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ぱちんこ依存問題相談機関からのメッセージ

119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。

３月ともなれば、沖縄はもうずいぶんと暖かく、さすがに冬の名残はありません。ＩＲ整備推進法で、依存問題
対策が国の緊急対策となり、ＲＳＮは大忙しです。のど元過ぎれば熱さ忘るるの格言のごとく、ホール内のポス
ター貼付の取り組みも時間がたてばおざなりになりがちでした。昨年末までは相談件数がずいぶんと減っていま
したが、年が明け、依存問題対策の大号令がかかり、ポスター貼付の意識が再度高まっていることを実感します。
２月は、久しぶりに300件を超える相談が寄せられました。ホールの数も遊技人口も減ってはいますが、まだまだ
相談、介入が必要な問題あるパチンコユーザーがたくさんいます。
依存問題対策となると、相談機関の増設や相談員の配置、医療機関の整備、予防教育といったことばかりが注目
されます。確かに、対応できる機関が整備されなければ、対策はできません。しかし、どのようにすれば問題を抱え
る人たちに情報が届き、どのようにすればその人たちに自分
の問題解決のために力を借りようと決意し行動を起しても
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RSN News
【活動報告】
沖縄ダルク22周年感謝フォーラム参加
（2017/2/4）

一般社団法人パチンコ・チェーンスア協会
（ＰＣＳＡ）公開経営勉強会にて講演
2017年2月4日に沖縄ダルク23周年感謝フォーラム （2017/2/20）

「ゆいまーる」が沖縄コンベンションセンター（沖縄県
宜野湾市）で開催され、西村代表が参加し、依存問題の
支援について話をしました。そのフォーラムの一部が、
沖縄テレビで放送されました。

多様化する嗜癖・嗜虐行動をめぐる
トランス・アドヴォカシー・ネットワーク
（ＡＴＡ－ｎｅｔ）(2017/2/6)
2017年2月6日に京都府でＡＴＡ-ｎｅｔの一環で、
みらいファンド沖縄の平良星斗さんを招いて沖縄型円
卓会議を学ぶ「えんたく研究会」が開催され、西村代表
が参加しました。今後のネットワーク構築に大変有用
な知識と発想を得ることができました。３月11日に東
京にて、キックオフ・シンポジウムが開かれました。

ぱちんこ依存の相談は

2017年２月20日に東京にてＰＣＳＡ主催の公開勉
強会にて西村代表が
「ＩＲ整備推進法とパチンコ・パチ
スロ依存問題」のテーマで基調講演を行い、シンポジス
トを務めました。参加者は約250名でした。力武一郎Ｒ
ＳＮ理事（大分県遊協理事長、全日遊連遊技関連依存問
題検討ＰＴ委員）がシンポジストとして参加され、依存
問題対策の意義を述べられました。

【全商協ＲＳＮ支援室より（2 月）】
相談件数 75件
（初回相談36件、
無言1件、
問合せ38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。
（2017/2/16）

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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2016年 年間データ報告
（暫定版）
2016年1月1日～ 12月31日までの一年間に寄せられた電話相談2502件を
集計した基礎データを「暫定版」として報告します。詳細については、
「電話相
談事業報告書」として4月下旬の発行・配布を予定しています。

●月別相談件数
2016年1月1日 か ら 同 年12月31日 ま で に 寄 せ ら れ
た全相談件数は、2502件でした（全商協ＲＳＮ支援室
含む）。開設（2006年4月）以来の相談件数は2万件を突
破し、20273件となりました。全相談件数は、前年より
465件減少し、月平均の相談件数は、208.5件（2015年
247.0件）でした。ＩＲ整備推進法の成立を受けて遊技
業界の依存問題対策が強化されることにより、2017
年は相談件数は増加すると予測しています。
●都道府県別相談件数
都道府県別相談件数（ＲＳＮ沖縄事務所で受けた初回
相談のみを抽出、
「不明・拒否」を除く）の上位は、東京都
186件（前年比－15件）、大阪府145件（同－41件）、千葉
県117件（同－26件）、神奈川県105件（同－6件）、埼玉県
101件（同－21件）でした。47都道府県のうち、全体の
相談件数の減少にともなって37の都道府県で減少して
いたものの、9の県では増加しました。
●相談者の関係性
電話相談につながった「相談者の関係性」の内訳は、
本人1400件（77％前年比－275件）、家族・友人414件
（23％同－63件）でした。RSN開設から2013年まで、
本人の比率は継続して増加していましたが、2014年
より3年連続で低下しています。かわって増加しつつあ
るのが家族・友人からの相談が占める比率で、2013年
まで減少していましたが、2014年より3年連続して増
加しました。ただし、本人の減少率、家族・友人の増加率
ともにわずかで、変化は緩やかです。
●相談者の相談経路
相談者が電話相談に至った相談経路の構成比率上位
3位は、ホール内ポスター 43％、インターネット38％、
ホール配布ティッシュ 5％でした。中長期的に見ると、
ホール内ポスターの比率が低下し、インターネットが
増加する傾向にありますが、この2つが突出して高い
という状況は変化していません。また、前年と比較する
と、ホール配布ティッシュの増加が目立ちます。2015
年11月から2016年5月にかけて、全商協傘下の8つの
協同組合が順次ティッシュを配布する啓発活動を実施
しており、その効果が表れたようです。

【月別相談件数】
● 2015 年 n=2,967
● 2016 年 n=2,502
（全商協 RSN 支援室含む）
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【都道府県別相談件数】
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（初回のみ）

【相談者の関係性】
2015年
本人
家族・友人

2016年

1675(78)

1400(77)

477(22)

414(23)

ホール関係者

1(0)

0(0)

援助者

6(0)

2(0)

不明・拒否

0(0)

0(0)

2159(100)

1816(100)

総計

（初回のみ 表カッコ内はパーセント）

【相談者の相談経路】
2015年
ホール内ポスター

947(44)

2016年
779(43)

ホール貼付ステッカー

19(1)

20(1)

ホール配付ティッシュ

56(2)

84(5)

新聞
インターネット
TV

15(1)

4(0)

779(36)

683(38)

4(0)

2(0)

雑誌

61(3)

18(1)

他の相談機関

39(2)

23(1)

155(7)

121(7)

その他
不明・拒否
総計

84(4)

82(4)

2159(100)

1816(100)

（初回のみ 表カッコ内はパーセント）
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西村代表のちょっとレクチャー

ＩＲの登場で変わる遊技業界と社会の関係

ＩＲ整備推進法とギャンブル等の依存（症）対策の法整備によって
これから遊技業界と社会の関係はどのように変わっていくのでしょうか
昨年末のＩＲ整備推進法から、遊技業界とパチンコ依存問題との関係は大きく変わり始めています。悲惨な飲
酒運転による死亡事故が相次ぎ飲酒運転の罰則が強化され、アルコール健康障害対策基本法がようやく超党派議
員によって平成25年12月に制定された時も、危険ドラッグや覚醒剤などの薬物乱用・依存の社会問題化でも国の
依存症対策推進本部は設置されることがありませんでした。今回、まだ影も形もない国内のカジノ問題や実態が
よくわかっていない「いわゆるギャンブル依存症」の対策が課題に挙がった途端に、驚くべき速さで依存症対策推
進本部（本部長：塩崎恭久・厚生労働大臣）が設置され、依存問題対策が国策水準の課題に浮上しました。これは、日
本国が始まって以来の出来事です。
実は、ＩＲ整備推進法を引き金に動き出したのは「いわゆるギャンブル依存症」だけではありません。この依存
問題を取り巻く社会的なスキーム（枠組み）の変化は、遊技業界と社会のスキームをどのように変えていくのかに
ついて考えてみました。
【これまでは】
左の図は現在の世論、行政、遊技業界の関係を簡易
的図示したものです。遊技業界は、警察庁によって監
督されています。警察庁は、風営法の遵守を遊技業界
に求め、遊技業界は法令を遵守し、指導・通達に対し主
に自主規制によって遊技性能や営業基準を変更する
という形となっています。風営法は、国民が問題意識
を持ち、風俗環境規制の強化を求める声が高まるとそ
れに応えて指導や規制を行う「事後法」
（ 後追い法）の
性格が強い法律です。そのため、警察庁と遊技業界が
社会的な折り合いが見つかる最終的な落としどころを見つければ、それで良いとなる部分もあれば、逆に問題が
生じていても社会的な問題として取り上げられなければ、指導も規制もなされないという面があります。
【これからは】
しかし、これまでのスキーム（枠組み）はこの春で終
わると考えなければなりません。今後、
「 依存問題」は、
風営法・依存（症）対策法（現行法への対策内容の追加の
可能性もあり）の二つの法により管理・監督されること
になります。しかも、この二つの法によって、未成年対
策、地域社会への影響対策という同じ内容が警察庁の
管理・監督の責任となります。遊技業界は、二つの法を
遵守し、未成年対策、地域社会への影響対策は、罰則が
発生する責務を負うことになります。依存（症）対策法
は、風営法と異なり賭博法の抵触を回避することが目
的ではなく遊技業界に賭博とほぼ同じ水準の対策を求
めることが目的です。また、依存（症）対策法は、遊技業
界に問題の発生を防止する義務を求める「事前法」です。問題が生じてから調整を行う事後法の風営法と、問題が
起きないように先回りをする事前法の両者から遊技産業の在り方が管理・監督されます。監督する警察庁もまた、
他の省庁から成果を求められる立ち位置となり、社会から、警察庁から、他の省庁から、政治家から明確で、数値と
して目に見える対策効果が求められます。実際の効果は当然として、これからの対策は、国民の不安を軽減・改善
しうるものでなければ、対策強化の圧力は高まり続けることになります。国民の目線に立ったしっかりとした対
策に取り組める社会資源であるかを、世の中が、そして時代が遊技業界に厳しく問いかけています。遊技業界は、
それに応えることができるでしょうか？
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「今年はちょっとヒマかな」
から
鳴り止まぬ相談電話に追われる毎日へ

電話相談の件数は、ホールが実施する啓発活動の実
施状況に大きな影響を受けます。ホールが熱心に依存
（のめり込み）の問題について注意喚起を行えば、電話
相談の件数は増加します。また逆に、注意喚起を行わな
いように
（あるいは、更新しないように）なっていけば、
件数は減少していきます。年間の相談件数は、2013年
をピークとして、昨年の2016年まで３年連続で緩やか
に減少していました。

談に入っても、電話はまだ鳴りつづけています。2月
の業務日数は20日間でしたが、1カ月の相談件数は前
月からおよそ倍となる348件（全商協ＲＳＮ支援室を
含む）となりました。ひとりの相談員は、鳴りやまない
電話をにらみつけながら、
「536万人は嘘ではなかった
（信じてはいませんが…）」と、ため息まじりでつぶやい
ていました。電話相談の勢いは3月に入っても衰える
ことなく、1日あたり25件のペースが続いています。

昨年末に、カジノを含む統合型リゾート施設の整備
推進を定めた通称「ＩＲ推進法」が成立し、政府はカジ
ノ導入の準備のため、社会の不安材料となっている

「カジノ」から連想される「依存症の恐怖」が昨年末よ
りさまざまなメディアで喧伝されていたにもかかわら
ず、1月の相談件数は低調であったこと、そしてホー

「ギャンブル依存症」への対策を急ぐことを決定しまし
た。年末年始のテレビや新聞などのマスコミ報道には、
「カジノ」や「依存症」といった言葉が溢れていました。
「ギャンブル依存症」の恐怖を煽る情報が爆発的に増え
た1月となったわけですが、電話相談の件数は、増える
どころか昨年までを下まわる低調なペースで推移し、
東京の全商協ＲＳＮ支援室への電話件数を合わせて
171件でした。ぱちんこのファン人口と店舗数は減少
していくことはあっても増加しないという見通しをも
とに、電話相談の件数は現状維持か減少に向かうと予
想して、
「今年はちょっとヒマになるかも」などと、相談
員はのんきに話し合っていました。
事態が一変したのは、警察庁の担当官が業界に対し
て依存問題対策の取組みを強化するよう要請したとさ
れる2月上旬以降のことでした。またその頃より所轄
署は、ホールの依存対策の取組状況についての調査を
開始していたようでした。この動きを受けて、まず、啓
発ポスターに対する電話とメールでの問い合わせがＲ
ＳＮに殺到しました。警察による要請と調査の項目に
啓発ポスターの貼付が含まれていたからです。問い合
わせてきたホールでも、これまでまったく貼っていな
かったわけではないのでしょうが、貼付する箇所と枚
数を増やして遊技客の目につきやすいようにしたと
ころが多かったようです。全力で取り組んでいたとは
言えず、さらに貼付する余地を残していたホールも多
かったこと、さらには、まさに「鶴の一声」で業界が一斉
に同じ方向に動き始めたことを、実感させられました。
次にやってきたのが、電話相談の急増です。2013年
のピーク時に迫る勢いでした。最近では、特に休み明け
となる月曜日、朝10時の電話相談開始時に、すべての
回線が鳴り始めています。相談員が受けきれない順番
待ちの電話が鳴りやまず、1件の相談を終えて次の相
4

ルでの啓発ポスターの増加に連動して2月中旬以降の
相談件数が急増したことからは、次の2点の仮説を導
くことができます。まず1点目は、ぱちんこファン、な
かでも電話相談に至るような問題を抱えたファンとそ
の家族は、世間の動向にはそれほど敏感ではなさそう
だ、ということです。もし敏感であれば、
「ギャンブル」
や「依存症」という言葉がメディアに溢れていた1月中
に、相談件数は増えていたと思われるからです。ぱちん
このファンでいつづけている人たちの多くは、世間か
らのぱちんこバッシングに鈍感だと言えそうです。
世間の動向には無関心なぱちんこファンも、ホール
のポスターは目にしているようです。2月に入って
ホールで目だつようになった「パチンコは、適度に楽し
む遊びです。ひとりで悩まず、お電話ください。」と書か
れたＲＳＮの啓発ポスターに反応した人が急増したこ
とから導かれる仮説の2点目は、ホールには「適度に」
ぱちんこを楽しむことができずに「ひとりで悩」んでい
る人が多い、というものです。ぱちんこを適度に遊ぶこ
とができない、すなわちぱちんこに過度にのめり込ん
でしまっているのではないかと悩んでいる人がホール
にいる限り、相談のホットラインは開設されている必
要があります。
ホットラインの在り方を、原点に戻って考える良い
機会ではあるのですが、やはり大変です…。
（相談員）

「沖スロ」から見る沖縄
島の豆コラム

第2回

変わる沖縄／変わらない沖縄

ＲＳＮの事務所がある沖縄は、県外の旅行者から「時
間がゆっくり流れている」と形容されることがありま
す。リゾートホテルでのんびりできるのなら、確かに時
間はゆっくり流れるのだと思います。ですが、那覇周辺
に住んで普通に働いていると、沖縄は今むしろ、大きな
変化の過程にあることに気づかされます。
那覇都市圏で進行中の大きなプロジェクトをピック
アップしてみます。まず、本年９月に新しい那覇の農連
市場・市場棟ビルが竣工。2018年秋には旭橋に11階建
てのバスターミナルビルが誕生。同年中にセブン-イレ
ブンが300店舗規模で沖縄に初進出。2019年春には沖
縄都市モノレール「ゆいレール」が浦添市から西原町
に入る「西原入口」交差点付近まで延伸。同年中にサン
エー（地元大手スーパー）とパルコの合弁会社が浦添
市西海岸に６万平方メートルの大型商業施設を開業。
2020年に那覇空港第２滑走路の供用を開始など、めじ
ろおしです。通勤途中の道路はあちこち工事中だらけ
で、大型トラックや重機の移動が渋滞に拍車をかけて
います。県北部では辺野古新基地の工事がついに始ま
り、2014年に基地容認に転じた仲井眞前知事を破った
「オール沖縄」を掲げた翁長知事による県政運営も、最
近の市町村選挙では推薦した候補者が連敗して揺らい
でいます。
インフラや施設といった「景観」や政治は目まぐるし
く変化しています。しかし、
「文化」の変化は、比較的緩
やかであるように感じます。ここでは「文化」として、食
と「沖スロ」を採りあげます。
まずは食。有名なのは「ポーク」と呼ばれているラン
チョンミート（スパム）です。缶詰から取り出したポー
クを1センチ厚程度に切ってフライパンで炒めたもの
と卵の組み合わせの「ポークたまご」は、食堂メニュー
ですし、
「スパムおにぎり」はコンビニおにぎりの定番

©RSN

です。カップラーメンでは徳島製粉の「金ちゃんヌード
ル」、レトルトカレーでは松山容子のレトロなパッケー
ジの「ボンカレー」、酢ではマイナーな製法となった合
成酢である「まるこめ酢」、ソースではイギリスの「Ａ１
ソース」が沖縄ではポピュラーです。いずれも「昭和」の
雰囲気を色濃く残す食品であり、県外ではそれぞれの
分野でマイナーなシェアに甘んじています。これらが
沖縄でロングセラーでありつづけている理由はおそら
く、
「ずっと選ばれているから」。アメリカの軍政下や日
本への復帰直後に持ち込まれて以降、沖縄社会にしっ
かりと根を下ろし、ローカルな食文化に組み込まれま
した。
「沖縄のスロッ
ト 」を 略 し た「 沖 ス
ロ 」の ル ー ツ は、
1972年 ま で 沖 縄 を
統治していた米軍
により持ち込まれ
たスロットマシン
で す。ア メ リ カ の
硬貨と同じサイズ
の「30パ イ 」コ イ ン
と、ノーマルタイプ
©パイオニア／清龍ゲームジャパン
／ RSN
の先告知機という
ゲーム性を受け継
ぎました。沖縄県内のぱちんこホールでは、パチンコよ
りもパチスロの設置シェアの方が大きく、
「ハナハナ」
や「トリプルクラウン」といった「沖スロ」が、パチスロ
の主力として大量に設置されています。その結果とし
て現在、周期が早くなる一方の「新台入替→機械代の早
期償却→稼働悪化」という業界に蔓延する負のスパイ
ラルや、
「高射幸性遊技機」の設置比率の制限といった
行政指導、あるいは自主規制からも自由です。
「変化する」か「変化しない」か。結果は、その社会に住
む人たちの選択の集積として表れます。沖縄では、景観
や政治については「変化する」が選ばれましたが、食や
ぱちんこホールの機種構成については米軍統治からの
延長上にある流れから「変化しない」、あるいは「変化の
スピードを緩やかなものにとどめる」が選ばれていま
す。私たちが避けるべき態度は、思考を停止すること、
惰性に身をゆだねること、ではないでしょうか。
「変化
する」にせよ「変化しない」にせよ、主体的な選択の結果
としてありたいものです。 （スタッフＨ）
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リカバリーサポート・ネットワーク

2017 年 2 月の電話相談のデータ報告
2月の相談件数は348件
（沖縄ＲＳＮ273件、全商協ＲＳＮ支援室75件）で、前月比177件の増加、前年同月比103
件の増加となり、1 ヵ月の相談件数では開設以来2位（最多は2013年5月の352件）を記録しました。また、2月27
日には1日の相談件数が開設以来最多の31件を記録しました。
相談件数が前月から倍増したのは、依存問題への取組み状況に関する、警察当局の立ち入り調査の影響と思われ
ます。支援室への相談件数75件（前月比＋61件）のうち33件が、ホール等パチンコ業界関係者からの問い合わせで
した。また、感情的あるいは攻撃的な意見や相談が増え、過去に業界が啓発活動強化に取り組み始めた時期との共
通点を感じました。初めてポスターを貼ったホールや、貼付する枚数を増やしたホールもあったと思われます。

2017 年 2 月 1 日～ 2 月 28 日
相談件数 348 件（全商協ＲＳＮ支援室 75 件含む）
2017 年 1 月 1 日～ 2 月 28 日 2017 年累計 519 件 開設からの総件数
（2006 年 4 月～）20,792 件
① 相談回数

n=232
（初回のみ）

n=273
援助者
（支援室除く） 1（1%）

間違い・無言・
問い合わせ
9（3%）

初回
232（85%）

複数回
32（12%）

③ 性

② コーラー関係性

家族・友人
54（23%）

別

本人
男性
132（75%）
家族・友人
男性
10（19%）

本人
177（76%）

n=177（初回のみ）
女性
45（25%）
n=54（初回のみ）
女性
44（81%）

①相談回数…初回相談232件（85％、前月比＋106件）、複数回32件（12％、同＋3件）、間違い・無言・問合せ9件（3
％、同＋7件）でした。複数回の相談件数は、前月比でほぼ変化していません。
②コーラー関係性…初回相談のうち、本人からの相談は177件（76％、前月比＋78件）、家族・友人からの相談は
54件（23％、同＋27件）、援助者からの相談は1件（1％、同＋1件）でした。
③性別…本人性別内訳は男性132件（75％、前月比＋49件）、女性45件（25％、同＋29件）でした。家族・友人の性
別は、男性10件（19％、同＋3件）、女性44件（81％、同＋24件）でした。

④ コーラーの年齢

⑤ 紹介先
（初回のみ）
本人
n=177
家族・友人 n=54

54
38

38

22
10

10

13

11

20

30

12

40

10 10

50

7

60

5

精神保健福祉センター

15
福祉事務所 2
7
3
保健所
ワンデーポート 3
11
医療機関（主治医戻し含む） 2
30
ギャンブラーズ・アノニマス
2

1

70

80

90（代）

路
n=231（初回のみ 本人、家族・友人のみ）
本

ホール内ポスター

人

家族・友人

合計

129

16

145

ホール貼付ステッカー

1

0

1

ホール配付ティッシュ

1

0

1

33

31

64

1

0

1

インターネット
雑誌
他の相談機関

0

2

2

その他

7

5

12

不明・拒否

5

0

5

177

54

231

総計
6

（初回のみ 複数回答）
本人
家族・友人

ギャマノン 2
警察 1
16
書籍
7
その他 2
紹介先なし

⑥ 経

9

19
106

18

④コ ーラーの年齢…本人相談では20代（前月比＋19
件）、40代（同＋23件）の増加が目立ちました。これ
までもRSNについての啓発活動が強化された時期
には、20代の件数が増加する傾向がみられました。
⑤紹介先…パチンコをやめる目的で回復施設や医療機
関を探しても見つからないことや目的を達成できな
い場合があるため、相互援助グループや書籍を紹介
することが多くなっています。
⑥経路…ホール内ポスター経由の相談が前月比で106
件増加しました。他の経路の相談件数に大きな変動
がなかったことからも、ポスター貼付の強化が初回
相談件数増加の要因となったと思われます。

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のＨＰの
お問合せフォーム、電話/FAXでお申し込みください。
（連絡先のご記入をお忘れなく！）
HP：http://rsn-sakura.jp/books/mail_books.html
☎/FAX：098-871-9671（ＲＳＮ代表電話）

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

☎/FAX：098-871-9671

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/

事務所だより
2月に入って、事務所内が慌ただしくなりまし
た。総務部は啓発ポスターや啓発動画の問合せに
追われ、相談員は鳴りやまない相談電話に四苦八
苦。西村代表は、診療の合間を縫って沖縄~東京を
行ったり来たりしています。

ＲＳＮに届いた寄贈品一覧（2月1日から2月28日到着分）
到着日
2月 6日
2月 7日
2月14日
2月17日
2月21日
2月23日
2月27日

品名（書籍名）

寄贈いただいた企業・団体名

週刊アミューズメントジャパン 第574号～第577号

㈱アミューズメントプレスジャパン

Toyusho 2月号 Voｌ.87

東日本遊技機商業協同組合

遊技ジャーナル 2月号 No.862

㈱遊技遊技ジャーナル社

SEQUENCE 2月号 通巻309号

㈱シークエンス

日遊協 2月号 Voｌ.310

一般社団法人

娯楽産業 2月号 通巻633号

㈱娯楽産業協会

日本遊技通信 2月号 通巻1098号

㈲日遊通信

RSN紹介

☆
☆

日本遊技関連事業協会

PｉＤＥＡ ピデア

㈱ｔｒｉｐｌｅ a 出版

月刊遊技経済 2月号 第1341号

㈱遊技経済

月刊GreenBelt 3月号 Voｌ.613

㈱アド・サークル

遊技通信 3月号 NO.1449

㈱遊技通信社

月刊プレイグラフ 3月号 通巻635号

㈱プレイグラフ社

PｉＤＥＡ事業部

フェイム2月号 Voｌ.282

☆
☆
☆
☆
☆
☆

※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

理事会に出席するため東京に出張してきました。人の多さに驚きます。どこから集まってくるのでしょうか。 新田

• 相談部

沖縄では、冬の終わりとともに、春を飛び越え、夏が到来します。3月も半ばを過ぎればもう夏です！

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

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

山形県

依存症相談会

要予約

北海道

ギャンブル研究会

毎月 第2・4火曜日

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

4月15日（土）

9:00 ～ 17:00

さいたま市
こころの健康センター

044-201-3242

03-5828-3841
048-851-5665

13：30 ～ 16:30 千葉県精神保健福祉センター

043-263-3892

山形県精神保健福祉センター

023-624-1217

18:30 ～ 20:00 北海道立精神保健福祉センター 011-864-7000
時 間

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）

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
4月9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119号 月刊 2017年3月23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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