発行日 2017 年 8 月 17 日

ぱちんこ依存問題相談機関 認定特定非営利活動法人
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ぱちんこ依存問題相談機関からのメッセージ

124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。

全国各地で発生した記録的な豪雨により被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます。
静岡県のパチンコホール駐車場でまた、小さな命が失われました。山口県での事故の報道があり、全国のパチ
ンコホールが駐車場の巡回を強化しているさなかに起きてしまったことが、残念でなりません。これまでの放置
事故を検証すると、ホールスタッフの巡回に問題がなければ防げた可能性のある事例も見受けられます。しか
し、確信的に子どもを車内に残して遊びに来ている親、祖父母などは、フィルムを貼った車の後部座席に
「子ども
の存在を隠すように」目立たない場所、巡回の目が届きにくいところをわざわざ選んで駐車しているので、出入
りの多いパチンコホールのスタッフがすべてを未然に発見するのは容易なことではありません。
現在、全国のパチンコホールが配置をすすめている安心パチンコ・パチスロアドバイザーの研修では、お客さ
んから「子ども」
「子育て」というキーワードが出た場合は車内放置のリスクを想
目次
定し、未然に発見された事案に対しては、説教・注意だけでなく、ＲＳＮなどの相
P1 ・・・・ 活動報告
談窓口を可能な限り紹介するように指導しています。娯楽の場で大切な命が奪わ
P2-3・・・ 相談電話という関わり
れたり、家族の中に被害者と加害者が生れたりすることがあってはなりません。 P4 ・・・・ 月次データ報告
P5 ・・・・ ケーススタディ
私たちも不幸な事件を未然に防げるよう、研修のプログラムなどを通して、より
P6 ・・・・ 情報掲示板
一層の取り組みを続けます。

【活動報告】
日工組社会安全研究財団 第36回・第37回
「パチンコ依存問題研究会」
出席
（7月5日・22日）

全日本社会貢献団体機構より平成29年度
特命助成事業に認定（7月20日）

ＲＳＮの活動が全日本社会貢献団体機構（ＡＪＯＳＣ）
西村代表が、公益財団法人日工組社会安全研究財団 より平成29年度特命助成事業に認定されました。贈呈式
（社安研）の第36回（7月5日）および第37回（同月22日） が7月20日に開催され、西村代表が出席しました。
「パチンコ依存問題研究会」に出席しました。
ＲＳＮへの最初の出向・研修社員

「安心パチンコ・パチスロアドバイザー」
埼玉・東京会場講習会で講師（7月5日・26日）

3カ月間の出向・研修期間を終了

全日本遊技事業協同組合連合会およびパチンコ・パチ
パチンコ・パチスロ産業21世紀会は、
「安心パチンコ・ スロ産業21世紀会からＲＳＮへ出向・研修に赴いた最
パチスロアドバイザー」制度を普及・定着させる活動の 初の社員が、7月末で出向・研修期間を終えました。光明
一環として、7月5日に埼玉県内で北関東地区の講習会 興業株式会社の原田修士さんは7月末で離任されました
を、同月26日に東京都内で南関東地区の講習会を開催 が、サンキョー株式会社の中島大輔さんは後任者への引
しました。両会場とも、西村代表が講師を務めました。 継ぎのため8月末までの任期となります。8月より2期目
「安心パチンコ・パチスロアドバイザー」講習会は、4月 の出向・研修社員として株式会社成通の高橋美文さんが
より全国で開催されています。8月に中部地区の講習会 着任されました。
が愛知県内で開催され、以降の研修は動画などを用いて
【全商協ＲＳＮ支援室より 7月度】
県単位で実施する予定です。
相談件数 71件
ワンデーポートと共催
内訳 … 初回相談 34件、複数回相談 0件、間違い
支援者向け就労支援についてのセミナーで
16件、
無言 0件、 問合せ 21件
講師（7月9日）
西村代表が、全商協事務所で7月13日と19日に支援
ＲＳＮは大阪市内で7月9日、
認定ＮＰＯ法人ワンデー
室相談員の電話対応について直接指導を行いまし
ポートと共催で支援者向けセミナー「依存問題や生活
た。また支援室相談員1名が同月11日と12日、沖縄
課題を有する人たちへの必要な支援‐就労と社会参加に
のＲＳＮ事務所で研修を受けました。
ついて考える」を開催し、西村代表が講師を務めました。

ぱちんこ依存の相談は

050-3541-6420

月～金 10時～ 16時（土・日・祝日を除く）

※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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相談員Ｊが綴る 「相談電話という関わり方」

相談電話で出会う、おひとりおひとりの人生
ＲＳＮの相談電話をとりはじめて、気がつくと私の受けた相談は1000件を超えてしまった。ＲＳＮは、基本的には
ソーシャルワークを実践するＮＰＯ法人であり、精神科医の代表とソーシャルワーカー数名、そして研究・事務部門
の協働で成り立っている。また、相談者が経済的な負担なく相談できるように、会員や業界の寄付により運営されて
いる。相談者との電話を通したかかわりを通して多くの経験をさせていただいたことに感謝して、この雑文を書いて
みようと思う。

おひとりおひとりとの出会いの瞬間
電話相談は、呼び出し音が鳴り、受話器を取るところから相談者との出会いが始まる。こちらの応答に対して、何を
どう話していいのか、話しても大丈夫なのかという一瞬の戸惑いが伝わってくる。ぱちんこへののめり込みには、罪
悪感なり、不条理感なりがともなうことが多いようである。そんな相談者が相談電話をかけるには、背中を押してく
れるものの存在が必要になると思われる。まずは、その気持ちをときほぐすように「この電話番号をどこでお知りに
なりましたか？」と問う。大半は、ぱちんこホールのトイレに貼ってある啓発ポスターで情報を得ているのだが、見か
けてすぐにかけてくるような人は少数派だ。インターネットで調べてみるといったことを手はじめに、自問自答や逡
巡の時間を経て、
「何とかしなくては！」という気持ちの高まりがあったうえでの発信となる。私たちは、こちらが匿
名で相談を受けていること、そして着信番号を記録しないことを告げて、本題へと入っていく。
「依存症になってるみたいで…」という訴えや、
「やめようと思うのに行ってしまうんです…」
「使ってはいけないお
金まで使って、どうやって生活していけばいいのか…」
「借金がばれてしまって、離婚すると言われていて…」など、戸
惑いながらの相談が続く。年齢は10代から80代まで、遊技歴は半年程度から60年以上と幅広く、金銭問題でも借金
ナシから数百万の借金アリ、債務整理歴もアリといった方もおられる。就労状態をみると、学生、年金暮らし、正規・非
正規雇用、自営業や給付金生活者など、おひとりおひとりの状況はさまざまである。居住状態でも、独り暮らしや同
棲、核家族、大家族で暮らしている人など、こちらも一様ではない。のめり込みの問題を抱える人からだけでなく、そ
のご本人をとりまく家族の方からの相談もある。

相談員の気づきと課題
相談者との電話のやり取りの中で、その方の生活状況を一緒に確認しながら話を進めていくと、いろいろな気づき
と課題が立ち上がってくる。生活の中での課題であることから、相談者の住む地域で取り組んでいく方法や、伴走し
てくれる人を求めることのできる相談先を検討し、その情報を提供する。相談者がこの問題に取り組むスタート地点
に立っていることを確認し、
「また必要な時にはいつでもお電話ください、お待ちしています」と言って初回の相談を
終える。相談者がすこし元気になり、前向きな気持ちを持たれたと感じることができた時には、受話器を置くこちら
も励まされた気分になる。混乱したまま電話が切れたときには、ほろ苦い気持ちで相談記録を書きながら振り返りを
行う。電話相談を通して何ができるかと自問自答し、書籍を読み、各地の相談機関の実情を把握し、相談員の間で事例
検討や情報の共有をしながら、ＲＳＮでの日々を過ごしている。
ぱちんこへののめり込みの相談を通じて気づいたことといえば、さまざまな状況で孤立している人にとってホー
ルが心身状態のバランスをとる場所になっていたり、ある意味でかけがえのない唯一の『安心安全な居場所』として
機能しているという一面があるということだ。その気づきの裏返しとして、
「ホールやぱちんこのかわりとなるもの
は何だろうか？」と、相談を受けながら常に考えている。ご本人にホールで過ごす気持ちを言葉にしていただきなが
ら、かわりに地域でどんなすごし方ができるのか、その場所やサポートの方法を考えるが、なかなか妙案が浮かばな
いもどかしさを感じている。地域で安心してすごせる場所、楽に息ができる場所とは、どんなところなのだろう？
拙稿を読んでくださっている皆様も、共に考えていただければと思う。
相談電話で表面に出てくるのは、ぱちんこの問題である。だがその背景には、精神的な障がいや心理的なトラウマ、
就業状況、家族環境、借金や金銭面での困難から来るストレス、生き甲斐の問題など、ぱちんこ以外のさまざまな問題
が潜んでいる場合がある。相談の一例をご紹介する。
１

本人からの相談Ａ

身体障がい、精神疾患があり、就労困難な状態が続いている。日々の安定した日課となるような行動を実践できず、
家にひとりでいるとイライラが募って具合が悪くなる。友人もいない。だが、ホールに行くと『居場所感』がある。お金
2

がないので低貸玉を打つ。生活保護を受けている。そのため主治医やケースワーカーには、ぱちんこに行っているこ
とを知られて保護費をカットされることが怖いので、相談できない。
２

本人からの相談Ｂ

中高生時代にいじめにあい、10年以上経った今でも、時々フラッシュバックして耐えられなくなる。気分障がい、
不安障がいで精神科医療機関に通院中。フラッシュバック時には、コントロールを失ってしまい、ただただ遊技し続
けている。ぱちんこについては恥ずかしいので、主治医に相談できない。
３

母親からの相談

引きこもりの子どもが、時々ぱちんこホールに行く。お金を渡さないと暴言を吐くので、対処に困っている。どこ
に相談していいのかわからない。
４

妻からの相談

夫の借金が発覚してショックを受けている。よく働いていい父親だとは思うが、若い時からぱちんこで借金を
作ってきた。借金を隠し、嘘もつくので信用することができず、自分の方がおかしくなりそうだ。夫の実家の両親と
きょうだいは揃ってぱちんこ好きで、相談に乗ってくれない。夫にうるさく言うと、キレる。
おひとりおひとり状況は違うが、
「相談できない」
「ひとりで問題をかかえていて苦しい」という、追い詰められる
ような想いは共通している。そんな想いを抱えながら、電話相談という行動を起こし、自
分の生活状況や抱えている問題をありのままに話すことによって混乱を整理する。そし
て、自分を取り戻し、よりよい生き方を見出していく。そのようなプロセスを相談者がた
どることができるならば、それはとても素敵なことだと思いながら、電話のむこうのおひ
とりおひとりにエールを送りつつ、自分も励まされている。
最近、カジノ法案との兼ね合いで、ぱちんこの依存問題が何かと取り沙汰されている。
ただ、ぱちんこの相談は、日常的な生活の状況や生きづらさと密接に結びついている。ぱ
ちんことカジノの問題は、質的に違うのではないかと感じていることを書き添える。

ＲＳＮに届いた寄贈品一覧（7月1日から7月31日到着分）
到着日

品名（書籍名）
週刊アミューズメントジャパン

7月 5日
7月 7日
7月12日

☆

月刊 グリーンべると 7月号 Vol.617

㈱アド・サークル

月刊 遊技経済 6月号 第1345号

㈱遊技経済

フェイム 6月号 通巻286号

ほくとう通信社

遊報 6月号 No.313

全日本遊技事業協同組合連合会

☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆

遊技ジャーナル 7月号 No.867

㈱遊技ジャーナル社

Toyusho 7月号 Vol.92

東日本遊技機商業協同組合

SEQUENCE 7月号 通巻314号

㈱シークエンス

娯楽産業 7月号 通巻638号

㈱娯楽産業協会

プレミアムリーチ完全攻略DVD 9月号 通巻33号

㈱ガイドワークス

7月18日

日遊協 7月号 Vol.315

一般社団法人日本遊技関連事業協会

7月21日

ぱちんこオリ術BOMBERS Vol.5

㈱ガイドワークス

日本遊技通信 7月号 No.1103

㈲日遊通信

月刊 グリーンべると 8月号 Vol.618

㈱アド・サークル

TOYOU News Vol.128

東京都遊技業協同組合

月刊 アミューズメントジャパン 8月号 No.227

㈱アミューズメントプレスジャパン

月刊 遊技経済 7月号 第1346号

㈱遊技経済

月刊 プレイグラフ 8月号 通巻640号

㈱プレイグラフ社

遊技通信 8月号 No.1454

㈱遊技通信社

遊技日本 8月号 通巻678号

㈱近畿出版社

7月24日
7月26日
7月27日
7月31日

RSN紹介

㈱アミューズメントプレスジャパン

第594号～第598号(7月26日)
7月 4日

寄贈いただいた企業・団体名

☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆

※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・回復支援施設からニューズレターをいただきました
※
「RSN紹介」
（☆）には、啓発用ポスターの掲載を含みます
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2017 年 7 月の電話相談のデータ報告
7月の相談件数は391件（沖縄ＲＳＮ320件、全商協ＲＳＮ支援室71件）でした。前月比で54件の減少、前年同月比
では184件の増加となりました。7月は、風営法施行規則の改正案が公表されるなど、メディアでのぱちんこ依存問
題に関する露出が多くなりましたが、相談件数は5カ月ぶりに400件を下回りました。ぱちんこ業界からの社員出向
もあって、相談員は一息つく時間を持つことができるようになっています。本年累計の相談件数は2717件となり、前
年1年間の相談件数2502件を早くも超えました。2006年4月の開設からの累計は22990件となりました。
「②コーラー関係性」では、本人からの相談が2カ月ぶりに再び8割を超え84％となりました（初回相談のみ）。
「⑥経
路」では、総計に占める「ホール内ポスター」の比率が前月の49.4％から59.1％に増加した一方で、
「インターネット」
の比率が27.8％から25.2％に低下しました（初回のみ、本人、家族・友人のみ）。

① 相談回数

② コーラー関係性
n=320
（支援室除く）

間違い・無言・
問い合わせ
14（4%）

初回
275（86%）

複数回
31（10%）

③ 性

本人
230（84%）

家族・友人
44（16%）

④ コーラーの年齢

別

73

本人
男性
187（81%）

n=44（初回のみ）
女性
34（77%）

7

⑥ 経

⑤ 紹介先

福祉事務所
保健所

医療機関（主治医戻し含む）
法テラス 3
1
警察 3
書籍

7

紹介先なし

家族・友人

4
28
50

27
4

7

20

5

30

9

40

11 8 10

50

60

3 2

70

80

90（代）

路

本

（初回のみ 複数回答）
本人

ギャンブラーズ・アノニマス

その他

8

5

ワンデーポート 4

54

n=324（初回のみ 本人、
家族・友人のみ）

15
5

（初回のみ）
本人
n=230
家族・友人 n=44

22

10

精神保健福祉センター

63

n=230（初回のみ）
女性
43（19%）

家族・友人
男性
10（23%）

4
1

16

ＲＳＮの事務所は、西村代表の区
画、相談部と会議机のある区画、総
務部の区画、そして資料や印刷機の
置かれた別室の４区画によって構
成されています。7月中の相談部メ
ンバーは、ホール企業から出向して
いるおふたりを含め、全員が40代

人

家族・友人

合計

155

7

162

ホール貼付ステッカー

2

0

2

ホール配付ティッシュ

1

0

1

46

23

69

インターネット

10
111

ホール内ポスター

雑誌

1

0

1

その他

4

7

11

21

7

28

230

44

274

不明・拒否
総計

事務所だより

4

n=275
（初回のみ）

ホール関係者
1（0%）

男性。他県の出身者ばかりが運命
の糸で結ばれて、沖縄での時間を
共有することになりました。相談
の電話がないときには会議机に移
って、先行きへの不安を口にして
います。その後ろ姿からは「哀愁」
が、にじみ出ています。

ケーススタディ 電話相談の現場から④

～３カ月分の給与を使い込んだ20代男性からの相談～
「ケーススタディ」コーナーでは、実際の電話相談の流れに沿って事例を紹介していま
す。1つの相談事例を、3段階に分けて整理しています。
「STEP 1」では「主訴（相談者の主
観によるもっとも大きな問題）」と相談者の基本的な情報を、
「STEP 2」では相談者と会話
を重ねて問題を整理していく過程で明らかになった、解決を目指す優先度の高い事柄や、
「主訴」では表面化していなかったものの、背景にあって問題の解決にあたって重要だと
思われる事柄を、
「STEP 3」
では相談者と検討した問題の解決策を記述しています。

相談者（問題を抱える本人）： Ａさん
遊技に関する情報
○20歳で初めてパチスロを経験したが、そ
の後5年以上のブランクがある

20歳代後半

男性

生活に関する基本情報
○父親、母親、Ａさんの3人家族で、同居生活

○大学卒業後はアルバイトで生計を立てて
おり、正社員の経験は無い
○昨年12月に10万円以上の大勝ちを経験、
また好きなアニメのパチスロ化を知る
○在学中に銀行カードを限度額まで使った
ことがあり、現在も5万円のローンがある
○直近3カ月分の給与すべてをパチスロに
使い込む
○お金に厳格な父親と関係が悪化している

STEP 1： 「主訴」と基本的な情報

Ａさんは直近の3カ月分の給与をすべてパチスロに使い込んでおり、その総額は50万円に膨らんでいました。両親
の制止を振り切ってこの日もホールに来てしまいましたが、掲示されたＲＳＮの啓発ポスターを目にしたことから
電話相談につながりました。
相談員は、Ａさんのこれまでの遊技歴をうかがうことから電話相談を始めました。大学在学中の20歳の時、ア
ルバイトの同僚に誘われた低貸玉のパチスロが初めての経験でした。その時には、楽しさを感じませんでした。それ
から５年以上のブランクを経た昨年12月、友人に誘われてホールに行きました。その時遊技した20円のパチスロで、
10万円を超える大勝ちを経験しました。またＡさんは、好きなアニメがパチスロ化されていることも知りました。そ
の経験があってからは、ホールに行く頻度が増し、直近の3カ月で給与すべてをパチスロに投じました。
一人っ子のＡさんは両親の家に同居し、経済的に独立していません。大学卒業後もアルバイトを続け、正社員の
経験はありません。大学在学中に、ストレス解消のための買い物で銀行キャッシュカードの利用限度枠にまで達した
ことがあり、また相談時には5万円のカードローンを抱えていました。家では、お金に厳格な父親から毎日のように
パチスロ通いや浪費癖を叱責され、口論となる頻度が増え、関係が悪化しているとのことでした。

STEP 2： 相談から浮かび上がってきた「背景にある問題」

なぜＡさんはパチスロをしたくなってしまうのでしょうか。相談員とＡさんは話し合いを重ねていきました。まず
Ａさんは、現在の5万円の借金をパチスロで勝って返済するつもりだといいます。相談員は、パチスロで勝ち続ける
ことは難しいこと、そしてパチスロでは借金の額を増やすだけの結果に終わる可能性が高いことを伝えました。
次にＡさんからは、厳しい父親のいる家に居心地の悪さを感じており、できれば帰りたくないと感じていることが
語られました。さらに、直近3カ月分の給与すべてを使い込むほどパチスロにのめり込んだきっかけとして浮かび上
がってきたのが、のめり込む直前に参加した大学の同窓会でした。同窓会でＡさんは、卒業から数年ぶりに再会した
同窓生たちが正社員としてバリバリと活躍しているように見えたのに対し、フリーターを続ける自分に引け目を感
じたそうです。それを契機に、自分のお金をすべて使ってしまう酷いのめり込みの状態になったということでした。

STEP 3： 相談者と検討した解決策
なぜパチスロにのめり込んでいったのか、相談員はＡさんと会話を重ねました。その中で、パチスロで借金を返済
できる可能性が低いこと、そしてホールが、厳しい現実を突き付けてくる父親のいる家や、非正規雇用を続けること
から来る人生の不安から一時的に逃避するための、いわば精神的な『避難所』あるいは『逃げ場所』として機能させて
いたということ、さらにはパチスロ遊技がこれらの問題の本質的な解決には結びつかないことに、Ａさんは気付いた
ようでした。相談員は、このＡさんの『気付き』を支持しました。これまでに銀行カードをしばしば使い過ぎているこ
と、そして直近3カ月分の給与すべてをパチスロに使ってしまったことから、Ａさんは金銭管理能力に課題があるこ
とがうかがわれました。そのため相談員はＡさんに、銀行カードや最小限必要な金額以上の現金をなるべく持たない
こと、さらに収支を記録することを勧ました。この電話相談はＡさんにとって、自分自身を振り返り、問題を整理する
初めての機会となったようでした。今後も自分だけでは解決できない問題を抱えていると感じた時や、パチスロに
『逃避したい』と感じた時には、いつでもＲＳＮに電話していただくようお伝えして、この相談は終結しました。
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情報掲示板

家族教室 / 相談
都道府県
宮崎県
熊本県

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

9月22日（金）

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

9月12日（火）

13:00 ～ 15:00 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

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

山形県
北海道

家族教室
東京都

都道府県
沖縄県

044-201-3242

03-5828-3841

さいたま市
こころの健康センター

048-851-5665

要予約

千葉県精神保健福祉センター

043-263-3892

依存症相談会

要予約

山形県精神保健福祉センター

023-624-1217

ギャンブル研究会

毎月 第2・4火曜日

名 称
依存の問題の支援に携わる
人たちの勉強会in沖縄

9:00 ～ 17:00

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

日 程

時 間

主 催

問合せ先

9月16日（土）

10:00 ～ 12:00

依存の問題の支援に携わる人
たちの勉強会（沖縄勉強会）

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
9月3日（日）
13:30 ～ 16:00
たちの勉強会（横浜勉強会）
浦和まはろ相談室
神奈川県 人たちの勉強会in横浜
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・祝日を除く)

さくら通信 第124号 月刊 2017年8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。
ニューズレター「パチンコ・パチスロ 安心娯楽通信」
は、RSNのHPよりダウンロードをお願いします。
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