数
（2006 年 4 月～）19,730 件
① 相談回数

n=158
（初回のみ）

n=188
家族・友人
（支援室除く） 32（20%）

間違い・無言・
問い合わせ
4（2%）

複数回
26（14%）

③ 性

② コーラー関係性

n=126（初回のみ）
男性
女性
96（76%） 30（24%）

家族・友人
男性
8（25%）

本人
126（80%）

初回
158（84%）

本人

別

n=32（初回のみ）
女性
24（75%）

①相談回数…初回相談158件（84％、前月比＋19件）、複数回26件（14％、同＋9件）、間違い・無言・問合せ4件（2
％、同－3件）でした。前月減少した複数回の件数が今年4月の水準まで戻り、初回相談も増加しました。
②コーラー関係性…初回相談のうち、本人からの相談は126件（80％、前月比＋19件）、家族・友人からの相談は
32件（20％、同＋1件）でした。初回相談の相談件数の増加分は、本人からの増加で占められました。
③性別…本人性別の内訳は男性96件（76％、前月比＋12件）、女性30件（24％、同＋7件）でした。家族・友人の性
別は、男性8件（25％、同－1件）、女性24件（75％、同＋2件）でした。

④ コーラーの年齢

⑤ 紹介先
（初回のみ）
本人
n=126
家族・友人 n=32

36

33

31

精神保健福祉センター

2 1

10

30

40

医療機関（主治医戻し含む）

11
6

4

4

20

12

5

50

60

70

80（代）

法テラス 1
11
書籍
7
2
その他
紹介先なし

⑥ 経

本

人

家族・友人

合計

ホール内ポスター

59

2

61

インターネット

43

24

67

1

0

1

ホール貼付ステッカー

3

0

3

ホール配付ティッシュ

11

1

12

その他

0

4

4

不明・拒否

9

1

10

126

32

158

雑誌

6

本人
家族・友人
3
34

1

6
62

12

路
n=158（初回のみ 本人、家族・友人のみ）

総計

4
15

ギャンブラーズ・アノニマス

1

（初回のみ 複数回答）

9

福祉事務所 1
4
2
保健所
ワンデーポート

12

12

④コ ーラー年齢…本人相談は、30代が前月より12件
増加し、最も多い件数の年代となりました。30代の
件数が20代を上回ったのは、昨年の8月以来です。
⑤紹介先…具体的な行動に移せるかどうかが問題改善
の鍵になりますが、ひとりでは行動に移すことがで
きない方には、身近に相談できる方や一緒に取り組
む方がいるかどうかをお聞きします。
⑥経路…本人からの相談では、インターネット経由の
相談が前月比で11件増加しました。ホール配付ティ
ッシュ経由の本人からの相談は11件でした。

今月のトピック＆インフォメーション
RSN、
ワンデーポート共催

『ギャンブリング（ギャンブル依存）
問題を考えるセミナー』
～依存、弱さ、障害を抱える人の遊びについて～
2016年11月5日（土）岩手県盛岡市（プラザおでっ
て ）、11月6日（ 日 ）宮 城 県 仙 台 市（PARM-CITY131
ANNEX）にて認定NPO法人ワンデーポートと共催で
「ギャンブリング（ギャンブル依存）問題を考えるセミ
ナー」を開催します。このセミナーでは、
「遊び」をキー
ワードにギャンブリングに依存したり、生活を組み立
てることが困難な方への支援について考えます。
11月5日（岩手）、11月6日（宮城）、いずれも、
【申し込み先】TEL 045-303-2621（ワンデーポート）

◐ 盛岡セミナー

『ギャンブル依存と生きる』

～家族、支援者といきづらさを乗り越えるために～
稲村

厚（著） 彩流社（定価1,800円＋税）

RSN理事でもある司法書士の稲村厚氏が執筆した
書籍『ギャンブル依存と生きる』が、彩流社より出版さ
れました。表面化した問題の背景に隠れている個々の
特性や弱さに視点を当て、本人の生きづらさと向き合
い、柔軟に粘り強く支える支援について書かれた書籍
です。問題を抱える本人、家族の方から依存問題に携
わる方までぜひご一読を。おすすめです。

対象：支援者・一般

【日時】2016年11月5日（土）13：30 ～ 16:30
【場所】プラザおでって（3F大会議室）
岩手県盛岡市中ノ橋通1-1-10
【参加費】無料

◐ 仙台セミナー

おすすめ書籍の紹介

対象：支援者のみ

【日時】2016年11月6日（日）13：00 ～ 16:00
【場所】PARM-CITY131 ANNEX（3F多目的ホール）
宮城県仙台市青葉区一番町3-5-1
【参加費】無料

事務所だより
9月 か ら 加 わ っ た ス
タッフ平田の歓迎会を
RSN恒例の昼ランチで健
康的に開催しました。大阪
から沖縄に生活の場を移
し、終わらない夏を満喫中です。大阪出身ですが、タイ
ガースファンではないとのことです！

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
9月 2日

品名（書籍名）

寄贈いただいた企業・団体名

遊報 8月号 No.303

全日本遊技事業協同組合連合会

PTB Ｑuarterly Report June,2016 Voｌ.20

一般社団法人パチンコ・トラスティ・ボード

娯楽産業 9月号 通巻628号

㈱娯楽産業協会

週刊アミューズメントジャパン 第552号～第555号

㈱アミューズメントプレスジャパン

遊技ジャーナル 9月号No.857

㈱遊技遊技ジャーナル社

9月 9日

SEQUENCE 9月号 通巻304号

㈱シークエンス

9月12日

日遊協 9月号 Voｌ.305

一般社団法人

PCSAアクションレポート Voｌ.123

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 9月号 通巻1093号

㈲日遊通信

プレミアムリーチ完全攻略DVD 11月号 第5巻

㈱ガイドワークス

月刊GreenBelt 10月号 Voｌ.608

㈱アド・サークル

月刊遊技経済 9月号 第1336号

㈱遊技経済

月刊アミューズメントジャパン 10月号No.217

㈱アミューズメントプレスジャパン

月刊プレイグラフ 10月号 通巻630号

㈱プレイグラフ社

9月 5日
9月 6日

9月20日
9月23日
9月27日
9月30日

RSN紹介

☆
☆

日本遊技関連事業協会

遊技日本 10月号 通巻668号

㈱近畿出版社

遊技通信 10月号 通巻1444号

㈱遊技通信社

パチンコ・パチスロ産業関連データ

一般社団法人 パチンコ・トラスティー・ボード

☆
☆
☆
☆
☆
☆

※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16 ヵ所からニューズレターをいただきました。

各部署からのヒトコト報告
• 総務部

最近は事務仕事だけではなく、プリンターのメンテナンスも行っております。

銘苅

• 相談部

バタバタと流れる時間に身を任せていたらもう10月…あぁ～またひとつ歳を取ってしまった。

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

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

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

依存症家族教室

毎月第1・3火曜日

要確認

熊本市こころの健康センター

096-362-8100

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

ギャンブル依存症
家族教室

11月8日（火）

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

京都府

ギャンブル依存セミナー 11月25日（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1火曜日

14:00 ～ 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14日（月）

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
熊本県

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
13:30 ～ 16:30 京都府精神保健福祉総合センター

075-641-1810

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

11月24日（木）

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19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）

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114号 月刊 2016年10月20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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