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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。

沖縄は一足早く桜が咲きました。北中城村では一月の末にはヒマワリが咲き、それを追いかけるように桜が開
花します。普段は当たり前となっている日々の感覚が、北から南、日本国内でもずいぶん違っていることが、この
時期は視覚的に思い起こされます。動き出したＩＲ整備推進法の影響で、遊技業界の周囲も騒がしくなり、成り行
き上、ＲＳＮも遊技業界の今後の対策のあり方について意見を述べる機会が多くなっています。ＩＲ整備推進法
の成立は、遊技業界が真剣に依存問題に向き合う契機となったに過ぎません。カジノがどうであれ、パチンコユー
ザーがいる限り、今までも、今からも、取り組んでいかなければならない重大な課題であることには変わりありま
せん。これまで、遊技業界が正面からこの問題に取り組んでいく動機づけが薄弱であったことは否めません。これ
からが、遊技業界が「国民の娯楽資源」として生き残るだけの覚悟をもってどこまで変わっていこうとするのか、
その真の存在意義が問われていく正念場になります。
問題が多いものは無くしてしまえという声も聞こえます。
CONTENTS
しかし、遊技業界が縮小するにつれ、闇スロットや闇カジノ
P1・・・・・・ＲＳＮ News
が増え続けていることも考えなければなりません。社会問題
P2・・・・・・援助職の方にこそ知ってほしい 1
の対策は、問題を見えなくすることではなく、見えにくいも
P3・・・・・・こんな相談がありました④
のをさらに隠ぺいしたり、地下に潜らせることなく、しっか
P4 ～ P5・・お薦めする書籍の紹介
りと見定め、適切な対策を行っていくことこそが重要です。
P6・・・・・・ＲＳＮ月次データ報告
ＲＳＮは、そこに居る人たちの声を聴き続けています。
P7・・・・・・トピック＆インフォメーション

RSN News

P8・・・・・・情報掲示板

【活動報告】

【寄付・献金のお礼】

16th ＤＡＲＳ in ＯＳＡＫＡ

薬物依存者回復支援セミナー講演
（2017/1/7・8）
2017年１月7日～ 8日に第16回薬物依存者回復支援
セミナー (16th ＤＡＲＳ in ＯＳＡＫＡ)が大阪府で開
催されました。西村代表が、
「 アディクション概念の再
考」をテーマに講師を務めました。本セミナーは、国立
研究開発法人科学技術振興機構 社会技術研究開発セン
ター（ＲＩＳＴＥＸ）の採択事業である「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
（ＡＴＡネット）」の一部として開催されました。

パチンコ・パチスロ産業21世紀会
賀詞交歓会出席（2017/1/27）
2017年1月27日にパチンコ・パチスロ産業21世紀会
賀詞交換会が東京にて開催され、西村代表が参加しま
した。この席で、業界14団体で構成される21世紀会とし
て、依存問題対策を最優先に取り組んでいく声明が発表
されました。

ぱちんこ依存の相談は

2017年1月18日にパチンコホール企業の株式会社
ガイア様(本社：東京都中央区)より、昨年に引き続き当
法人の活動に対してご寄付をいただきました。
いただいたご寄付は、活動発展のために大切に活用
いたします。貴重なご寄付をありがとうございました。

【取材来所】
2017年1月30日に、株式会社東洋経済新報社の塚崎
朝子さんが、取材のため来所されました。

【全商協ＲＳＮ支援室より（1 月）】
相談件数 14件
（初回相談10件、
複数回0件、
間違い2件、
問合せ2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。
（2017/1/18）

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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依存問題が最優先課題となったぱちんこ業界

何年もかけて議論されながらも、いったんは廃案に
追い込まれ、前年度までも継続審議という棚晒しの状
態に置かれていた「特定複合観光施設区域の整備の推
進に関する法律案」
（以下「ＩＲ推進法（案）」）が、2016
年の年末に突然成立しました。ＩＲ推進法成立の影響
をもっとも大きく受けている既存の業界は、ぱちんこ
業界ではないかと思います。
「依存（のめり込み）の問題
が業界のアキレス腱である」と長らく指摘されていな
がらも、世間を納得させ得るほどには対策を整備する
ことができていなかったぱちんこ（パチンコ・パチス
ロ）への依存問題が社会的に注目され、今後のぱちんこ
業界を考える際に優先して解決されなければならない
問題であると見なされるようになったためです。では
なぜ、ＩＲ・カジノの整備とぱちんこへの依存問題が関
連して語られているのでしょうか。また、ぱちんこ業界
はどのように動こうとしているのでしょうか。

取り決めています（ただし具体的な施策は、厚生労働省
を中心とする共通の施策のほかに、カジノ、ぱちんこ、
公営競技のそれぞれ個別でも立案される可能性が高く
なっています）。政府の動きは素早く、2016年12月26
日には１回目の「ギャンブル等依存症対策推進関係閣
僚会議」を開催し、あわせて次の通称「ＩＲ実施法」制定
の前に「ギャンブル等依存症対策基本法」を制定する方
針を固めています。政策としてギャンブル依存の問題
に、厚生労働省などの関係省庁、都道府県、施設を設置
する自治体が関与して依存の問題に関わっていくこと
になりそうです。ぱちんこ業界はこれまで、監督官庁を
許認可権のある警察庁として、いわば風営法の囲いの
中にいて、他業種・他業界からの新規参入や他省庁によ
る規制から「守られて」いました。しかし、依存問題を突
破口として、ぱちんこ業界を守っていた囲いが破られ
ようとしているのです。

ぱちんこは法律上、賭博、あるいはギャンブルではな
く、
「遊技」として位置づけられ、営業を許可されていま
す。
「遊技」であるためには、
「著しく射幸心をそそるお
それ」のないことが義務づけられています。ですが、ぱ
ちんこ業界は売上や利益を最大化しようと、あるいは
業界の想像する「客の期待」に応えようと、遊技機のい
わゆる
「射幸性」を高め、ホール営業でも「射幸心をそそ
る」ような広告宣伝や営業形態を実施してきました。行
き過ぎた「射幸性」の遊技機や「射幸心をそそる」営業
は、多くのファンの離反と社会からの反感を招きまし
たが、軌道修正ができないまま現在に至ります。そし
て、ぱちんこは社会的に日本最大規模のギャンブルで
あると見なされるようになってしまいました。

2015年の年初から2016年の年末までの２年間、ぱ
ちんこ業界は「遊技くぎ」の問題、あるいは「検定機と性
能が異なる可能性のある遊技機」の問題に取り組み、そ
の結果として70万台以上のパチンコを撤去しました。
また、パチンコ、パチスロともに「高射幸性遊技機」の段
階的な設置比率の抑制にも取り組んでいます。これら
の動きも、今から考えれば、カジノ導入にまつわる政治
動向と関連した業界イメージ改善と依存問題への取組
みであったと見なすことができそうです。警察庁は、遊
技機の問題が一段落したのちに、ぱちんこ業界の健全
化をすすめる二の矢、三の矢となる政策を用意してい
たと思われます。ところが、ＩＲ推進法が成立し、依存
問題への取組みが待ったなしの状況となったのです。

警察庁は年に数度、業界団体の会合に出席して
「行政
講話」を行い、施策の方針を業界に伝えています。１月
20日の今年初めての「行政講話」では、
「 ぱちんこへの
依存問題を最優先課題として位置づける」と伝えまし
た。また、後日開かれた別の会合では、担当官が「営業所
スイメージを社会に定着させる役割を果たしたのは、 （ぱちんこホール）への立入の際には各営業所における
実はぱちんこであると言っても間違いではなさそうで 依存問題への取り組みについても確認させていただき
す。年末の強行採決に見られたように、政府は是が非で ます」と伝えています。
も日本にカジノをつくろうとしています。その準備を
ぱちんこ業界は、警察庁や世間を納得させ得るよう
円滑に進めるうえで、カジノをはじめとするギャンブ な有効な対策を実施し、またそれをうまく世間にア
ルに対するマイナスイメージを軽減させることが必要 ピールできるのでしょうか。また、警察庁はこれから
となります。それにはまず、悪いイメージに包まれたぱ 業界に対して、どのような指導監督の方針で挑むので
ちんこに大きなメスを入れる必要がありました。
しょうか。さらに国は、この問題でどのような政策を打
カジノに反対する理由にはさまざまなものがありま
すが、
「イメージが悪い」
「依存症が怖い」
「治安が悪化す
る」の３点が、日本への導入にあたっての最大の課題と
して捉えられているようです。日本にカジノはこれま
で存在しなかったので、カジノに対するこれらマイナ

ＩＲ推進法を成立させた政府はすぐに、ギャンブル
依存の問題に優先して取り組むことを決定していま
す。そしてこの枠内に、ぱちんこと公営競技を含めると
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ち出してくるのでしょうか。昨年末よりぱちんこ業界
を取り巻く環境は、依存問題を焦点として、急展開して
います。

こんな相談がありました④
～さまざまな思いを抱く相談者～
相談者Ａさん

相談者Ｃさん

初めてのパチンコで、大勝してしまったＡさん。
遊んで簡単にお金が増えたことに衝撃を受け、連
勝を重ねることで、パチンコは勝てるという思い
こみが生まれた。負け続けた後に勝つと、やはり自
分は特別だと優越感を感じる。

パチンコの負けを取り戻したい。パチンコで
作った借金もあるので、勝って返済の足しにした
い。パチンコで勝たないと生活も借金返済もでき
ない。難しいとは思うが他に選択肢がない。勝たな
ければいけないのです。

相談者Ｂさん

相談者Ｄさん

いつも自分が遊技した後に座った人が少額で大
当たりする。これは絶対に遠隔操作している。カメ
ラで顔認証して大当たりを決めているに違いな
い。だから自分はいつも勝てない。続けて負けさせ
てたまに勝たせるのもホールの仕業だ！

これまでパチンコにいくらお金をつぎ込んだか
わからない。勝ってからやめたい。最後に大勝し
て、少しでも負けを取り戻さないと気が済まない。
少額の勝ちでは納得できない。勝って気分良くや
めたい。

暇なひとときを非日常の空間で楽し
む。勝っても負けても恨みっこなしの
運だめし。相談員の個人的な見解です
が、適度な遊技とはこのような感じで
しょうか。
相談者のなかには、勝ちにこだわるあまりに、負けた
という結果を受け入れず、事実と相反する歪んだ思い
（信念）を抱く方もおられます。事例のＡ～Ｄさんのよ
うな、勝つことへの強い思い、執着心をお持ちの方は
少なくありません。ＲＳＮにお電話をいただいている
時点で勝てないことは察しているとは思うのですが、
相談者は勝つことへの情熱を熱っぽく語ります。強い
思いを否定することはしませんが、事実を認識して受
け入れないと次に進むことはできません。相談者には
辛い作業になるかもしれませんが、
「 勝てないという
事実」を受け入れていただくために、これまでの経験を
振り返り、
「遊技することでお金は増えているのか？」
「勝ったお金で借金を返済できたのか？」
「生活は楽に
なっているのか？」といった目的と結果の事実確認を
一緒に行います。身近な家族や友人に指摘されると反
発したくなるものですが、相談員の立場からの客観的
な指摘は意外に受け入れやすいようです。現実と向き
合い事実を受け入れることは、問題改善の大きな一歩
です。しかし、勝てない事実を一方的に認めさせること
が目的ではありません。大切な事は、これまでに苦しい
思いや、辛い経験をしてきたにも関わらず、事実を捻じ
曲げてまで遊技を優先しなければならなかった理由や

背景はどこにあるのかを相談者と一緒に考えることで
す。
「過度な期待による歪んだ認知」
「環境的な要因」
「精
神医学的な問題」など、表面化した問題に隠れている背
景問題は個々人でさまざまです。相談員の役割は、この
複雑に絡んだ紐を丁寧に解きほぐして整理をするお手
伝いです。依存の問題というくくりで捉え、紐が固く締
まってしまわないように先入観を捨て、幅広い視点で
考えることが重要です。
多くのユーザーは、大前提として長い目で見れば勝
てないという事実を受入れつつ、今日は勝てるという
期待（幻想）を抱き、ドキドキしながらホールを利用さ
れていると思います。期待通りの結果でなくても、どこ
かで納得し、ひとときの時間を楽しんでます。一方で、
過度な期待を持ち、勝てるという幻想を抱いてのめり
込んでしまう方がおられるのも事実です。本人の特性
や遊技に対する親和性など、のめり込む要因は個人の
内面に帰因するものから、過度な期待を持たせるよう
な遊技台の演出やホールの広告など、提供側の問題も
あります。双方のバランスをとることはとても難しい
ことです。
相談の仕事に携わると個性的な考えを持つ方々との
出会いがあります。相談員は、受話器の向こうの声に耳
を傾け、生活像をイメージしながら相談者の抱える問
題と向き合っています。今回の「こん
な相談がありました④」では、冷静さ
を欠いた、勝つことへの強い思いを抱
く事例を簡単にご紹介しました。
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ＲＳＮ相談員がお薦めする書籍の紹介

なんとも不思議な依存の世界。理屈や常識だけでは理解することが難しく、頭を悩ませる援助職の方も
多くおられるのではないでしょうか。パチンコやスロットについての偏った意見や否定的で感情的な書
籍は沢山ありますが、支援について書いてある書籍は少ないのが現状です。またパチンコ・スロットは日
本独自の娯楽ということもあり、海外の文献はみあたりません。そこで、今回は、数少ない書籍の中から、
ＲＳＮ相談員が選りすぐりの書籍をご紹介します。

「ギャンブル依存との向きあい方
一人ひとりにあわせた支援で平穏な暮らしを取り戻す

本人・家族と援助職者に
お薦めの書籍

認定ＮＰＯ法人ワンデーポート 編
中村 努/高澤 和彦/稲村 厚 著
明石書店 本体2,000円＋税
2012年5月30日初版

「ギャンブル依存と生きる
家族、支援者と生きづらさを乗り越えるために

稲村 厚 著

」

彩流社 本体1,800円＋税

2016年10月23日初版

ISBN978-4-7791-2261-3

「ギャンブルがやめられず多額の借金を重ねる…。本
人も家族も安定した生活を取り戻すためにはどうすれ
ばいいのか。本人の生きづらさと向き合い、柔軟に粘り
強く支える支援とは…。」
（本文より）
ギャンブルに問題がある人のた
めの、日本初の支援施設である認定
ＮＰＯ法人ワンデーポートの設立
にかかわり、現在は同法人の理事長
でもある稲村厚さんの新刊。稲村さ
んはＲＳＮの理事も務めています。
司法書士として、借金の深刻な原
因の一つであるギャンブリング問
題と関わり、500名を超える相談経験をまとめてきた
稲村さん。ギャンブリング問題で悩む本人・家族や支援
者の方への解決のヒントになればという思いから、こ
の本を出版しました。
第一章では、Ｑ＆Ａ方式で相談者の「問い」に回答し、
第二章以降では事例を通して、その人の背景に目を向
けた支援を紹介しています。個人の価値観やライフス
タイルが多様化した現代社会では、ギャンブリング問
題を抱える方の背景もさまざまであり、支援者側には
幅広い視点ときめ細やかな支援が求められています。
司法書士でありながら、大学院で社会心理学を学び、専
門分野だけに留まらない稲村さんの幅広い視点は、支
援に行き詰った援助職者の一助になるはずです。
“完治しない進行性で不治の病”といった都市伝説的
な情報に振り回され絶望している家族や当事者の方に
は特にお薦めな書籍です。モヤモヤした気持ちが整理
できる一冊です。
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」

ISBN978-4-7503-3599-5

この書籍は、ギャンブルの問題を
「ギャンブル依存症」と一律に捉える
のではなく、問題を抱えている人の
さまざまな背景を明確にして支援を
考えるということを理解してもらう
ことを目的としています。
回復支援のなかで試行錯誤を重ね
て培った実践と経験に基づいて創り
上げられた一冊です。依存問題に携わっている援助職
の方には特にお薦めです。初版から4年経過しています
が、内容は新鮮です。
“ギャンブル依存症は病気です”という視点で支援を
考えないことで問題の本質が見えるという、
「目から鱗
が落ちる」的な書籍です。

「私、パチンコ中毒から復帰しました！
ギャンブル地獄から完璧に抜け出す方法 」
本田 白寿 著
中公新書ラクレ

本体740円＋税

2013年1月10日初版

ISBN978-4-12-150441-8

著者の実体験を基に、ごく普通の
サラリーマンが経験した「どん底」か
ら、自分の問題の本質と向き合い本
来の自分を取り戻すまでが、詳細に
書いてあります。あえて”パチンコ中
毒”と表記したことも著者なりの考
えがあってのこと。
パチンコ業界に対する批判的な意
見や依存の恐ろしさを綴った書籍が氾濫するなかで、
当事者の苦しみや葛藤をリアルに感じ取ることができ
る一冊です。現在進行形でパチンコにのめり込んでい
る方、当事者の考えが理解できない家族、援助職の方は
是非、読んでみて下さい。
みんなパチエゴ（パチンコしたい自分）に負けるな！

特に援助職者の方に
お薦めの書籍
エビデンス・ベイスト心理療法シリーズ

ギャンブル依存

Problem and pathological Gambling

J・P・ウェラン、T・A・スティーンバーグ 他 著
福居 顯二・土田 英人 監訳
金剛出版 2,400円＋税
2015年6月10日初版

ISBN978-4-7724-1306-0

「幸運と不運が表裏一体、紙一重
で訪れることが、他の何よりも人類
を楽しませてきた。ギャンブルは人
類文明のごく初期から人類共通の
娯楽活動であった…。」
（序文より）
心理療法シリーズの一環として
出された書籍ですが、治療介入の
基礎知識を中心とした内容となっ
ています。
「 ギャンブル依存症」の用語が使われていな
いテキストブックが本邦でようやく出版されたことは
喜ばしいことです。ギャンブル行為について問題の定
義および理論的基礎について、また「問題ギャンブル」
と「病的ギャンブル」に関する背景知識、これらの問題
を理解するための原書の出版された2007年時点の最
新モデルについて有用な情報が掲載されています。用
語が整理されているため、とても理解しやすい内容と
なっています。

モデルで考える精神疾患
ピーター・タイラー /デレック・スタインバーグ 著
堀 弘明 訳

ダイレクト・ソーシャルワークハンドブック
対人支援の理論と技術

ディーン・Ｈ・ヘプワース 他 著
武田 信子 監修
北島 英治 他 監訳
明石書店 25,000円＋税
2015年3月31日初版

「ソーシャルワーク固有の使命と価値観に基づくさ
まざまなモデル、理論、技法を紹介する。本書で取り上
げるアプローチは、エビデンスに基づいたものであり、
同時にストレングスとエンパワメントの視点を重視し
たものである。」
（序文より）
この書籍は、北米のソーシャルワーク教育の大学院
で使われている最もポピュラーなテキストです。日本
の社会福祉従事者のみならず、臨床心理士をはじめと
する対人支援専門職に理解を促進したいという強い思
いから翻訳されました。
ソーシャルワーカーの目的・概
要・倫理の第1部から、援助の終結
ま で の4部 構 成 と な っ て い ま す。
1000ページ近い学術書で、読み切
るにはかなりの時間が必要です
が、興味のある部分から読み進め
ていくことをお薦めします。ＲＳ
Ｎ相談員も疑問を感じたときに広
げています。

発達が気になる子の
「ステキ」を伸ばすかかわり方
加藤 潔 著

明石書店 本体1,600円＋税

2015年10月23日初版

星和書店 本体2,800円＋税
2012年9月15日初版

ISBN978-4-7911-0818-3

精神医学の世界で用いられている主要な4つの概念
モデルである、疾患モデル、精神力動モデル、社会モデ
ル、認知行動モデルについて、それぞれの長所と限界を
見据えながら解説。問題ギャンブルの多様な側面を理
解し、その全体像を捉えるためにはどのモデルも必要
不可欠であるということを明らか
にしています。
医療関係者だけではなく、患者さ
んや家族にも解りやすく書いてあ
る書籍です。行動主義心理学の歴史
的な人物や背景まで様々な角度か
ら学ぶことができる一冊。とても勉
強になります。

ISBN978-4-7503-4171-2

ISBN978-4-7503-4259-7

発達障がいがある気になる子どもの特性を
「少数派」
という視点からポジティブに発想を転換することで、
気になる子は「その気になる子」であると捉えることを
提唱。親業に悩んだとき、気になる子の「ステキ」を伸ば
し、
「 その気になる子」に育てていくためのポイントを
具体的に解説しています。多数派の意見が当たり前と
考えがちですが、この書籍はそんな当たり前や常識を
変えてくれる、やさしさにあふれ
た一冊です。
本書では、のめり込み問題のこ
とについては取り上げていません
が、発達の問題とのめり込みの問
題は関連するところがあります。
ＲＳＮ相談員も気になる子どもの
特徴についてこの書籍から学び、
相談業務に役立てています。
5
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リカバリーサポート・ネットワーク

2017 年 1 月の電話相談のデータ報告
1月の相談件数は171件（沖縄ＲＳＮ157件、全商協ＲＳＮ支援室14件）で、前月より3件減少しました。数年前ま
では12月に向けて減少し、1月には増加に転ずる傾向がありましたが、今年は減少したままの件数でした。前年同
月比では32件の減少となり、大雪などの気象の影響を含め、引き続き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。1月27日にパチンコ・パチスロ産業21世紀会が賀詞交歓会で「パチンコ・パチスロ依存（のめり込み）
問題に対する声明」を出すなど、遊技業界では依存問題が今年の「最優先課題」となりました。必要な方へ支援が届
くよう、皆様のご協力をよろしくお願いしたします。

2017 年 1 月 1 日～ 2017 年 1 月 31 日
相談件数 171 件（全商協ＲＳＮ支援室 14 件含む）
2017 年 1 月 1 日～ 2017 年 1 月 31 日 2017 年累計 171 件 開設からの総件数
（2006 年 4 月～）20,444 件
① 相談回数

② コーラー関係性

別

本人

n=99（初回のみ）
男性
女性
83（84%） 16（16%）

家族・友人
男性
7（26%）

本人
99（79%）

初回
126（80%）

複数回
29（19%）

n=126
（初回のみ）

n=157
家族・友人
（支援室除く） 27（21%）

間違い・無言・
問い合わせ
2（1%）

③ 性

n=27（初回のみ）
女性
20（74%）

①相談回数…初回相談126件（80％、前月比－5件）、複数回29件（19％、同＋8件）、間違い・無言・問合せ2件（1％、
同±0件）でした。複数回の割合が前月比で5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99件（79％、前月比＋6件）、家族・友人からの相談は27
件（21％、同－11件）でした。本人からの相談は、2 ヵ月連続で100件を下回りました。
③性別…本人性別の内訳は、男性83件（84％、前月比＋3件）、女性16件（16％、同＋3件）でした。家族・友人の性別
は、男性7件（26％、同－3件）、女性20件（74％、同－8件）でした。

④ コーラーの年齢
35

⑤ 紹介先
（初回のみ）
本人
n=99
家族・友人 n=27

31

精神保健福祉センター
福祉事務所
保健所

2
2

2

ワンデーポート 2
医療機関（主治医戻し含む）

15
4

1

10

5

4

20

30

8

40

ギャンブラーズ・アノニマス

9
5

50

4 3

60

1 1

70

80

90（代）

本

ホール内ポスター

人

家族・友人

合計

36

3

39

3

0

3

46

19

65

ＴＶ

0

1

1

雑誌

2

0

2

ホール配付ティッシュ
インターネット

ＷＥＢアプリ

1

0

1

他の相談機関

0

1

1

その他

5

2

7

不明・拒否
6

家族・友人

1

10

9
3

8
67

7

路
n=126（初回のみ 本人、家族・友人のみ）

総計

（初回のみ 複数回答）
本人

ギャマノン 1
法テラス 1
6
書籍
3
その他 2
紹介先なし

⑥ 経

6

4

6

1

7

99

27

126

④コーラーの年齢…本人相談では20代の増加（前月比
＋7件）、家族・友人では40代の増加（前月比＋5件）が
目立ちました。
⑤紹 介先…本人相談では、福祉事務所へ4件紹介しま
した。すでに生活保護を受給している方で金銭管理
が困難な場合、日常生活の支援が受けられるよう、ケ
ースワーカーに相談することを提案しています。
⑥経路…ホール内ポスター経由の相談は前月比で7件
減少、前年同月比で27件減少しました。一方、インタ
ーネット経由の相談は前月比で５件増加、前年同月
比で15件増加しました。ＷＥＢアプリ（パーラージ
キル＆ハイド）経由の相談が1件ありました。

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
2016年にＲＳＮ電話相談を利用された2,502件
についてデータ化し、集計・分析をまとめた「2016年
電話相談事業報告書」を現在作成中です。本報告書
は、4月下旬完成予定です。ご希望の方は、ＲＳＮに
ご連絡下さい。ＲＳＮのＨＰのお問合せフォームか
らもご連絡いただけます。
（連絡先をお忘れなく！）
☎/ＦＡＸ

098-871-9671（ＲＳＮ代表電話）

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（ＡTＡネット）
キック・オフ・シンポジュウムのご案内
西村代表がギャンブリングユニットを担当する研
究・社会実装プロジェクトＡＴＡネットのキック・オ
フ・シンポジウムが、３月11日（土）10:30 ～ 17：00
ＴＫＣ飯田橋本社２階ホール（東京都新宿区）にて開
催されます。参加無料。事前に参加申し込みが必要で
す。同封チラシをご参照下さい。

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
ＮＰＯ法人三重ダルクと三重県こころの健康セン
ター（精神保健福祉センター）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症問題に従事する者
【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）

ＲＳＮに届いた寄贈品一覧（1月1日から1月31日到着分）
到着日

1月 5日

品名（書籍名）

寄贈いただいた企業・団体名

遊技ジャーナル 1月号No.861

㈱遊技遊技ジャーナル社

遊技日本1月号・2月号 通巻671・672号

㈱近畿出版社

遊報12月号・1月号 NO.307・308

全日本遊技事業協同組合連合会

遊技通信1月号 NO.1447

㈱遊技通信社

週刊アミューズメントジャパン 第569号～第573号

㈱アミューズメントプレスジャパン

Toyusho 12月号

東日本遊技機商業協同組合

Vol.86

娯楽産業 1月号 通巻632号

RSN紹介

☆
☆
☆

㈱娯楽産業協会

パチンコジャーナル2017・プレミアムリーチ完全攻略 ㈱ガイドワークス
1月12日
1月17日
1月20日
1月23日
1月24日
1月27日

SEQUENCE 1月号 通巻308号

㈱シークエンス

フェイム1月号Voｌ.281

ほくとう通信社

日遊協 1月号 Voｌ.309

一般社団法人

ダイナムグループ通信2017年冬号Voｌ.8

㈱ダイナム

日本遊技通信 1月号 通巻1097号

㈲日遊通信

ＰＣＳＡアクションレポート Voｌ.127

一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会

月刊アミューズメントジャパン 2月号No.221

㈱アミューズメントプレスジャパン

月刊GreenBelt 2月号 Voｌ.612

㈱アド・サークル

TO ＹＯＵ NEWS Voｌ.125

東京都遊技業協同組合

月刊プレイグラフ 2月号 通巻634号

㈱プレイグラフ社

遊技通信2月号NO.1448

㈲日遊通信

月刊遊技経済 1月号 第1340号

㈱遊技経済

日本遊技関連事業協会

☆

☆
☆

※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17 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

慌ただしい毎日が過ぎてます。気がつくと、あっという間に一カ月が過ぎ去ってます。

銘苅

• 相談部

長年苦しんできたゴルフですが、やっと100を切りました。次の目標は、平均スコア90台です。

内藤
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

要問合せ

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

3月22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

3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 ～ 12:00
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
048-796-7630
3月5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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