発行日 2017 年 1 月 26 日

ぱちんこ依存問題相談機関 認定特定非営利活動法人

第 117 号

リカバリーサポート・ネットワーク
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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。

昨年末にあれよあれよという間にＩＲ整備推進法が国会で可決し、年明け早々にはＩＲ準備室が内閣官房に設
置されました。長らくアルコール、薬物、ギャンブリングなどなど依存の問題に関わるなかで、国の依存問題対策
のゆるゆる具合に頭を抱えてきましたが、国の動きの速さにこれほど煽られるとは思いもよりませんでした。中
身はさておき、お国もやる気になればできるんじゃないですか！問題は、準備運動も基礎トレーニングもできて
いない三年寝太郎がいきなり走り出すと危なくて仕方ないことです。ちょっと走ってまた寝てしまうかもしれま
せん。しばらくは、どのような形になってくるのかを注意深く見守らなければなりません。内容も効果も充分でな
いことは重々承知していますが、遊技業界は10年以上前から依存問題に取り組んできました。この点は、公営ギャ
ンブルに比べて評価されるべきだと思います。日本の「ギャンブル依存者」の多くはパチンコが対象だと言われま
す。ひとつの事実だと思います。しかし、長期的な対策を考
える時、本当に標的とすべきはオンライン参加型のネット・
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【視察来所】

（公財）日工組社会安全研究財団32回「パチ
ンコ依存問題研究会」
（2016/12/7）

全日本遊技事業協同組合連合会（全日遊連）
視察来所（2016/12/14）

2016年12月7日に第32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。

2016年12月14日に全日本遊技事業協同組合連合
会（全日遊連）より阿部理事長はじめ9名が視察のた
め来所されました。西村代
表・相談員を交え、ＲＳＮ
の活動経験をもとに、これ
から求められる遊技業界
の依存問題対策について
意見交換を行いました。

研究成果の一部が、
「 精神医学」第58巻第12号に「パ
チンコ・パチスロ遊技障害尺度の短縮版の開発」という
研究報告として掲載されました。

科学技術振興機構（ＪＳＴ）
社会技術研究研究開発センター（ＲＩＳＴＥＸ）

「安全な暮らしをつくる新しい公/私空間の構
築」研究開発領域 研究開発プロジェクト発足
『多様化する嗜癖・嗜虐行動からの回復を支援する
ネットワークの構築（アディクション・トランス・アド
ボカシー・ネットワーク：ＡＴＡ-ｎｅｔ）
』を目的とし
たプロジェクト
（研究代表 龍谷大学石塚伸一教授）が
発足しました。このプロジェクトで西村代表がギャン
ブリングユニットを担当することになりました。

ぱちんこ依存の相談は

【全商協ＲＳＮ支援室より（12 月）】
相談件数 20件
（初回相談17件、
複数回1件、
無言1件、
問合せ1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。
（2016/12/7・22）

050-3541-6420

月～金 10時～ 16時（土日祝祭日除く）
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こんな相談がありました③
～生活保護を受給されている方からの相談～
相談者 ： Ａさん

40代

男性（本人）

仕事の忙しさから、体調を崩し40代でうつ病を発症したＡさん。療養しながら職場復帰を
考えていたが、思うようにいかず退職。収入が途絶え、生活の維持が難しくなったＡさんは、
生活保護を受給する暮らしに。大好きなパチンコは控えていたが、変化のない毎日に苦痛を
感じ、月に数回パチンコで気晴らしをするようになる。保護費でパチンコをしていることに
罪悪感を感じる一方で、少しくらいなら良いだろうという思いもある。
これまで適度なバランスで遊んできたＡさんだったが、年末に支給された保護費（1月支給
分）の大半をパチンコに使ってしまった。2月の支給日まで生活を維持できるか分からない
という危機的な状況だが、生活保護を廃止されてしまうのではないかという恐怖心から、生
活保護の担当ワーカーには相談していない。身近に頼れる人もなく、生活費の心配もあるが、
とにかく話を聞いてもらいたい一心でＲＳＮにつながる。
新年を迎え、相談業務初日から、沢山
の相談が寄せられました。年末年始は
ホールの営業時間の延長が許可されて
いる地域もあり、いつもより長くホー
ルで過ごしてしまった方も多かったの
ではないでしょうか。

落ち込みの原因にもなっているようです。良くも悪く
もパチンコはＡさんの病状に影響を与えていることに
は間違いなく、病状を安定させるためにもパチンコか
ら離れる必要がありそうです。

パチンコでバランスを取る一方で、生活保護を受給す
る自分が仕事もしないでパチンコをしているという罪
悪感が気分の落ち込みにつながることもあるようで
す。うつ病がパチンコに行くきっかけにもなり、気分の

ＩＲ整備推進法によって動き出した国の新たな対
策が生活保護受給者の排除につながらず、真に必要な
支援が届く対策となることを願っております。年明け
早々なんだかとても切なくなる事例でした。

うつ病を発症し社会から取り残されたという思い、
そして社会復帰に対する焦りがＡさんからは伝わって
これまで、適度なバランスで遊技されてきたＡさん。 きました。年末年始の浪費は、理想と現実とのギャップ
パチンコがやめられなくて困っているという状況では に苦しんだ挙げ句に自暴自棄になってしまったためで
ないようです。しかし、これまで上手く付き合えていた もあるようです。とにかく話を聞いてもらいたいとい
からといって、この先もうまく付き合えるとは限りま う訴えからは、孤立し、不安を抱えたＡさん像が浮かび
せん。経済的な余裕がない状況での遊技は、生活に危機 上がってきました。ここで、のめり込み/依存の問題と
的な状況を招いてしまう恐れがあります。今回の出来 捉えてしまうと問題の本質を見失ってしまいそうで
事をきっかけに、パチンコとの付き合い方を見直す必 す。相談員は、Ａさんの問題をのめり込みの問題と捉え
要があるようです。相談員は、Ａさんの生活の変化に るよりも、孤立した生活からの脱却と社会参加の実現
よってどのように遊技状況が変化したのかに注意をは を考えるべきではないかと感じ、Ａさんに伝えました。
Ａさん一人で問題に対処するのが難しいのであれば、
らいながら現状を把握しました。
うつ病を発症してからＡさんの生活は大きく変化し 身近な支援者である生活保護の担当ワーカーに相談す
ています。仕事を失い、人との関わりが極端に少なくな るよう提案しましたが、相談を躊躇されているようで
りました。社会復帰を急ぐあまり病状が悪化し、家に引 した。遠く離れた私たちの電話相談機関を頼られたこ
きこもりがちになったようでした。気分が落ち込んで とからも地域のなかの身近な支援者に対する気持ちの
いるときにはホールに行きたいという気持ちは起きま 壁や、わだかまりが感じられました。
生活保護受給者がパチンコで生活費を浪費すること
せん。パチンコに行きたくなるときは、症状が安定して
きたときです。気分の落ち込みがなく、元気になってく に関して世間からは厳しい目が向けられています。Ａ
ると日々の生活に物足りなさを感じてしまい、パチン さんに限ったことではありませんが、遊技問題に関す
コに刺激を求めてしまいます。生活保護費での暮らし る相談をできないという相談者は多いのです。だから
に金銭的な余裕はなく、普段は生活に支障がないよう こそ援助者は裁く者ではなく、困難や間違えに寄り添
に金額を決めて遊技しています。生活の物足りなさを う者でありたいと私たちは思っています。
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主催：依存の問題の支援に携わる人たちの勉強会in沖縄

共催：リカバリーサポート・ネットワーク

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

さまざまな分野で支援に携わる人たちの勉強会『再考！ギャンブリング問題を持つ人たちの関わり方・支援』
（「依存の問題の支援に携わる人たちの勉強会ｉｎ沖縄」主催、ＲＳＮの共催）が、昨年12月17日に沖縄県名護市の
名桜大学の講義室をお借りして開催されました。学生の参加もあって、約５０人が集まりました。午前中には、浦
和まはろ相談室代表の高澤和彦氏、司法書士の稲村厚氏、ワンデーポート施設長の中村努氏という、
「依存の問題
の支援に携わる人たちの勉強会ｉｎ横浜」の中心メンバーお三方が講演。午後には、ＲＳＮの西村代表が司会を務
め、横浜からの講師陣にフロアの聴衆も巻き込んで、事例検討を行いました。沖縄の勉強会では、実際の事例（ケー
ス）を持ち寄り、支援者がさまざまな立場からの意見を出し合っています。その雰囲気を横浜の勉強会メンバーに
も体験していただきました。
本稿では、沖縄への出張講座となった横浜メンバーによる講演内容をごく短くまとめます。
高澤氏の講演タイトルは、
『 地域での相談が「依存症
だから」という思考停止に陥らないために ～見立て、
その人理解、介入、新たな発見、支援の見直し～』
。カジ
ノ推進法案に関する報道に連動して露出の機会を増や
した「ギャンブル依存症は病気である」という見方とは
別のアングルから支援を見直す必要性を訴えました。
「ギャンブル依存症」と借金問題のみに焦点を当てて
問題解決が図られがちな依存の問題。ところが当人や
周囲からじっくり話を聞いてみると、生活環境や社会
環境への不適応、統合失調症など精神的な不調、発達
障がいや知的障がいなどがあり、そもそも生活が成り
立っていないか不安定だという、個人的な、あるいは社
会的な「背景の問題」がある。表面化した「ギャンブル依
存症」や借金はその“結果”であって“原因”ではなかっ
たということがよくあるのだそうです。そのため支援
計画では“原因”の特定と対策が重要であり、思い切っ
て従来型の「ギャンブル依存症」という枠組みを支援か
ら外してみるのも、
「 病気」いう思い込みに捉われない
ためには有効とのことでした。また、問題の本質を「病
気」とする見立ては支援の根幹を医療に頼ることにな
り、当人の生活の場を中心とした柔軟な支援になりに
くいと指摘されました。

題ですが、
「 なぜ借金が起こったのか」という金銭管理
能力の問題と向き合い、借金の返済よりも今後の生活
の組み立てを優先すべきであると話されました。借金
は専門家に相談すれば、今後の生活の目途がつくまで
安全に「塩漬け」にしておく方法が見つかることがある
とのことです。
トリを務めた中村氏の講演タイトルは、
『ギャンブリ
ングの問題を持つ人たちへの関わり方・支援』。生活や
人生全体を見つめ直すことでパチンコなどギャンブル
の問題を解決する、すなわち「依存問題とは病気ではな
く生活や人生の問題」という認識は、横浜からの講師全
員が共有していました。むしろ、中村氏のこの考え方に
共振する人たちが、ワンデーポートと「依存の問題の支
援に携わる人たちの勉強会ｉｎ横浜」に集まっている
のです。ＲＳＮの相談員も同様の認識を抱いています。

中村氏がワンデーポートでの支援活動で「楽しい」と
感じるのは、問題を抱える人たちとの関係のなかで人
間の多様性に触れた瞬間であり、問題解決の方法は人
の数だけ存在し、回復施設や自助グループも選択肢の
ひとつに過ぎないとのこと。治療が必要な「依存症」と
くくらないこと、本人の困難に寄り添った支援を行う
ことが重要であり、当人に合わないのに回復施設に入
次の稲村氏による講演のタイトルは、
『借金問題への れるということは逆にその人を傷つけることになりか
適切な対処法 ～ギャンブル依存研修～』
。講演は、
「 支 ねないと警告します。講演後半の話題は、中村氏が趣味
援する側も楽しくないとダメだよね、つづかないよね」 とするマラソンへ。自身の体験で得たマラソンの達成
という“気づき”からスタート。パチンコ（パチンコホー 感、気づき、社会や人間関係の拡がりを話す中村氏の表
ル）への過度ののめり込みの問題は、多くの場合、
「家庭 情は、キラキラとしていました。
「 社会は依存（症）につ
に帰りたくないから」、そして「仕事や学校から逃げた いてわかっていないが、依存の問題
いから」起こるのであって、生活の場が楽しければ問題 を抱える人は社会のことをわかっ
は起きにくいと言います。そのうえで、本人の「なんと ていない」と活動で積もった苦々し
か問題を解決したい」という思いを妨げている要因を い思いを吐露する一方で、
「 マラソ
排除することが支援である、と定義されました。
ンなどの趣味によって余暇を充実
稲村氏の専門領域である債務整理・多重債務問題に させることが、当事者が社会と関わ
ついて、債務整理の手順やその際の問題点などを専門 るきっかけをつくることになり、社
家の立場から具体的に解説。ギャンブル依存の問題で 会との相互関係を深化させる」と、
は、当事者も周囲も、もっとも目の行きがちな借金の問 講演をまとめました。
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西村代表の私的娯楽館

其の壱

ピンク映画の衰退が残したメッセージ
カジノ騒動のさなかに新年からいかがなものかと思いましたが…

2016年8月、
「日活ロマンポルノ」復活プロジェクト
の一環で製作された塩田明彦監督の『風に濡れた女』
が、スイスで開催された「第69回ロカルノ国際映画祭」
のコンペティション部門に出品され、若い映画ファン
による「若手審査員賞」の3位に入賞しました。ニュー
スレターの話題としてはいかがなものかとは思いま
したが、今回は「成人向け映画」いわゆる「ピンク映画」
についての私的娯楽感を少々書かせていただきます。
私事ながら1980年代の後半に、映画館でアルバイ
トをしていたことがありました。高校生の頃から時々
映画館でこっそり小遣い稼ぎはしていましたが、大学
生になって働いたのは、いわゆる「ピンク映画」館で
した（知人の穴埋めバイトです…）。その日最後の三
本立ての上映が始まると、券売窓口の女性は上がり
になり、アルバイトが券売りともぎりと終映後の館
内チェックまでをひとりで受け持ちます。館内には、
お客さんを除くと、私以外には映写技師のおじさん
だけ。ふらりとやってくるお客さんに「もう上映が始
まっていて三本は観れません。十時に終映です。それ
でいいですか？」と説明して、ＯＫなら残り時間を勘
案しながら交渉で料金を決めます。支配人の粋な計ら
いで21時以降のお客さんの支払いはアルバイトがポ
ケットに入れていいことになっていて、結構いい稼ぎ
になりました。
さて、今回のテーマは、すえた煙草の匂いがこびり
ついた小汚い夜の映画館のどうでもいい思い出話で
はありません。私がアルバイトしていたのは1986 ～
7年頃で、1988年に日活はロマンポルノの製作を終
えていますから、ポルノ映画館の最晩年と呼べる時期
でした。滅びゆく最後の時を内側からわずかながら目
撃した者として、大衆娯楽の花形であった日本の映画
産業が一つの時代的役割を終え、変わりゆく時代の中
で新たな娯楽としての立ち位置と存在を再獲得する
までの軌跡から、衰退の流れが止まらない遊技業界が
学ぶべきことがあるのではないか？という提言とし
て読んでいただければ幸いです。
映画館の話に戻ります。三本立てのフィルムは、時
期をずらしながら2週間で入れ替えを行うため、ひと
夏アルバイトをすると結構な本数のピンク映画を鑑
賞することになりました。ピンク映画と言えば日活ロ
4

マンポルノが有名ですが、他にもいくつかの製作会社
がありました。低予算、短期間で作成され、基本は裸
と濡れ場の露出ですから、ストーリーは雑なものが多
く、初期の日活ロマンポルノのような芸術性はとうに
失われて、退屈な作品ばかりで、二十歳そこいらの若
者にはちっとも面白くありません。お客さんは中年
以上のおじさんばかり。中年のおじさんたちは、まあ
まあ楽しそう（基本的には無表情…）に鑑賞され、常連
さんもいました。まず、私が学んだことは「若者が集ま
らない娯楽は、大衆娯楽どころか消えていく運命にあ
る」ということでした。マニア化した中高年に支えら
れた世界は、そう遠からず無くなるのは、普通に考え
れば当たり前のことです。
ピンク映画も末期になると集客がままならず、登場
する女性の数、裸のシーン、濡れ場の回数が増え、やた
らと画面上に白いグジャグジャや銀色のぼかしが飛
び交うものになっていました（アナログ時代のモザイ
クはマスターフィルム上に手書きで修正を加えたた
め、今のようなモザイクとは異なりました。意外かも
しれませんが日活製作のポルノ映画にはモザイクや
ぼかしがなく、撮影アングルと演出の工夫が上手にな
されていました）。単純明快な露出刺激を強めれば強
めるほどピンク映画は、むしろ集客力を落とすことと
なり、集客力の低下は制作費の削減を招き、映画とし
ての質の低下が進み、客足は遠のいていくという負の
循環に陥っていました。風営法や映倫の定めるところ
の「わいせつ」のギリギリをつくことに腐心するあま
り、大衆の心の中にある「時代的エロス」とはかけ離れ
たものになっていたように思います。既に時代は、家
庭内で密かに、ほどほどの逸脱感や興奮を楽しむ「エ
ロスの個人化」に移っており、過激な「わいせつ」を公
共の場で共有する楽しみに浸りたい人を惹きつけ続
ける試みもまた遠からず大衆の支持を失うことは明
白でした。夏休み期間中は、昼間は同じ映画館で「東映
まんがまつり」を子どもたち向けに上映していまし
た。おじさんたちのくすんだ欲望の残像が漂う空間
に、子どもたちをいざなうことに後ろめたさを感じ、
上映のおまけのお面やバッジを作り笑顔で渡す自分
の姿にはさすがにげんなりしたことを思い出します。
全盛を誇った映画界が斜陽化し、その流れが加速す
る1960年代に職員の食い扶持を守るために生まれた

ポルノ映画は、大衆の密かな欲望を日の当たる場所に
開放する社会的装置として支持と非難の両者を背負
い走り始めました。当然のごとく、警察とは対立し、監
督の逮捕、フィルムの差し押さえという事態も起きま
した。一方で時代の空気は、ポルノ映画を権力に抗う
代弁者、新たな文化・大衆娯楽に押し上げ、後に活躍す
る多くの優れた映画俳優や製作者を育て上げること
になりました。しかし、既に時代は次のステージに進
み、安保闘争の終焉、ビデオデッキの普及、1980年代
に入ると若者向け成人男性誌（GOROやスコラなど）
が登場し、ポルノ映画館は個人や社会の秘めた負のエ
ネルギーを解放する社会的な役割を終えていました。
「わいせつ」の規制と芸術、表現の自由との闘いの場
は、大手配給映画会社からインデペンデント映画（例
えば、大島渚監督「愛のコリーダ」
（1976）シナリオ台
本がわいせつ物頒布等の罪に問われ裁判となる⇒高
裁で無罪確定）、成人男性誌（掲載作品がわいせつ物と
して写真家が逮捕：加納典明（1995）など）、アート（最
近では、ろくでなし子、北原みのりの逮捕）に移り、表
現者の実験場としての存在価値もなくなっていきま
した。
大衆感情は個人の内的な情動と時代の空気のカク
テルであり、誰もその感情を固定させることはできま
せん。大衆感情によって支えられる大衆娯楽が時代に
よってつくられ、時代によって葬られていくのは、避
けることができない宿命なのでしょう。それでもポ
ルノ映画館が大衆娯楽として何とか生きながらえる
ことができたのは（日活ロマンポルノは1971年から
1988年まで18年間作製されました）のは、1500円
（1987年当時）で約3時間の暇つぶしという庶民の懐
感覚から決して逸脱することがなかったからだと思
います。広告費や製作費をいくらかけようが、どの映
画も映画鑑賞料金は同じ。このポッキリ感は、火が消
えかかっても必ず大衆娯楽として息を吹き返す映画
産業の強みだと言えるでしょう。しかし、一方でこの
ポッキリ感こそがポルノ映画館が姿を消す要因の一
つとなりました。客単価を上げることができない映画
の収益特性ゆえに、客離れを防ぐ策として風営法規制
のギリギリをついて性的刺激の過激化に走った結果、
「わいせつ」の文化・芸術的要素は脇に置かれ、映画と
しての娯楽性を失い、社会からの許容の域も超えてし
まいました。一時の話題にはなっても継続的な効果は
無く、その話題性ゆえにより社会・新たな時代の大衆

んやり眺める二十歳の私。最後のフィルムが映写機
を走り終わると空しく淀んだ暗闇が体を包み、
「 明り
を！」と館内の照明スイッチのレバーを上げに急いだ
あの息苦しさ。今でもその感触をはっきりと思い出す
ことができます。娯楽が生きながら腐敗する時の匂い
…今思えばそうだったのかもしれません。
日活ロマンポルノ復活プロジェクトが、海外では
あっても若い映画ファンから高い評価を受けるまで
には多くの苦労があったことと思います。昔懐かし、
思い出の日活ロマンポルノの復活程度のイベントで
あれば、思い出に浸りたい中高年に喜ばれはしても若
者の支持は得られず、すぐに消え去るだけです。実際、
短期間の日活ロマンポルノの復活が過去にもあった
のですが、すべてうやむやに消滅してしまいました。
過去の栄光やリバイバルで郷愁を誘われるのは、時代
の流れから降りていく人たちだけです。これから生ま
れてくる大衆文化に輝きをもたらし、輝きを得た大衆
文化によって育てられるには、製作者の業としての信
念やプライドを持った若きプロフェッショナルが必
要です。かつて日活ロマンポルノの製作現場で腕を磨
き、その後の不遇の日本映画の中であっても、テレビ
やビデオ作品の監督、製作者としてでも作品を多く
の人に届けたいと踏ん張り続けた映像娯楽界のプロ
フェッショナル、映画人と呼ぶべき幾多の先達の想い
が、時代を超えて新たな人たちに受け継がれたように
思います。
この時代に復活した日活ロマンポルノは決して大
衆娯楽のセンターに立つことはないでしょうが、もし
このプロジェクトに集った製作者らが真に映画を愛
し、新しい「何か」を世に生み出したいと真っ向からぶ
つかっているのであれば、ここからまた新たな娯楽が
芽生えるかもしれません。作品の評価よりも、その一
点においてこのプロジェクトにエールを送りたいと
思います。念のために書き添えますが、私は映画を愛
していますが、特別にポルノ映画に熱い思い入れを
持っているわけではありません…。

感情からは遠のいてしまう結果にしかなりませんで
した。それでも、残ったお客さんを楽しませるには、よ
り刺激を強めるしかない。粗悪な刺激に新たな客は近
寄らず、年齢層が高い固定客も櫛の歯のように欠けて
いきました。すえた臭いがこもった映画館の暗闇の中
に、裸の男女の絡みだけが空しく映写され続けるスク
リーンとそれ眺めるまばらな客、そしてその客席をぼ
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2016 年 12 月の電話相談のデータ報告
12月の相談件数は174件（沖縄RSN154件、全商協RSN支援室20件）で、前月より20件減少しました。例年12月
は季節的による特徴で相談件数が減少し、今回も前年同月と同じ件数になりました。
内訳をみると、初回本人相談が2012年7月以来4年5 ヵ月ぶりに100件を下回り、ホールの稼働状況との関連が
気になる結果となりました。また、12月はＩＲ法案に関連してマスメディアで「ギャンブル依存症」の話題が多く
取り上げられましたが、相談件数への影響は少なかったようです。
2016年の総件数（全商協RSN支援室含む）は2,502件となり、前年比で465件の減少となりました。

2016 年 12 月 1 日～ 2016 年 12 月 31 日
相談件数 174 件（全商協 RSN 支援室 20 件含む）
2016 年 1 月 1 日～ 2016 年 12 月 31 日 2016 年累計 2,502 件 開設からの総件数
（2006 年 4 月～）20,273 件
① 相談回数

② コーラー関係性

別

本人

n=93（初回のみ）
男性
女性
80（86%） 13（14%）

家族・友人
男性
10（26%）

本人
93（71%）

初回
131（85%）

複数回
21（14%）

n=131
（初回のみ）

n=154
家族・友人
（支援室除く） 38（29%）

間違い・無言・
問い合わせ
2（1%）

③ 性

n=38（初回のみ）
女性
28（74%）

①相 談回数…初回相談131件（85％、前月比－15件）、複数回21件（14％、同－4件）、間違い・無言・問合せ2件（1
％、同－4件）でした。複数回相談の割合は前月と変わりませんでした。
②コーラー関係性…初回相談のうち、本人からの相談は93件（71％、前月比－15件）、家族・友人からの相談は38
件（29％、同±0件）でした。前月と比較し、本人相談の減少件数がそのまま初回相談の減少件数となりました。
③性別…本人性別の内訳は男性80件（86％、前月比±0件）、女性13件（14％、同－15件）でした。家族・友人の性別
は、男性10件（26％、同＋4件）、女性28件（74％、同－4件）でした。

④ コーラーの年齢

⑤ 紹介先

34

（初回のみ）
本人
n=93
家族・友人 n=38

28
18

5

10

7

20

6

30

精神保健福祉センター

保健所 1

ギャンブラーズ・アノニマス

10
3

40

5

9
2

50

3

70

80

90（代）

路
n=131（初回のみ 本人、家族・友人のみ）
本

人

家族・友人

合計

ホール内ポスター

40

6

46

インターネット

40

20

60

ＴＶ

0

1

1

他の相談機関

0

2

2

ホール貼付ステッカー

1

0

1

ホール配付ティッシュ

3

1

4

その他

2

6

8

不明・拒否

7

2

9

93

38

131

総計

6

12

6

（初回のみ 複数回答）
本人

2

家族・友人

1

ギャマノン 1

1

60

1

3
13

ワンデーポート
医療機関（主治医戻し含む）

法テラス 1
4
書籍
3
その他 1
紹介先なし

⑥ 経

5

8
55

20

④コ ーラーの年齢…本人相談では30代が最も多い年
代となりました。家族・友人では30代（前月比－11
件）の減少と、50代（同＋5件）、60代（同＋7件）の
増加が目立ちました。
⑤紹介先…家族・友人からの相談では、
「本人の行動を
変えさせたい」という要望が多いのですが、相談では
相談者自身の不安や心配を軽減することを優先しま
す。そのため、相談者自身ができることや居住地付近
で相談できる場所を一緒に探しています。
⑥経 路…ホール内ポスター経由の相談は前月から11
件、インターネット経由の相談は前月比で2件減少
しました。

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が、家族に向けた個別
相談
（RSN共催）を実施しています。
「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つ方の家族に向けた
無料個別相談は、2016年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。
【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。
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

平成28年度 三重県薬物相談ネットワーク整備事業

「当事者を中心とした依存症治療・回復支援」
講演会のご案内
特定非営利活動法人三重ダルクと三重県こころの
健康センターの共催で「当事者を中心とした依存症治
療・回復支援」と題した講演会が開催されます。興味の
ある方はぜひご参加下さい。
【日時】2017年3月3日（金）
【場所】三重県津庁舎6階大会議室
三重県津市桜橋3-446-34
【対象】医療・保健・福祉・教育・更生保護など
精神保健福祉および依存問題に従事する者
【定員】90名（先着順）
【問合せ先】特定非営利活動法人 三重ダルク
☎059-222-7510（担当 稲葉）

事務所だより
大寒波が沖縄にも届き、冬の訪れを感じていま
したが、春の足音はすぐそこまで近づいていま
す。１月末から名護さくら祭りが開催されます。
沖縄のさくらは緋寒桜と呼ばれ、梅や桃のような
濃いピンク色が特徴です。春近し！

RSNに届いた寄贈品一覧（12月1日から12月31日到着分）
到着日

品名（書籍名）

12月 1日 ＰＴＢ Ｑuarterly Report Dec,2016 Voｌ.21
12月 2日 ＰＣＳＡアクションレポート Voｌ.125・126
12月 6日

週刊アミューズメントジャパン 第565号～第568号

㈱アミューズメントプレスジャパン

Vol.85

12月12日 日遊協 12月号 Voｌ.308

12月26日

一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会
㈱遊技遊技ジャーナル社

Toyusho 12月号

㈱娯楽産業協会
東日本遊技機商業協同組合
一般社団法人

日本遊技関連事業協会

SEQUENCE 12月号 通巻307号

㈱シークエンス

日本遊技通信 12月号 通巻1096号

㈲日遊通信

月刊GreenBelt 1月号 Voｌ.611

㈱アド・サークル

月刊遊技経済 12月号 第1339号

㈱遊技経済

月刊プレイグラフ 1月号 通巻633号

㈱プレイグラフ社

12月28日 月刊アミューズメントジャパン 1月号No.220

RSN紹介

一般社団法人パチンコ・トラスティ・ボード

遊技ジャーナル 12月号No.860

12月 8日 娯楽産業 12月号 通巻631号

12月20日

寄贈いただいた企業・団体名

☆
☆
☆
☆

㈱アミューズメントプレスジャパン

※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いただきました。

各部署からのヒトコト報告
• 総務部

2017年が始まりました。スタートダッシュといきたいところですが、まだ初詣にも行っていません…

銘苅

• 相談部

毎年、お正月明けは、気持ちの切り替えがうまくいきません。幼少の頃から続く1月の不思議な病です。

杉山
7
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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

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 宮崎県精神保健福祉センター

0985-27-5663

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

月曜日～金曜日

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

月曜日～金曜日

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

月曜日～金曜日

千葉県

ギャンブル
依存問題個別相談

奇数月・第1水曜日

13：30 ～ 16:30 千葉県精神保健福祉センター

043-263-3892

山形県

依存症相談会

2月23日（水）

要予約

023-624-1217

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

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

2月18日（土）

9:00 ～ 17:00

時 間

さいたま市
こころの健康センター

山形県精神保健福祉センター

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）

044-201-3242

03-5828-3841
048-851-5665

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
045-303-2621
2月5日（日）
13:30 ～ 16:30
人たちの勉強会in横浜
たちの勉強会
（横浜勉強会）
ワンデーポート
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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