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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。

年末・年始のお休みについて
2016年12月29日
（木）～ 2017年1月4日(水)まで、電話回線のメンテナンスのため
相談業務は休止いたします。2017年1月5日
（木）からは通常どおりです。
慌ただしい年の瀬を迎え、やり残しの作業を少しでも減らそうと頑張っていますが、仕事は増えるばかりで背
中のかごいっぱいに荷物を抱えたままの年越しになりそうです（なります！）。ＩＲ整備推進法（いわゆるカジノ
法）のことで、急に周囲が騒がしくなりました。パチンコ依存問題は日常娯楽の問題であり、カジノに関連する問
題は限定された枠組みにある非日常的な空間で起こる問題です。これから国がカジノという非日常的な空間を、
どのような規模で、どこまで国民に近づけようとしているのかが分からない段階では、ただギャンブルと一括り
にしてあれこれ不安がっていても、具体的な課題も対策も出てこないように思います。まずは、しっかり調査を
行い、これから対策の枠組みとその結果を国民がモニタリングできるシステムを練り上げていくことが大切で
しょう。さて、どうなるやら、です。
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今年は、ホール従業員用の啓発ポスターの作成、パチンコ
の遊び方自己評価用アプリの作成など、私たちにしかでき
ないことを地味ながら形にできました。来年も、知恵を絞っ
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て試行錯誤します。この一年のご支援ありがとうございま
した。来年も、よろしくお願い申し上げます。

RSN News
【活動報告】

【報告】

「ギャンブリング（ギャンブル依存）問題を
考えるセミナー」開催（2016/11/5・6）

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」ダウンロード報告

2016年11月5日（岩手県盛岡市）、11月6日（宮城県
仙台市）にて認定ＮＰＯ法人ワンデーポートと共同で
「ギャンブリング
（ギャンブル依存）問題を考えるセミ
ナー」を開催しました。今回のセミナーでは「遊び」とい
う側面から、ギャンブルに問題がある人の支援につい
てお伝えしました。ＲＳＮ代表西村の講演内容につい
ては、
「ワンデーポート通信・第196号」に詳しく掲載さ
れています。ＲＳＮからも発送あるいはＰＤＦでご送
付できます。必要な方は、ご一報ください。
また、セミナー開催を希望する地域の方、法人、団体
の方は、お気軽にお問い合わせください。

ぱちんこ依存の相談は

10月から無料配信を開始した、楽しく誰でも気
軽 に 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『PARLOR
JEKYLL ＆ HYDE』のダウンロード数が、12月12日
現在で2458件となりました。

【全商協ＲＳＮ支援室より（11 月）】
相談件数 17件
（初回相談17件、
複数回0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。
（2016/11/7・24）

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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西村代表の私的娯楽館

カジノ解禁前夜に…
ＲＳＮ代表理事

西村 直之

カジノを含む統合型リゾート（ＩＲ）を準備する推進法案が衆参両議会で可決されました。カジノについ
ての議論では、いわゆる「ギャンブル依存症」に焦点が当てられていました。
「さくら通信」の編集担当は、当ＮＰＯの西村代表に「娯楽」のあり方について問う新コーナーを企画して
原稿を依頼し、早々にピンク映画を主題とした予定稿を受け取っていました。しかし、降って湧いたカジノ
法案が百家争鳴、世を賑わせています。カジノをテーマに、改めて寄稿をお願いたしました。

日本についにカジノが出来そうです。一旦消えたか
に思われたカジノの話が、いきなり現れて一気に国会
審議に付された一連の動きには、少々驚かされまし
た。しかし、何より驚かされたのは、ＩＲ整備推進法の
国会での審議時間の短さとその内容のあまりの乏し
さでした。衆議院での議論は、国民の生活に影響を与
える重要な課題を背負う真摯さやそれを熟考しよう
とする知の態度が欠けており、この人たちの思惑でＩ
Ｒを進めることは果たして大丈夫だろうか、これこそ
がギャンブルではないか、という不安を覚えました。
参議院での参考人質疑でも、これだけの短い時間で賛
成・反対双方の主張とその検討課題について、出席し
ていた議員さんたちが十分理解できたのかどうか甚
だ疑問を感じました。メディアの議論も似たり寄った
りで、ただ、不安を垂れ流すばかりで、本質的な問題と
はかけ離れているように思えました。
ＩＲ整備推進法案は、カジノ開設そのものを具体的
に規定した法律ではなく、これからカジノを含めた統
合型リゾート（ＩＲ）の整備を進めていくうえでの条
件整備を行うための法律です。現時点では、国民がカ
ジノという新しいビジネスの登場に対して、積極的に
賛同していないことは明らかです。国は、推進法によ
る条件整備を通して、国民が納得できるビジョンと負
の問題への対策を提示できるのかが問われることに
なります。
私の個人的な考えはともかく、ＲＳＮはカジノにつ
いては特に賛成も反対もしません。賭け事や賭け事の
ビジネスについても同じです。法がどのような規定を
していても、人々は大昔から賭け事を生活の楽しみの
一部としてきました。生来人間の脳のなかには、少し
先の未来を読み当て、その報酬を得たいという願望や
欲求が埋め込まれています。それゆえに、生活の楽し
みの一部として活用される一方で、その願望や欲求へ
の過度の傾倒は、危険なもの、罪悪、逸脱とされ、戒め
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られてきました。戒めがあっても、人間はいつの時代
も賭け事をし、いつの時代も賭け事で身を持ちくず
し、問題の中で苦しむ人たちがいます。時代の中で、賭
け事の在り方は変わっていきますが、賭け事への欲求
が人間の自然な本質につながるものである以上、この
事実を変えることはできません。同時代に生きるもの
として、法がどうあろうが、問題を抱えた人が社会か
ら排除され、孤立しないように支援することが私たち
ＲＳＮの使命であり、新たな問題発生の可能性があれ
ばその問題に対処するための新しい知見を集め、対応
の準備を進めていきます。私たちの活動によって集積
してきた知識や経験が、これからの議論の中で役立つ
のであれば、役立てていきたいと考えています。むし
ろ、国が国民の批判をかわし反対派の人たちの懐柔の
ために、新たな対策ビジョンを打ち出すのではなく、
反対派も推進派もごっちゃにした根拠も有効性の検
証も乏しい「それらしい
玉虫色の“依存症”対策」
が策定されることを危
惧しています。
観光の島沖縄で暮ら
す私には、ＩＲに対して
は複雑な思いがありま
す。インバウンド（訪日旅行客）によって沖縄は日本に
復帰以降、最大の好景気が続いています。かつて日本
一の失業率であったこの地が、今や人手不足に悩んで
います。一方で、かつての爆買いは勢いを失い、旅費が
安くなる秋・冬にやってくる海外からの観光客が増え
ています。単純に言えば客単価が落ちているのです。
日本人の７割がサービス業に従事し、目に見えづらい
サービスという商品に生活を委ねる今日、移ろいゆく
「商品」を少しでも確かなものにしていく努力が必要
です。単に「暖かい」
「海がきれい」
「南国っぽい（沖縄は
亜熱帯で熱帯ではない…）」等々のイメージだけで長
続きはしません。経済的自立も大きな課題です。その

対応策の一つとして沖縄にもカジノ型ＩＲの計画が
ありました（現在の知事がＩＲの誘致に消極的で、沖
縄にカジノができることはなさそうです）。沖縄のカ
ジノ誘致の議論に触れ、学ぶことが多々ありました。
カジノの開設において「いわゆる依存症」の問題は、一
部に過ぎません。地域経済の活性化に成功し失業率が
下がると、犯罪率やアルコール問題の発生率が下がる
と言われています。実際、沖縄県ではこの10年で犯罪
発生率は低下（検挙率は上昇）し、全国ワーストではあ
るものの、飲酒運転の摘発者数は10年間で約6割減少
しています。経済活性は、既存の社会問題の解消・抑止
と新たな社会病理・社会問題の発生を生む両刃の剣で
す。社会資源が限られ物流の制約がある南の島国が、
経済活性をカジノ型ＩＲに求める選択肢を検討する
ことは、無理からぬことだと思います。

国民に対しての働きかけも重要です。賭け事を日の
当たる産業として国が位置付けたいのであれば、国民
の教育が不可欠です。薬物問題の「ダメぜったい」的な
教育ではなく、ギャンブリングのみならず生活上の
リスクと対策を学習する教育です。特に、遊びと金銭
問題に関するリスク教育が必要です。ＲＳＮは、英国
の問題ギャンブリング相談機関GamCare（http://
www.gamcare.org.uk/）を参考に立ち上げました。
英国は、ギャンブリングが文化として根付いていま
す。街には政府に公認されたブックメーカーという賭
け屋（所）がたくさんあり、サッカーの試合結果からＥ
Ｕの離脱投票の結果まであらゆるものが賭けの対象
となり国民の娯楽の一部となっています。そのため、
英国では「オッズ（確率、ギャンブリングの結果の見込
みを表す数値）」という概念が広く理解されています。
英国で行われたギャンブリングの実態・リスク調査の
沖縄県のインバウンド景気は、個人観光で1回目の
報告書で、それぞれのギャンブリングが問題化するリ
訪日の際に沖縄県又は東北三県（岩手県，宮城県，福島
スクをオッズで示したのはさすがだと思いました。
県）のいずれかの県に1泊以上する方に対して、一定の
オッズを理解することは、リスクを理解することにつ
要件を満たせば、数次ビザ（有効期間3年，1回の滞在
ながります。カジノを作れば、こんな良いことがあっ
期間30日以内）を発給するという国の経済振興の特例
て、あんな良いことがあって、でもこんな悪いことも
によって支えられています。沖縄県がこの特例に頼ら
あって、さらにこんな悪いことも起こりそうで…その
ずに景気を維持できるかといえば、難しいように思い
レベルの議論では、カジノがあろうがなかろうがＩＲ
ます。それでは、カジノを作れば…そう簡単に上手く
リゾートを作ったところで、海外からのお金と知識と
いくとも思えません。依存問題対策よりもはるかに高
チャンスは、その地にも日本に全体にも本当の益をも
度な運用戦略が、カジノ型ＩＲには必要とされている
たらすことはできないように思います。カジノを作る
からです。次期アメリカ大統領ドナルド・トランプは、
のであれば、カジノという新しい文化の上陸に対して
3つのカジノを倒産させています。カジノは、つくれば
国民は感情的に怯えるのではなく、そのメリット・デ
儲かるというものではありません。儲からなければ依
メリットを自治体やカジノ企業だけでなく国にしっ
存問題は起きませんが、その収益をあてに作った地域
かりと調査させ、国民自身がその結果をしっかりと評
の既存社会問題の対策費用は獲らぬ狸の皮となり、荒
価することが必要です。対策によってもメリットがデ
れ地のみが残ることになります。
メリットを超えられないのであれば、国民が選挙を通
ギャンブル産業に馴染みが薄い日本では、カジノ・ して廃止させれば良いと思います。そのプロセスを通
ギャンブルと言えば昔の時代劇やヤクザ映画に出て して、何を創造するかが大切であると思います。リス
くる賭場が形を変えて巨大化した知性も生産性もな クをとらずに安定した経済の未来を得られる時代で
い退廃的なものと思っている方も多いようです。実際 はなくなっています。リスクの冷静な判断と評価に国
は、かなり違っています。一口にカジノと言っても、日 民自身が向き合う良い機会ではないでしょうか。
本の既存のギャンブリングよりはるかにリスクが低
個人的には、カジノよりブックメーカーを解禁して
い賭け事から、ありえないぐらい高額な賭け事まで、
ほしいと思っています…。クリスマスに雪が降るほう
種類も多様で、カジノ施設の質や規模も様々です。プ
に、1000円。こんな遊びがあってもいいんじゃないで
ロのポーカープレーヤーの大きな大会は世界で中継
しょうか。
されるビッグイベントとなっており、優勝者は賞賛と
尊敬を集めています。個人個人の賭け事に対する価値
観はともかく、海外のカジノにおいては、カジノその
ものや、その収益分配から、優秀な人材が育ち、カジノ
以外の領域でも活躍していることは確かです。ＩＲ産
業とそれを推進しようとする国には、賭け事という人
の欲望に基づく活動をより高度な文化に発展させる
取り組みが必要です。そのためには、知的産業として
優秀な頭脳を育て、投入しなければなりません。
3

ぱちんこ依存問題相談機関 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

ホールの方にこそ知ってほしい
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パチンコ・パチスロで
精神のバランスをとるということ

「パチンコ・パチスロをやめたいのだけれど、やめられない」
――自分の意思でパチンコホールに足を運び、やめようと思う
のならいつでもやめられるはず、と考える多数派の人たちには、
のめり込みに悩む人たちの気持ちを想像することは容易ではあ
りません。なぜ、パチンコ・パチスロをやめたいのに、やめられな
いのか。私たちは相談者とともに、この問題について考え続けて
います。
パチンコ・パチスロが「つまらない」、そして「勝てない」。パチ
ンコ・パチスロファンであるいことをやめた人たちにその理由
をきくと、この2点に集約できるのではないでしょうか。しか
し、相談電話をかけてくる人のなかには、パチンコ・パチスロに
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高揚感やドキドキ感を感じ続け、次の遊技には、あるいは明日の遊技には「勝てるはず」、
「負けた分は取り戻せる
はず」と思い続ける人がいます。その一方では、
「つまらない」、
「勝てない」と感じながらも、毎日のようにパチン
コホールへ通う人がいます。
このコラムでは、2人の女性からの電話相談の事例をご紹介します。パチンコ・パチスロをやめられないと悩
むこの２人のホール通いには、パチンコ・パチスロを遊技していれば精神的に楽になれるという共通する理由が
ありました。
「光を見たいんです。」開口一番、Ａさんが言います。
「光」とは、パチスロ「ジャグラー」シリーズに搭載された
ボーナス確定を示す「ＧＯＧＯ！」ランプのこと。
「光」を見ると、この上なく、嬉しくなり、楽しくなると言いま
す。
「多幸感に包まれる」という状態でしょうか。しかし、
「光」を見るにはそれなりのお金がかかります。彼女は
すでに、経済的に破たんした状態にありました。それでも毎朝、起きるとすぐに「ＧＯＧＯ！」ランプの「光」のこ
とを考えてします。
リカバリーサポート・ネットワークにはホールの駐車場の車内から電話をかけている、と言います。今月が始
まってまだ2週間目。しかもその週の初めの方なのに、財布のなかには生活費として数千円しか残っていませ
ん。そしてその数千円も、今から使ってしまいそう。だからどうすればやめられるのか教えてほしいと、電話し
てきたのです。
「あの『光』を見るためにお金がほしい。使ったお金を取り戻したい」と訴えます。
Ａさんは30代女性。無職で実家暮らし。いわゆる「家事手伝い」です。親から生活費をもらっていますが、ほぼ
すべてをパチスロに使ってしまいます。パチスロは、以前つきあっていた彼に教わりました。つきあっていた時
に５円パチスロを打ったことはありましたが、彼と別れ、彼が20円パチスロを打っていたことを思い出し、自分
も20円パチスロを打つようになりました。
親が仕事を休む日曜日だけは、ホールへ行けません。ホールに行けない日に
は、一日中イライラとしてしまいます。ホールに行かなければ、自分の部屋でイ
ライラしながら、ただぼーっとしているだけ。パチスロ以外、何もやる気が起き
ません。
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パチスロで負けてもスッキリする、と言います。ホールに行けない方が、つら
いのです。財布からお金が無くなると、ホールには行けませんし、そんな自分が
情けなくなり、死んで楽になろうとさえ考えてしまいます。自殺願望が理由で、
医療機関の精神科に月に一度のペースで通院するようになりました。強い薬を
処方されているようで、薬を飲むとぼーっとなり、仕事を続けられなくなりま
した。

死にたい気持ちが無くなるのはパチスロだけ、と彼女は言いますが、負けるとやはり死にたいと思うときがあ
るとのこと。話を聞いて、ホールの環境と、
「ＧＯＧＯ！」ランプの青紫色の光には、弱くなった彼女の心をやさし
く癒す効果があるということは理解できました。しかし、彼女はすでに仕事をやめて経済的に破たんした状況に
あり、毎日打ち続けることができません。電話相談では、かかりつけの精神科医に、毎日ホールに行っているとい
うこと、そしてそのために経済的に破たんした状態にあるということ、また薬の作用で仕事をやめたことなど、
すべてを率直に伝え、今後の治療方針について相談するようにとアドバイスしました。
次に紹介するＢさんには、Ａさんといくつかの共通点があります。Ｂさんは40代の女性。パチンコ・パチスロ
は20代から続けています。Ｂさんがパチンコ・パチスロが直接の原因で経済的に困窮し始めたのは、Ａさんと同
じく精神に変調をきたしてからのことでした。
友人がガンと宣告され、Ｂさんは強い不安に襲われました。その頃からホールに通う頻度が増しています。ま
たＢさんは結婚していましたが、離婚を経験。働きながら一人のお子さんを育てています。離婚の話し合いの過
程で胸に苦しさを感じて、精神科を受診。不安障害と診断されました。Ｂさんも強い薬を処方されたようで、薬を
飲むとグターっとしてしまって、ホールにも行けなくなると訴えます。
ホールに行くのは、自分の精神的なバランスをとるためだという自覚が、Ｂさんにはありました。仕事が休み
で、薬を飲んでいないときには、強い不安に襲われ、自宅に一人でいることができません。ガヤガヤと賑やかな
ホールにいると、心が落ち着きます。また、遊技に集中すると、何も考えずいられて楽になれるそうです。ただ投
資がかさみ過ぎ、
「ホールに寄付しているレベルだから、やめたい」と、電話相談につながりました。
ひとには、心が弱くなる瞬間があります。生きていれば、それは誰もが経験することなのかもしれません。そん
なとき、多くの人がいるのに一人になれるという、他人との絶妙な距離感のなかに身を置くことのできるホール
に、居心地の良さを感じるという人がいます。パチンコ・パチスロが、何も考えずにぼーっとする時間や、遊技機
の世界観のなかへと没入できる時間を提供してくれるのです。憂き世を忘れられる時間です。ＡさんとＢさんの
場合、ホールに行ったこと、あるいはパチンコ・パチスロを遊技したことで精神的なバランスを崩したのではな
く、精神的に弱っていたことでホールの環境やパチンコ・パチスロの遊技にのめり込んだと思われます。主治医
の適切な処置により、お二人の精神状態が改善することを祈るばかりです。

「沖スロ」から見る沖縄
島の豆コラム

第1回

３０パイコインの手ざわり

ＲＳＮ事務所のある沖縄県のホールのパチスロコーナーでは、「沖スロ」
と呼ばれるパチスロが多く設置されています。ざっと統計を取ると、県内
の遊技機全体に占める「沖スロ」の設置比率は約 45％。パチスロに限ると
約 75％にも達します。このコーナーでは、「沖スロ」という切り口から沖
縄の歴史や社会を眺めます。

©RSN

左：1971年の米50セント硬貨
右：30パイコイン

「沖スロ」では、沖縄県外で多数派となっているパチ
スロで使用するコインより直径の大きな、
「30パイ」と
呼ばれるコインを使います。沖縄では「30パイ」は「デ
カコイン」、県外で多数派のコイン、すなわち
「２５パ
イ」は「チビコイン」と呼ばれています。

のコインを用いる現在のパチスロとは違い、米ドル硬
貨をそのまま使用します。米軍統治下の沖縄では、基
地での仕事が今よりも多く、また、米軍関係者の生活
圏と沖縄の人たちの生活圏には今よりも接点が多く、
密接に重なり合っていたようです。

沖縄で「30パイ」タイプのパチスロが主流となった
歴史は、アメリカ軍統治下時代にまで遡ります。戦後
すぐの沖縄では、生活物資の多くが米軍からの支給、
あるいは払い下げによってまかなわれていました。数
少ない娯楽のひとつが、米軍の持ち込んだスロットマ
シンです。当時のスロットマシンでは、カジノで使用
する筐体（きょうたい：機器の台枠）がそのまま使用さ
れていました。米兵が遊ぶスロットマシンでは、専用

日本に復帰するにあたって、スロットマシンはパチ
スロになり、米ドル硬貨と同じサイズの「30パイ」コイ
ンが使用されるようになります。現在の沖縄のホール
では、30パイコーナーに高齢者の姿をよく見かけま
す。ドル箱に貯めた３０パイコインの手ざわりから、
基地内での労働やスロットマシンの勝利で得た米ド
ル硬貨の手ざわりを思い出している人もいるのかも
しれません。
5

ぱちんこ依存問題相談機関 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

2016 年 11 月の電話相談のデータ報告
11月の相談件数は194件（沖縄RSN177件、全商協RSN支援室17件）で、前月より19件増加しました。25日まで
は前月を下回るペースでしたが、最後の2日間で30件の相談があり、前月の件数を上回りました。インターネット
のニュースサイトで「ギャンブル依存症」の記事が掲載された影響が大きかったと思われます。
2006年4月開設より10年8 ヵ月で、相談件数が2万件を突破しました。１万件を突破したのは2013年６月で、7
年3 ヵ月かかっています。その後の３年5 ヵ月で次の1万件の相談を受けました。積み重なった相談件数を振り返
ると、電話相談の必要性を改めて感じます。

2016 年 11 月 1 日～ 2016 年 11 月 30 日
相談件数 194 件（全商協 RSN 支援室 17 件含む）
2016 年 1 月 1 日～ 2016 年 11 月 30 日 2016 年累計 2,328 件 開設からの総件数
（2006 年 4 月～）20,099 件
① 相談回数

② コーラー関係性
n=146
（初回のみ）

n=177
家族・友人
（支援室除く） 38（26%）

間違い・無言・
問い合わせ
6（3%）

別

本人

n=108（初回のみ）
男性
女性
80（74%） 28（26%）

家族・友人
男性
6（16%）

本人
108（74%）

初回
146（83%）

複数回
25（14%）

③ 性

n=38（初回のみ）
女性
32（84%）

①相 談回数…初回相談146件（83％、前月比＋10件）、複数回25件（14％、同＋7件）、間違い・無言・問合せ6件（3
％、同＋1件）でした。複数回相談の割合が前月比で3ポイント増加しました。
②コーラー関係性…初回相談のうち、本人からの相談は108件（74％、前月比＋1件）、家族・友人からの相談は38
件（26％、同＋9件）でした。本人からの相談は引き続き低調でしたが、家族・友人からの相談が増加しました。
③性別…本人性別の内訳は男性80件（74％、前月比＋4件）、女性28件（26％、同－3件）でした。家族・友人の性別
は、男性6件（16％、同±0件）、女性32件（84％、同＋9件）でした。

④ コーラーの年齢

⑤ 紹介先

34
28

（初回のみ）
本人
n=108
家族・友人 n=38

25

17

10

6

6

20

30

40

医療機関（主治医戻し含む）

6

5

50

ギャンブラーズ・アノニマス

2

1 1

60

70

1

80

書籍

90（代）

その他

本

人

家族・友人

合計

ホール内ポスター

55

2

57

インターネット

33

29

62

雑誌

1

0

1

他の相談機関

0

1

1

ホール貼付ステッカー

2

0

2

ホール配付ティッシュ

3

0

3

その他

8

6

14

総計

6

10
3

（初回のみ 複数回答）

9

本人

2

家族・友人

8
2
17
2

11
72

13

路
n=146（初回のみ 本人、家族・友人のみ）

不明・拒否

3

保健所

紹介先なし

⑥ 経

1

1
福祉事務所 1

ワンデーポート 3

12
2

精神保健福祉センター

6

0

6

108

38

146

④コーラーの年齢…本人相談では前年同月に近い年齢
分布となりました。家族・友人では30代からの相談
の増加が目立ちました（前月比＋12件）。
⑤紹介先…「今は問題は起こっていないが、このまま
放っておくのは心配」といった「予防」目的の相談も
多く受けています。この場合、まずは電話相談の中で
生活習慣の改善について一緒に考えます。
⑥経路…家族・友人からの相談は、インターネット経由
の相談が29件と、前月比で10件増加しました。マス
メディアの記事は、家族・友人からの相談件数の増加
に影響を与える傾向があります。

今月のトピック＆インフォメーション
認定NPO法人ワンデーポート・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の家族に向けた個別相談
（RSN共催）をご案内いたします。
「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
無料個別相談が、5月より始まりました。相談は毎週金
曜日、相談料無料、要予約です。
【問合せ先】認定NPO法人ワンデーポート
TEL：045-303-2621
詳しくは http://www5f.biglobe.ne.jp/~onedayport/

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。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

依存の問題に携わる人たちの勉強会in沖縄 主催

「再考！ギャンブリング問題を持つ人たち
への関わり方・支援」と題した勉強会を開催
依存の問題に携わる人たちの勉強会in沖縄とＲＳ
Ｎが共同で、
「 再考！ギャンブリング問題を持つ人た
ちへの関わり方・支援」と題した拡大版の勉強会を12
月17日に沖縄県名護市にある名桜大学看護学科棟講
義室で開催しました。当日は横浜勉強会メンバーを講
師に招き、沖縄県の北部地域で活動する援助職の方か
ら、大学で精神保健を学ぶ学生まで幅広い立場の方が
参加しました。
午前の部では、
「 支援の視点を広げる～人・遊び・新
しい考え方と出会いの大切さ～」と題した講演には、
高澤和彦氏（浦和まはろ相談室代表）、稲村厚氏（司法
書士）、中村努氏（認定ＮＰＯ法人ワンデーポート施設
長）が登壇。午後の部では、講師の方々に当ＮＰＯの西
村直之代表も加わり、参加者と共に事例検討を行いま
した。表面化した問題は同じようでもケースによって
支援の視点がそれぞれ違い、個別支援の大切さを学ぶ
良い機会となりました。勉強会を開催するにあたり、
沖縄県北部保健所と名桜大学の皆さまのお力添えを
いただきました。改めてお礼申し上げます。なお勉強
会の詳細につきましては次号のさくら通信でお伝え
する予定です。

RSNに届いた寄贈品一覧（11月1日から11月30日到着分）
到着日
11月 2日

品名（書籍名）
Toyusho 11月号

Vol.84

週刊アミューズメントジャパン 第560号～第564号

11月 8日 遊技ジャーナル 11月号No.859
11月11日

㈱遊技遊技ジャーナル社

SEQUENCE 11月号 通巻306号

㈱シークエンス

プレミアムリーチ完全攻略ＤＶＤ 1月号

11月29日

㈱アミューズメントプレスジャパン
一般社団法人

11月22日 月刊アミューズメントジャパン 12月号No.219

11月28日

東日本遊技機商業協同組合

日遊協 11月号 Voｌ.307

11月15日 娯楽産業 11月号 通巻630号

11月25日

寄贈いただいた企業・団体名

日本遊技関連事業協会

㈱娯楽産業協会
㈱ガイドワークス
㈱アミューズメントプレスジャパン

日本遊技通信 11月号 通巻1095号

㈲日遊通信

月刊GreenBelt 12月号 Voｌ.610

㈱アド・サークル

月刊遊技経済 11月号 第1338号

㈱遊技経済

遊技通信12月号No.1446

㈱遊技通信社

月刊プレイグラフ 12月号 通巻632号

㈱プレイグラフ社

遊技日本 12月号 通巻670号

㈱近畿出版社

遊報 11月号 No.306

全日本遊技事業協同組合連合会

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11 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

12月の慌ただしさも一段落。年内の仕事もほぼ終えて、2017年のスタート準備は整いました。

銘苅

• 相談部

今年も1年間、無事にさくら通信を発行することができました。ありがとうございました。

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

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

要問合せ

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

1月25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

1月21日（土）

時 間

主 催

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

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
1月8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）
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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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