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ぱちんこ依存問題相談機関からのメッセージ

115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。

日頃よりご支援いただいている皆さま
私どもの活動への皆さまの日頃よりのご支援に対し感謝申し上げます。大変申し訳ないのですが、経費削減・ス
タッフの作業負担軽減のために次年より御年始の挨拶は年賀状の送付を止め、さくら通信の紙面上にて行うこと
とさせていただきます。10年の歳月でたくさんの方と出会い、多くの指導をいただくことができ大変有難く思っ
ております。出会いが多くなることは喜ばしい反面、ニューズレター等の作成・発送作業の業務負担の増加が生
じ、経費のみならずスタッフの負担も増えることになっております。このような状況を考慮したうえでの選択で
あることをご理解いただければ幸いです。
4ページ版で出すことが多くなっていた本通信をできるだけ
8ページ版で出そうと、前号から記事の記載順や内容の見直し
に着手しています。今号では、ＲＳＮ初となる出張取材を行い、
セントラル カンパニー代表取締役社長の力武一郎さんからＲ
ＳＮの10年の活動がどのように見えているかについてお話を
伺いました。こんな内容を取り上げて欲しいなど、ご意見・ご要
望があれば、是非ご連絡下さい。
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RSN News
【お知らせ】
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＆ハイド告知用フライヤー完成
ＲＳＮが作成した、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）をチェッ
ク で き る ア プ リ『PARLOR JEKYLL ＆ HYDE』のQR
コード付フライヤーとバナーが完成しました。ＲＳ
Ｎのホームページから入手が可能です。また、アプリ
についてのダウンロードの方
法やリンクについてのお問い
合わせはメールにてお願い致
し ま す。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。どなたでも無料で
ダウンロードできます。宣伝よ
ろしくお願いします！

ぱちんこ依存の相談は

【活動報告】
（公財）日工組社会安全研究財団31回「パチ
ンコ依存問題研究会」
（2016/10/5）
2016年10月5日に第31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。

第27回日本嗜癖行動学会京都大会参加
（2016/10/22・23）
2016年10月22・23日に開催された第27回日本嗜癖
行動学会（京都市伏見区）において、10月23日に西村
代表がＮＰＯ法人ワンデーポート中村努さんとともに
シンポジストを務めました。

【全商協 RSN 支援室より（10 月）】
相談件数 16件
（初回相談11件、
複数回0件、
間違い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。
（2016/10/5）

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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株式会社 セントラル カンパニー

代表取締役社長

力武一郎氏

パチンコ業界とＲＳＮ
これまでの10年、これからの10年

大分県などでパチンコホールを運営する株式会社 セントラル カンパニー代表取締役社長の力武一郎
氏は、リカバリーサポート・ネットワーク（ＲＳＮ）の活動に、設立の段階から関わってこられました。いわば
ＲＳＮ「生みの親」のお一人であると言っていいでしょう。
ＲＳＮが活動を開始したのは2006年。活動を開始してから10年が経過しました。2006年はちょうど、パ
チスロが4号機から5号機に切り替わる時期でした。5号機への転換によるパチスロの退潮後には、ＭＡＸタ
イプと呼ばれる大当たり確率の低いパチンコが、パチンコホールの稼働を牽引するようになりました。2006
年当時でも、参加人口の右肩下がりはすでに始まっていましたが、それから10年以上にわたって業界の売上
も縮小し続けました。パチンコホールに残ったファンのヘビーユーザー化と、一人あたりの投資額の上昇が
指摘されるようになり、この10年はまさに依存（のめり込み）問題相談機関としてのＲＳＮが必要とされる時
期となりました。
昨年からのいわゆる「遊技くぎ問題」を契機に、現行のＭＡＸタイプはすべて、2016年の年末までにパチン
コホールから撤去回収することが決まっています。また、ＲＳＮが活動を始めた頃から増えていった低貸玉
コーナーは、パチンコホール内での設置シェアと遊技客数を一貫して伸ばし続け、最近では低貸玉コーナー
にしか遊技客がいないというパチンコホールも増えています。さらに、特定の日を「イベント」実施日として
指定して射幸心を煽る広告宣伝への規制も本格化しました。
「ファンのヘビーユーザー化の進行」という問題
は依然として残っているものの、パチンコホールのギャンブル性は以前と比べて明らかに減少しつつあり、
パチンコ業界は次の転換期にさしかかっているように思われます。今は、これまでにも増してパチンコホー
ルの存在意義が厳しく問われる時期にあると言えるでしょう。
力武氏は、ＲＳＮが活動を積み重ねてきたこれまでの10年をどのように見ているのでしょうか。またこれ
からのパチンコホールの役割、そしてＲＳＮの役割をどのように見据えているのでしょうか。10月20日に
大分県津久見市にあるセントラル カンパニー運営のパチンコホール『セントラルパーク津久見店』をお訪
ねして、お話をうかがいました。

ＲＳＮの活動開始から10年を経て
聞き手： ＲＳＮが2006年に活動を開始してからすでに10年が経過し、活
動は11年目に入っています。
「生みの親」のお一人としてＲＳＮを見てこら
れて、どのように感じていますか。
力武氏： 依存（のめり込み）問題相談機関としてのＲＳＮが、パチンコ業
界を「守っている」と捉えています。ＲＳＮができてから、報道でパチンコ
に対するネガティブな記事が少なくなりました。日本へのカジノ導入につ
いての議論が活発になった際、パチンコへの依存（のめり込み）問題にさ
まざまな角度から注目が集まりましたが、ＲＳＮの活動実績があったため
に、パチンコ業界は依存（のめり込み）問題に真摯に向き合っているという
評価を得ることができたのではないでしょうか。
低貸玉の登場によってパチンコホールの風景が一変したことによる影
響も大きかったのだと思います。低貸玉の登場する以前のパチンコホール
力武一郎氏
は、
「勝つ」ということだけが求められているような雰囲気でした。ですが
低貸玉が登場しパチンコホールから、ただ「勝ちたい」という人は減りまし
た。パチンコホールに来る目的が、
「勝つ」ことだけでなく、
「人に会いに来る」、
「空間を共有しコミュニティを形
成する」など、多様になってきました。特にここ津久見市では、少子高齢化にともなって高齢化率が増加していま
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す。独居率が高く、酒類の販売量も多いと聞いていま
す。多くのお客様が、家に一人で居ても寂しいから来
店されているのですね。この『津久見店』では特に、温
かいフレンドリーな接客を心掛けています。また、寿
命よりも貯金が先に尽きてしまうような打ち方をさ
れないよう、お客様とのコミュニケーションを多く
とるようにと、スタッフには話しています。
パチンコへの依存（のめり込み）の問題は、生き方
の問題と直結しているのではないでしょうか。ＲＳ
Ｎに相談される方は、生き方に悩んでいるのです。夢

大分県津久見市 『セントラルパーク津久見店』
中になれるものがパチンコしか見つからなかった
り、居場所をパチンコホールにしか見つけることが
できなかったり。どのように社会と関わっていけばいいのか、どのように社会と調和すればいいのか、どのよう
に自立すればいいのか。電話相談からは、そのような人間の普遍的な悩みが見えてくるように思えます。

パチンコ業界の未来のために
聞き手： パチンコ業界の縮小が止まりません。これからのパチンコホールは、そしてＲＳＮは、どのような役割
を果たすことができるとお考えですか。
力武氏： これまで約30年間、直接パチンコホールと関わってきましたが、やはりパチンコは日本社会に必要な
ものだという思いを強くしています。パチンコホールはさまざまな個性を持つ人たちが集まる場所となってお
り、なかにはパチンコやパチンコホールに喜びや居場所を見出している人たちもいます。パチンコホールが町か
ら１軒も無くなってしまってから顕在化する問題があるかもしれません。パチンコホールで働くスタッフは皆、
気づいているのだと思うのですが、パチンコホールは人と人がつながる場所になっています。
10年前にＲＳＮの設立に関わったのは、パチンコホールでふと、
「ちょっとおかしなことになっているな」と
思ったからです。当時は、駐車場の車に闇金のステッカーが挿まれ、目を血走らせて遊技するお客様の姿があり
ました。業界が依存（のめり込み）の問題を身近に感じてこれに取り組むためには、経営方針を決定する経営者自
身が現場であるパチンコホールに身を置くべきだと思っています。川上である遊技機メーカーも、川下のエンド
ユーザーから遠く離れ過ぎて、パチンコ本来の「おもしろさ」を見失っているようです。パチンコ業界が悪くなっ
ているのだとしたら、パチンコホールもメーカーも、現場でお客様を直接目にすることが少なくなったことが原
因でしょう。
パチンコ業界は、遊技機メーカーもパチンコホールも、
「パチンコの楽しさ」とは何だったのか、もう一度考え
直す時期にきています。参加人口を再び増加させるために、10年以上の相談実績を蓄積したＲＳＮが、依存（の
めり込み）の問題を踏まえたうえで、遊技機はどうあるべきか、業界に提言してもいい時期に至ったのではない
でしょうか。
パチンコホールは、生きづらさや問題を抱えている人たちがほっと一息つけるような場所であり続けてほし
いと願っています。問題を抱える人たちにとっての社会との関わりの入口となるように、またいろんな人たちが
共生する社会の実現に貢献できるように、パチンコホールが社会のなかでの役割を拡大する時期に来ています。
ただそのためにはパチンコが、お客様の投資に見合う、コストパフォーマンスのいいものになっていく必要があ
るでしょう。1円の価値を高める、ということです。ＲＳＮには、パチンコと出会ったことによって生きづらさ
を感じてしまった人たちに寄り添い、あるいはパチンコホールにしか居場所を見出せていない人たちをまった
く違った世界につなげるような役割を期待したいと思います。

りきたけ・いちろう
株式会社 セントラル カンパニー代表取締役社長。1963年生まれ。1986
年日本大学法学部卒業。同年、株式会社大分セントラル入社。2001年より現
職。ぱちんこ依存問題相談機関リカバリーサポート・ネットワークの立ち上げ
に関わる。今年5月、大分県遊協の理事長に就任。
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こんな相談がありました②
～スロットをやめようか揺れ動く相談者～
相談者 ： Ａさん

40代

女性（本人）

相談者のＡさんは、20歳の頃からスロットをはじめました。当時、お付き合いをしていた彼氏
に連れていってもらったのがスロットとの出会いでした。遊技歴は20年を超えます。これまでの
人生を振り返ると、スロットを遊技してきたことで嫌な思いやつらい体験をしてきました。身近
な人たちは心配して、スロットをやめるよう気にかけてくれましたが、そんな家族や友人に対し
て嘘をついてまでスロットに没頭してきました。お金欲しさに給料が良い夜の仕事をしていた時
期もあります。借金による金銭問題は深刻で、返済することが困難になり、弁護士を介して債務整
理をしました。しかし、債務整理を経験してもスロットをやめるきっかけにはなりませんでした。
インターネットを見ると、依存からの回復には『どん底を経験する必要かある』ということが書
いてありました。どんなに苦しい思いをしても、打たれ強いのか、
「私、大丈夫なんです」とAさんは
言います。
「まだまだ底をついていないのでしょうか？」つらく、苦しい思いをしているのですが、
スロットをやめる決心がつきません。今でもスロットをやめようか気持ちが揺らいでいます。ス
ロットをしない方が良いことは理解しています。勝てないことも…

「スロットを続けたい」という気持ちと「こんな生活、もう変えないといけない」という葛藤を
抱え、揺れ動く気持ちのなかでＲＳＮに相談してきたＡさん。スロットの関わりは20年と長く、
これまでのスロットにまつわるエピソードをお伺いすると「適度な娯楽」という範囲では楽しめ
ていないようです。悪循環した経済的な問題や身近な家族、友人との関係修復には、スロットから
離れることが必要です。相談員はやめる決心ができず揺れ動くＡさんの気持ちを整理するため
「なぜスロットを必要としているのか」
「スロットをやめることへの不安」についての2点に焦点を
当て話を進めました。話を伺うと、スロットを必要としている理由は「孤独感からの解放」にあるようです。人との
関わりが好きなＡさんですが「関係性を構築することが苦手」という特徴がありました。
「対人関係ではいつも悩
む」と言います。さらに遊技を続けたことで人との関わりがより希薄になり、孤独感は増幅しています。この孤独
感を一時忘れさせてくれるのが「人がいて賑やかなホール」でした。スロットをやめてしまうと「一人で何をして
過ごせば良いか、わからない」と言います。理想は、スロットから離れて人との関わりを持ちたいというのが、Ａさ
んの気持ちです。しかし、スロットから離れることへの不安は強いようです。相談してきたＡさんは、一方的にや
めるような説得をされると思っていたようで、少々拍子抜けしていました。話すことで気分が楽になり、
「とにか
く、できるかわかりませんが、少しスロットから離れて生活してみます」と言われ、相談は終了しました。

電話相談を終えて…
スロットから離れることは大きなメリットをもたらす一方で、やめることには不安がつきまといます。スロッ
トから離れるということで、自分自身の問題と向き合わなければいけません。決心できず揺れ動く気持ちのなか
には、Ａさん自身の抱える「人との関わり方」
「孤独感の対処」という課題があるようです。
Ａさんのように、遊技にのめり込む理由は一概に金銭が目的という訳ではありません。相談者の多くは、背景に
ある問題を遊技という手段で覆い隠し、時間と共に深刻化してしまうケースがよくあります。背景にある問題は、
「仕事・家事のストレス」
「対人関係が苦手」
「遊びが下手」
「精神医学的な問題」など様々です。問題を改善するには、
相談者個々で違う背景を理解する必要があります。表面化した問題を入り口として背景の問題を掘り下げていく
と、その方の特性や遊技を必要としている理由が見えてきます。辛い経験や苦しい思いをしてまで遊技を続ける
背景には、遊技を手放すことへの不安感や生きづらさが隠れています。遊技から離れる決心がつかない理由を「依
存しているから」と短絡的に考えるのではなく、なぜ必要としているのかという視点も持ちながら、相談員は対応
しています。
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相談員コ

「ギャンブル依存症」
相談者のイメージと現実とのギャップ

「依存症かもしれない」
「依存症になった」
「依存症を治療してほしい」などなど、電話相談では、開口一番「依
存症」と切り出す相談者が少なくありません。メディアの影響もあり、
「依存症」という言葉が社会に浸透して
います。一方で相談者にとっての「依存症」とは何か、どのような内容を意味しているのか、注意深く確認する
必要のあるケースが増えています。さらに相談者のイメージする「依存症」への対応の期待と、現実的な支援
（サービス）のギャップが大きい場合、電話相談を受ける相談員との関係性を築く段階から困難が生じます。
「ギャンブル依存症」という言葉のインパクトや「パチンコが原因で脳に変化が起こる」といったインター
ネットなどで得た情報をきっかけに、相談者が病院での治療を希望することは自然なことです。それならば医
療機関を直接利用するのが自然の流れなのですが、実際の電話相談の現場では、医療機関が利用できない、利
用しても解決できないといった相談が集まります（医療機関の利用で解決できた例もあるかもしれませんが、
この場合、解決後には電話相談を利用しないだろうと想像できます）。
今回のコラムでは、相談者のイメージする「依存症」と現実とのギャップによって相談員が困惑している例
をご紹介いたします。

医療機関が利用できなかった例
●近所の精神科クリニックに電話したら、
「当院ではギャンブル依存症の治療はしていない」と言われた。
●病院を紹介してほしいと精神保健福祉センターに電話したら、遠くの病院を紹介された。遠すぎると言ったら
「近くにギャンブル依存症を扱っている病院はない」と言われた。
●ギャンブル依存症を扱っている病院に電話したら、
「初診の予約は3 ヵ月先まで埋まっている」と言われた。
相談者と相談員の関係性の構築に困難を引き起こす一つ目のギャップとしては、
「ギャンブル依存症」が「身
近な」
「誰にでも起こる」と表現される割に、実際には扱う医療機関が非常に少ないことが挙げられます。禁煙
外来と比較しても圧倒的に少数です。もしも精神科という枠組みにとらわれずに、現実的な医療での治療法が
確立したならば、禁煙外来のように身近にギャンブリングについて相談できる病院が増えるかもしれません。

医療機関では解決できなかった例
●ギャンブル依存症の専門外来に行った。話を聴いてもらったが、あとは当事者活動への参加を促されただけで、
治療してもらった気がしない。
●ギャンブル依存症で入院した。入院中はパチンコに行かなかったが、退院してすぐにパチンコに行った。結局、
治してもらえなかった。
●診断してくれたが、それだけで終わった。やめさせてくれなかった。
もう一つのギャップは「医師をはじめとする専門家主体で解決する」というイメージです。
「依存症を治療し
てほしい」
「衝動を取り除いてほしい」という要求からは、専門家主体での解決を希望するという姿勢が見えて
きます。私たちの電話相談では、
「衝動とどう向き合うか」といった相談者主体の解決が現実的であると判断し
ています。ただ、ひとりで解決するのが困難な場合には、それぞれの得意分野を持った専門職者につないでサ
ポートを受けられるように働きかけています。
私たちの電話相談は、パチンコののめり込みに関連する問題の整理や、他機関の情報提供が主な
役割です。現実とのギャップが大きいまま、
「依存症」のイメージに固執する相談者には、電話相談の
段階でこのギャップをできる限り埋め、相談者が問題と向き合い、現実的な生活支援、人生支援に結
びつくようなサポートを心がけています。これは、時間も根気も必要な作業です。
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リカバリーサポート・ネットワーク

2016 年 10 月の電話相談のデータ報告
10月の相談件数は175件（沖縄RSN159件、全商協RSN支援室16件）で、前月より35件減少しました。2012年９
月以降で、2番目に少ない件数となりました（最少は2015年12月の174件）。2016年累計は2,000件を超えまし
たが、前年比で2 ヵ月遅いペースです。件数減少の要因としては、引き続き遊技人口との関連が気になります。
ＲＳＮでは10月18日よりスマートフォンアプリ『パーラージキル＆ハイド』をリリースしました。このアプリは
遊び方の自己チェックが主な目的ですが、ＲＳＮなどの相談機関の情報提供もしています。10月末時点でアプリ
経由の電話相談はまだありませんが、今後の動向を注視したいと思います。

2016 年 10 月 1 日～ 2016 年 10 月 31 日
相談件数 175 件（全商協 RSN 支援室 16 件含む）
2016 年 1 月 1 日～ 2016 年 10 月 31 日 2016 年累計 2,134 件 開設からの総件数
（2006 年 4 月～）19,905 件
① 相談回数

n=136
（初回のみ）

n=159
家族・友人
（支援室除く） 29（21%）

間違い・無言・
問い合わせ
5（3%）

別

本人

n=107（初回のみ）
男性
女性
76（71%） 31（29%）

家族・友人
男性
6（21%）

本人
107（79%）

初回
136（86%）

複数回
18（11%）

③ 性

② コーラー関係性

n=29（初回のみ）
女性
23（79%）

①相 談回数…初回相談136件（86％、前月比－22件）、複数回18件（11％、同－8件）、間違い・無言・問合せ5件（3
％、同＋1件）でした。初回、複数回ともに減少し、低調だった前々月に近い件数となりました。
②コーラー関係性…初回相談のうち、本人からの相談は107件（79％、前月比－19件）、家族・友人からの相談は
29件（21％、同－3件）でした。本人からの相談は、前々月と同数まで減少しました。
③性 別…本人性別の内訳は男性76件（71％、前月比－20件）、女性31件（29％、同＋1件）でした。家族・友人の性
別は、男性6件（21％、同－2件）、女性23件（79％、同－1件）でした。

④ コーラーの年齢

⑤ 紹介先
（初回のみ）
本人
n=107
家族・友人 n=29

28

26

23

22

精神保健福祉センター
保健所
ワンデーポート

9
4
1

医療機関（主治医戻し含む）

7

10

20

5

30

6

40

7

4

50

ギャンブラーズ・アノニマス

4

60

1 2

70

1

80

90（代）

⑥ 経

本
ホール内ポスター
新聞
インターネット

人

家族・友人

合計

57

2

59

0

1

1

34

19

53

雑誌

0

1

1

他の相談機関

1

2

3

ホール貼付ステッカー

1

0

1

ホール配付ティッシュ

5

1

6

その他

4

2

6

総計

6

4

家族・友人
20

21

2
1

60

11

路
n=136（初回のみ 本人、家族・友人のみ）

不明・拒否

本人

1

ギャマノン 1
2
書籍
4
1
その他 2
紹介先なし

（初回のみ 複数回答）

7

5

1

6

107

29

136

④コ ーラーの年齢…本人相談が減少するなか、50代
からの相談増加が目立ちました（前月比＋10件）。家
族・友人では90代からの相談があり、幅広い世代に
問題の影響が及んでいることを再認識しました。
⑤紹介先…家族からの相談では、本人とどう向き合う
かを一緒に考えながら、地域で相談できる場所の紹
介だけでなく、
「 ギャンブル依存と生きる」
（ 稲村 厚
著、彩流社、2016年）などの書籍の紹介も適宜行い
ました。
⑥経路…本人からの相談、家族・友人からの相談、いず
れも前々月に近い内訳の件数になりました。

今月のトピック＆インフォメーション
遊報10月号より連載開始

リカバリーサポート・ネットワーク西村代表の

『パチンコ・パチスロ依存講座』

全日本遊技事業協同組合連合会（全日遊連）が発行
する機関誌の遊報に、ＲＳＮ西村代表の記事『パチン
コ・パチスロ依存講座』
（ 全4回）が連載開始。10月号
の第1回は「遊び・娯楽と暮らしの関係」というテーマ
でお伝えしています。機会があれば、さくら通信でも
取り上げたいと考えております。

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
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。12
月は、県外から講師を迎えて年末特大号の勉強会を企
画しております。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

TEL：098-871-9671

京都府精神保健福祉総合センターより
こころの健康セミナー開催のお知らせ
京都府精神保健福祉総合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。
（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。
■摂食障害セミナー
平成28年12月9日(金)

13：30 ～ 16：30

■薬物依存セミナー

平成29年2月24日（金） 13：30 ～ 16：30
■アルコール依存症セミナー
平成29年3月10日（金） 13：30 ～ 16：30
【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（10月1日から10月31日到着分）
到着日

品名（書籍名）
遊報 9月号 No.304

10月 5日 Toyusho 10月号

Vol.83

週刊アミューズメントジャパン 第556号～第559号
10月 7日 SEQUENCE 10月号 通巻305号
10月11日

10月24日

10月25日

全日本遊技事業協同組合連合会
東日本遊技機商業協同組合
㈱アミューズメントプレスジャパン

RSN紹介

☆
☆

㈱シークエンス

遊技ジャーナル 10月号No.858

㈱遊技遊技ジャーナル社

日遊協 10月号 Voｌ.306

一般社団法人

娯楽産業 10月号 通巻629号

㈱娯楽産業協会

日本遊技関連事業協会

日本遊技通信 10月号 通巻1094号

㈲日遊通信

ぱちかる 12月号 通巻70号

イープロジェクト㈱

ぱちんこオリ術BOMBERS Vol.4

㈱ガイドワークス

月刊遊技経済 10月号 第1337号

㈱遊技経済

月刊アミューズメントジャパン 11月号No.218

㈱アミューズメントプレスジャパン

遊技通信11月号No.1445

㈱遊技通信社

月刊GreenBelt 11月号 Voｌ.609

㈱アド・サークル

10月28日 月刊プレイグラフ 11月号 通巻631号
10月31日

寄贈いただいた企業・団体名

㈱プレイグラフ社

遊技日本 11月号 通巻669号

㈱近畿出版社

遊報 10月号 No.305

全日本遊技事業協同組合連合会

☆
☆
☆
☆

☆
☆

※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

年末に向かいバタバタとしています。あれやこれやと仕事が湧き出してきます。

• 相談部

南国沖縄にも短い冬がやってきました。半袖から長袖のシャツに衣替えです。厚手の服はまだ要りません。 杉山

銘苅
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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

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

12月13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

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

2月10日（金）

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
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

12月14日（水）

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

依存の問題の支援に携わる
人たちの勉強会in沖縄
参加費

時 間

主 催

依存の問題の支援に携わる人
12月17日（土） 10:00 ～ 16:00
たちの勉強会（沖縄勉強会）

無料

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
依存の問題の支援に携わる人
048-796-7630
12月4日（日） 13:30 ～ 16:00
人たちの勉強会in横浜
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115号 月刊 2016年11月17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2-9-1 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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