
ワンネスグループスタッフからの
メッセージをお届けします !

　にぎやかな蝉の声に夏の盛りを感じるようになりました。厳しい暑さが続いておりま
すが、皆様はどのようにお過ごしでしょうか。私は奈良に来て6度目の夏を迎えました。
この6年間、自分自身の変化を感じたり、依存症からの回復に取り組む人たちのたくさん
のドラマを一緒に経験してきました。
　ドラマにはつらいことや悲しいこと、うれしいことや幸せなできごと、泣いたり、笑った
り、怒ったり…。そんな「感動」があります。しかし、人はその「感動」を避けていることが
多いのかもしれません。私もその一人だと思います。
　「感動」とは、必ずしも自分にとってよい体験だけとは言えません。嬉しいことや喜び
を感じることは受け取りやすいですが、つらいこと、悲しいことはなかなか受け取れず
にいることがあります。しかし、それは感じたくないと思っていても、人生の中で経験す
ることは必ずあるわけです。「感動」を感じないようにしていると、どうなるのでしょう？
　次第に自分にとって幸せなことを、そのまま感じられなくなり、疑いや苦しみを感じ、
孤独になっていきます。回復のプログラムの中で大切なこと、それは自分自身（私）が感
じたものを受け取っていくことだと考えています。
　苦しみや悲しみには癒しを。癒しを経験するためには心を開くこと。それは花の芽が
太陽に向かって開いていくように。
　私は「感動」がある人生が大好きです。それを分かち合えることも幸せです。依存症
に苦しんでいる人々が、そばにいる大切な人に心を開き、新しい生き方を選択できるよ
うに願うと共に、私自身がこれからも見守れるよう、支えられるように願っています。

　三重県伊賀市の『ワンネスの里農園』では、5月初旬に田植えを行いました。秋の実り
を楽しみに思いながら、スタッフ一同で作業しています。
　２年前からは手押し型の田植え機で田植えを行うようになりましたが、それ以前は、自
分たちの手で植える「手植え」を行っていました。手植えの場合は腰を屈め、手で苗を1
つ１つ植えていくため、身動きが取りにくく、辛抱が必要な作業でしたが、新しい田植え機
が導入されてからは、腰の負担が軽減され、ずいぶんラクにすばやくできるようになりま
した。さらに今年からは乗用型の田植え機が導入されたため、手押し型では動きにくかっ
た作業が改善され、さらに負担が軽減できるようになりました。このような機械がなかっ
た頃は、手植えが当然だったと思うと、昔の人はすごかったなと尊敬の気持ちが生まれ
ると同時に、機械技術のありがたみを実感しています。
　今年もワンネスの里農園にボランティアでご協力いただいている方々に、心から感謝
しています。自分ひとりではない、人と人が助け合いながら、たくさんの物が得られること
を、日々の作業を通して気付きを得ています。また皆さまのもとにおいしい「ワンネス米」
をお届けすることを励みに、これから秋まで大切に育ててまりいます。

一般社団法人GARDEN ／
Healing Garden Care Center ディレクター
酢谷映人

この春から導入され
た乗用型の田植え
機です。約1.4haの
広い田んぼへ、快調
に苗を植え付けるこ
とができました。

ビニールハウスで
大事に育てた稲の
苗の植え付けスタ
ート。秋までしっかり
世話をします。

農業を通した
依存症回復支援 ワンネスの里便り vol.2

安心野菜宅急便 採れたて野菜を
宅配します !

「ワンネスの里」で採れた旬の野菜や、平飼
いのタマゴ、手作り麹味噌をセットにして、宅
配で販売しています。安心安全の食材をご
賞味ください。
※季節の野菜はおまかせです。
　商品全体で約9kg

〈価格〉 3,500円 （税込、送料無料）
〈申込み〉 TEL：090-8551-7899 （担当：山本）
Email：oneness_no_sato@oneness-g.com
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LINE公式アカウント開設!!
ID「@oneness-g」で検索を!
私たちとつながりましょう!!依存症SOS相談メール：sos@oneness-g.com

依存症相談ダイアル《受付時間／月～金曜10:00～17:00》
依存症でお困りなら
ご相談ください。

vol.20

KSKS GARDENの記録

ワンネスマインド

一般社団法人 セレニティ
パークジャパン（奈良）（奈良）フラワーガーデン

女性専用の依存症や
生きづらさなどの
依存症治療共同体

一般社団法人 セレニティ
パークジャパン沖縄

（那覇・南城）

 セレニティ
パークジャパン（名古屋）

ギャンブル・
アルコールなどの
依存症治療共同体

ギャンブル・
ネットゲームなどの
依存症治療共同体

薬物・アルコール・
ギャンブルなどの
依存症治療共同体

日本ファミリー
インタベンションセンター 問題ギャンブル

対策センター横浜
問題ギャンブル
対策センター大阪（奈良・名古屋・沖縄・東京）

本人を説得し
治療へ繋げるサポート

依存症家族のための相談窓口

ギャンブル等依存症の
理解促進・相談支援

ギャンブル等依存症の
理解促進・相談支援

一般社団法人 GARDEN
（奈良）

一般社団法人 GARDEN
（沖縄）

ワンネスグループ

薬物・アルコール
などの依存症治療共同体

薬物・アルコール
などの依存症治療共同体

～自分を好きに
なることから

始めよう～

テレビ

ワンネスグループの女性専用依存症回復支援施設
『フラワーガーデン』は、自立プログラムの一環とし
て、地域活動にも積極的に参加しています。5月20日（日）に施設がある
町内の清掃活動に参加し、朝から地域の方々と一緒に、草取りやゴミ拾
い、枯れ木集めなどを行いました。 「『依存症回復支援施設』とは、社会
や地域から、どのように映っているのだろうか…」と思うところもありま
すが、私達は今、回復途上。自立して戻って行く場所は社会・地域です。
依存物質や依存行為のまっただ中にあった時は、関わることもなかった
「地域」。自ら「孤立」を選択していました。依存症は回復し続けられる、そ
して地域へ戻ってお返ししていきたい、そんな気持ちで地域の活動に
参加しています。｢おはようございます｣｢カマがあるけど使う？｣｢お疲れ
様でした。いつもありがとうね｣など、地域の方から、同じ清掃活動をする
仲間として、笑顔で声を掛けてもらえると、遠ざけていた社会の一部に
なれていると自尊心も向上します。家族や仲間はもちろん、地域の方々
に見守られ、支えられていることで、フラワーガーデンの仲間の回復も
守られているのだと実感しました。

フラワーガーデン一同が、
地元の清掃活動に参加。
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一般財団法人ワンネスグループ
共同代表　伊藤 宏基
共同代表　三宅 隆之
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ワンネスグループのエネルギーは、今、全国に広がっています。

　この度の西日本を中心とする豪雨により被
災された皆さま、大阪北部地震により被災され
た皆さまに謹んでお見舞いを申し上げます。そ
して、被災地の一日も早い復旧と復興を心より
お祈り申し上げますとともに、依存症や生きづ
らさの問題に取り組むワンネスグループとして
何ができるかを考え、行動してまいります。
●スタッフの真摯な思いをお届けします
　今年3回目のニュースレターをお届けしま
す。作成の過程で各拠点のスタッフから送られ
てくる記事原稿に目を通していると、奈良、沖
縄、名古屋をはじめとする全国各地の現場で、
スタッフたちが熱い思いや願いを持ち、真摯な
気持ちで仕事に向き合っていることが伝わっ
てきます。時にくじけそうになる時があります。
時に自身の依存脱却の道のりを揺るがすよう
な事態に直面することもあります。その中にお
いても、「マイナス１０からプラス１０」を目指す
生き方を基盤に持つスタッフたちは、力強く今
を生きている…。上っ面の言葉ではない真実が
あります。各施設で可能な範囲で見学をお受け
していますので、その真実を実際に目にしてい
ただければと思います。
●地道なつながりが
　セーフティネットを作り出す
　医療機関ではない、私たちのような依存症
経験者主体の民間団体が、地域での社会資源
として認知されるには地道な取り組みが必要
です。本誌中面でも取り上げますが、先日、沖縄
県うるま市では市役所の保護、障害福祉、児
童家庭といった各課職員の皆さまを対象とし

たセミナーを実施しました。これは、地域にお
ける社会的課題の一部分が依存症に関連し
ていることを沖縄地区のスタッフがお伝えし
続け、実際の事例対応で協力させて頂いたこ
とが基礎となっています。また、奈良地区、名
古屋地区のスタッフが地元団体の協議会や講
演会に呼んでいただくことも増えています。相
談対応から入所支援、そして依存脱却支援後
の社会復帰までの道のりは、地域の皆さまと
の繋がりの中ではじめて可能になることは言
うまでもありません。
　依存症問題解決に必要なのは「つながり」。
グループ拠点のない北海道、東北地域で取り
組んでいる依存症セミナーでは、時間の許す
限り問題に悩むご本人やご家族のお話を伺う
ようにしています。やっとの思いで会場のドア
を開けた皆さんとつながることで、硬い表情
が和らぎ、時には孤独が癒され涙される方も
います。このつながりを8月と9月は中国・四国
の各県でも拡げられたらと思っています。
●私たちだからこそできる活動があります
　国内の動向に目を移すと、IR（カジノを含む
統合型リゾート）実施法は、延長国会の最終盤
まで議論されました（※7月20日夕方現在）。実
施法の中には入場制限などが盛り込まれ、実施
法に先だって成立したギャンブル等依存症対
策基本法とともに、ギャンブル依存の対策が本
格化するようにみえます。しかし、法律ができる
ことはきっかけに過ぎないと私たちは考えてい
ます。実効性を伴い、本当に必要としている人
のもとへ‘助けの手’が差し出されるよう、私たち

だからこそできる取り組みにさらに力を入れて
まいります。また、世界保健機関（WHO）が、
1990年以来約30年ぶりに改訂する「国際疾
病分類第11版（ICD-11）」に盛り込まれるゲー
ム症（ゲーム障害）についても、これまでの脱却
支援経験を踏まえて、理解促進や新たなプログ
ラム提供などに取り組んでまいります。
●社会貢献の表彰を新たなスタートとして
　最後に、ワンネスグループはこの度、公益財
団法人社会貢献支援財団より、社会貢献者表
彰をいただきました。創設者である矢澤祐史は
13年前、奈良県内で何もないところから日夜
駆けずり回って、地域の方とのつながりを構築
していきました。今の広範囲な活動からは想像
し難い苦難がありましたが、大きな夢があった
のです。その思いを私たちは引き継いでいま
す。今回いただいた栄誉は、グループのメン
バー（利用者やご家族、スタッフ）だけで得たも
のではありません。活動に関わってくださる皆
さま、支援し応援くださる皆さまの支えがあった
からです。この表彰は、さらなる取り組みへのス
タート地点でもあります。私たちは自身の経験
をもとに真に必要な取り組みを、これからも実
直に続けてまいります。

　「ワンネスマインド」でいてくださるすべての
皆さまに感謝いたします。

～ONENESS GROUPにご支援を～
平素はワンネスグループの活動に、ご理解、ご協力をいただきありがとう
ございます。皆さまの温かなご支援は、私たちの活動の励みです。今後と
もよろしくお願いいたします。

【編集人】
Healing Garden Care Center 代表：伊藤宏基
〒635-0065 奈良県大和高田市東中2-10-18
TEL0745-22-0207 e-mail：info＠garden-ag.org

定価:100円

【発行人】
関西障害者定期刊行物協会
〒543-0015 大阪市天王寺区真田山町2-2 東興ビル4階

【献金してくださった方（五十音順）】
池田喜代美様／石橋和幸様／井上た江子様／上野道子様／大上庄一様／
奥田宏様／梶川虔二様／株式会社ISSUN様／柴田泰明様／髙嶋弘子様
／田口大輔様／田中正臣・彩子・光人様／中宮寺 日野西光尊様／友寄正
子様／なら法律事務所 朝守令彦様／奈良総合法律事務所 内橋裕和様／
奈良総合法律事務所 荒木秀夫様／奈良総合法律事務所 倉橋毅至様／奈
良総合法律事務所 東稔忠幸様／フク様／藤掛彩様／ほっとライン高松 
多田裕彦様／前田ミサヲ様／松井文子様／南陽子様／村西黄宝様／森美
紀様／横田誠様／ Dog's Smile様／ Girl Power 池内ひろ美様…その他
匿名の方
【献品して下さった方（五十音順）】
…匿名の方　　　　 　　　　　　　　　　　　　（6月30日分まで掲載）

イベント情報

メディアで紹介されました!

【すべてのお問合せ】
TEL：0745-24-7766（ワンネスグループ本部）／http://oneness-g.com 

ワンネスグループでは全国各地で依存症に関するイベントを行っています。詳しくは各イベントのチラシ、または
ワンネスグループのホームページをご覧ください。スタッフ一同お待ちしております! ぜひお近くの会場へお出かけください!

ワンネスグループの活動が、新聞やテレビなどで紹介されました。
グループのホームページでは記事をご覧いただけます。　http://oneness-g.com

★依存症を知るセミナー＆相談会★
□沖縄・九州地区
【福岡・福岡市】 8月12日（日）13：30~15：30
正友ビル3F（福岡市中央区天神4-5-20）
【沖縄・名護市】 8月16日（木）、10月18日（木）14：30~16：30
名護中央公民館第1・2会議室 （名護市港2-1-1）
【沖縄・那覇市】 9月21日（金）14：30~16：30
沖縄県総合福祉センター3階視聴覚室 （那覇市首里石嶺4-373-1）

□関西地区
【大阪・大阪市】 8月14日（火）、9月11日（火）
10月9日（火）18：45~20：30
ワンネスグループ大阪オフィス／問題ギャンブル対策センター大阪
（大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC・ITM棟3階J-10）

【兵庫・神戸市】 9月15日（土）14：00~16：00
兵庫県中央労働センター会議室202 （神戸市中央区下山手通6-3-28）
【奈良・大和高田市】 10月18日（木）18：30~20：30
市民交流センター コスモスプラザ多目的室 （大和高田市片塩町12-5）

□関東地区
【神奈川・横浜市】 8月20日（月）、10月15日（月）18：45~20：10
横浜市社会福祉センター 904号室（8月）／901号室（10月）
 （横浜市中区桜木町1-1）
【東京・千代田区】 9月24日（月）18：45~20：30
アクセア貸会議室半蔵門第4会議室 （千代田区隼町2-13US半蔵門ビル）

★依存症を知るセミナー中国・四国キャラバン★
【鳥取・鳥取市】 8月10日（金）10：30~／14：00~
とりぎん文化会館/鳥取県立県民文化会館 第6会議室
（鳥取市尚徳町101-5）

【岡山・岡山市】 8月11日（土・祝）10：30~／14：00~
岡山国際交流センター会議室2（岡山市北区奉還町2-2-1）

【香川・高松市】 8月12日（日）10：30~／14：00~
サンメッセ香川小会議室3 （高松市林町2217-1）
【徳島・徳島市】 8月13日（月）10：30~／14：00~
とくぎんトモニプラザ／徳島県青少年センター会議室1
（徳島市徳島町城内2-1）

【高知・高知市】 9月21日（金）10：30~／14：00~
高知県立県民ホール第3多目的室（高知市本町4-3-30）
【愛媛・松山市】 9月22日（土）10：30~／14：00~
松山市民会館第4会議室（松山市堀之内）
【広島・広島市】 9月23日（日）10：30~／14：00~
安佐南区民文化センター中会議室
（広島市安佐南区中筋1-22-17）

【山口・山口市】 9月24日（月・振休）10：30~／14：00~
山口県教育会館会議室Ⅰ（山口市大手町2-18）
【島根・松江市】 9月25日（火）10：30~／14：00~
島根県労働会館／ろうかんROKAN小会議室402
（松江市御手船場町557-7）

★依存症を知るセミナー北海道キャラバン★
【北海道・根室市】 10月5日（金）10：30~／14：00~
根室市総合文化会館中会議室（根室市曙町1-40）
【北海道・帯広市】 10月6日（土）10：30~／14：00~
とかちプラザ研修室307（帯広市西4条南13-1）　
【北海道・旭川市】 10月7日（日）10：30~／14：00~
旭川市大雪クリスタルホール国際会議場第2会議室
（旭川市神楽3条7）　

【北海道・札幌市】 10月8日（月・祝）10：30~／14：00~
札幌市産業振興センター セミナールーム3
（札幌市白石区東札幌5条1-1-1）　

4月7日　苫小牧民報／依存症を知るセミナー北海道キャラバン苫小牧
5月18日 奈良日日新聞／アルコール依存の実態に迫る
6月2日　女性自身／アルコール依存症からの回復
　　　　　「自分をすきになれてよかった」
6月16日 毎日新聞／依存症対策 人手不足
6月28日 奈良新聞／死に至る恐ろしい病気 薬物依存の実態紹介

新聞・雑誌

ネットニュース

5月14日 名古屋テレビ「UP!」／特集ギャンブル依存症
5月21日 フジテレビ「プライムニュース イブニング」／
　　　　  特集アルコール依存症
6月14日 関西テレビ放送「報道ランナー」／ゲーム依存特集

ゆうちょ銀行　店名）四五八　店番）458  普通口座）0387467
口座名）ワンネスグループ依存症関連問題基金

★献金はこちらへお願いいたします★

Local Activity in奈良

社会貢献者としての証を胸に、新たな一歩を踏み出します。

取材のお問合せ・お申込み ワンネスグループ本部 TEL0745-24-7766

●個別相談を受付いたします（該当会場のみ／組数限定）　詳しくはTEL0120-111-351まで

みなさんの地域、学校、企業でも
「依存症を知るセミナー」を開催します。

5月1日　Yahoo!ニュース／元タレントへ
　　　　アルコール依存症体験者から5つのポイント
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社会貢献支援財団より、社会貢献者として
表彰され、日本財団賞をいただきました。

Report 1 Report 2

受賞をこれからの励みとして、ワンネスマインドで進んでまいります。 自らの回復を「希望の光」として届けるために。
フラワーガーデン代表の回復のストーリーが、
雑誌『女性自身』で特集されました。

地域における諸課題の背景として‘依存症’への理解を深める。
市職員へ向けて
「依存症を知るセミナー」を開催。

　奈良県橿原市にある女性専用依存症回復支援施設『フ
ラワーガーデン』は、今年6月で創設より丸4年が経ちまし
た。治療共同体メソッドに基づいた依存症回復支援だけで
なく、現在はさまざまな生きづらさを抱える女性のサポート
や、女性の生き方そのものをバックアップする活動など、
広がりを見せています。その中心となっているのが代表の
オーバーヘイム容子です。自身の依存症経験を生かし、
今、苦しみの中にいる仲間に寄り添って伴走するオーバー
ヘイムの生き方を、雑誌『女性自身（5月28日発売号）』の
「シリーズ人間」という連載企画で特集していただきまし
た。記者の方は「必ず希望はある」という思いの元、2日間
に渡って取材をしてくださいました。オーバーヘイムが思
う「希望のメッセージを運ぶ」という自身の使命感と一致
し、「依存症から回復することができることを、より多くの人
に記事で届けたい」と語ってくださる記者の方との出会い
に心から感謝をしています。
　4月19日、７人目の卒業生が『フラワーガーデン』を旅立
ちました。彼女はアルコール依存症でした。インタベンショ
ンによって、『フラワーガーデン』へご家族に連れてこられ

　公益財団法人社会貢献支援財団の社会貢献者表彰式
典が開催され、一般財団法人ワンネスグループが受賞団
体に選ばれ、「社会貢献者表彰」を受けました。2005年の
創設以降、依存症経験者が主体となり、包括的な問題解決
の取り組みを行ってきた点、海外から先進的な依存脱却プ
ログラムや依存問題啓発の手法などを取り入れ続けてい
る点、理解促進のセミナーや無料相談活動を全国に向け
て行ってきた点などが評価され、今回、受賞の栄誉をいた
だきました。表彰式にはワンネスグループ共同代表の伊藤
宏基と三宅隆之が出席し、安倍昭恵財団会長より表彰状
を頂戴しました。
社会貢献者表彰とは
　社会貢献者表彰は、広く社会の各分野において、人々や
社会のために尽くした方を表彰し、日本財団賞を贈るもの
です。現在、表彰の対象となる功績は、緊急時の人命救助、
社会福祉の増進や青少年の育成などへの多年にわたる功
労、国際協力、海の環境保護と安全保持などです。表彰は
年1回（平成28年度より年2回）行われています。表彰対象
者には、賞状及び日本財団賞が贈られ、その功績をまとめ

　ワンネスグループ沖縄では、これまで県内各自治体や自立支
援団体等との間で依存症勉強会の開催、困難ケースの共有を行
うなど、連携体制が深まってきています。その表れとして、行政、
司法、福祉などいろいろな機関から依存症に関係する様々な事
例の相談が増えてきました。
　沖縄では土地柄、昔からアルコールの問題が大きな課題と
なっており、相談いただいたケースのなかには困難なものが多
く、関係者の方々の苦悩が感じ取れます。何が問題なのか？ その
問題を解決する上で必要なことは何か？ かつて依存の渦中で苦
しみ、脱却した経験をもとに日夜支援を提供している私たちワン
ネスグループとしても、社会に還元できることは何かについて模
索を続けています。
　そのような状況のなか、6月にうるま市で市役所職員を対象と
した「依存症を知るセミナー」を開催させていただきました。セミ

7月6日（金）in東京

★参加された方の感想★

『女性自身』には、お子さんと一緒に満面の笑顔が印象的なオー
バーヘイムの写真が掲載されました。「依存症から回復して、家
族との笑顔が取り戻せるように」とのメッセージです。

『女性自身』では、『フラワーガーデン』での、普段のプログラムの
様子も伝えていただきました。記事の一部はワンネスグループ
ホームページ「活動ブログ」より、ご覧いただけます。

卒業証書を手に社会復帰した仲間（写真前列中央）と一緒に。

表彰式は東京の帝国ホテルにて執り行われました。同財団の会
長を務められる安部昭恵さんより、共同代表の伊藤と三宅が表
彰状をいただきました。

★依存症のメカニズム（根っこにあるもの）や、ステージ
ごとの対応方法について学べてよかった。また専門とし
ている機関の役割を学べて非常に心強く思いました。

★依存症のそれぞれのステージでの対応方法を具体
的に知ることができて、とてもよかったです。

★各ステップでの対応・声かけは、依存症だけでなく、発
達に問題がある子への対応や、精神疾患をお持ちの方
との関わりにも参考になると感じました。

★アルコール依存を抱えている方を何名か担当してい
ます。担当している方が依存症のどの時期で、どういう
対応を行えばよいか、とても参考になりました。どのス
テージにあるのかは、見極めがとても難しいですが、今
日の勉強を参考に、適切な支援を行いたいです。

★これまで、ボンヤリとよかれと思って、自分が行ってい
た支援方法について、何となく合っている部分も多かっ
たですが、支援のプロセスやご本人の段階などによっ
て、やってはいけない事、やるべき事などが具体例をも
とに知れてよかったです。ぼんやりとした支援ではなく
エビデンスに基づいて、しっかりと対応できるようがん
ばろうと思いました。

た時、入寮が受け入れられず、困惑して怒りを露わにして
いました。しかし、家族の想いを聞き、一度は入寮を受け入
れるものの、一週間もしないうちに「私はここにいる人間で
はありません。帰ります」と…。しかし「なぜ自分がここに来
たのか、来る必要があったのか」を理解した彼女は、プログ
ラムを一生懸命受講するようになります。自分が依存症で
あることを認めてからは、プログラムの理解もめざましい
ものがありました。しかし、その頃、依存症とは別の病気が
発覚…。病気を受け入れることができず、絶望、悲しみ、塞
ぎ込みました。しかし、彼女は逃げることなく、病気と向き
合い、克服することができたのです。施設に来たことで病
気が発覚し治療ができたこと、そして仲間の支えに感謝し
ていますと話してくれました。依存症も、絶望も、一人では
なく、仲間や支えてくれる家族、友人の力があるからこそ
乗り越えられるのだと思います。今、彼女は、夢を持ち、新
たなコミュニティーで、四苦八苦しながらも仕事に回復に
取り組む毎日を送っています。これからもより多くの依存症
を抱える仲間や、悩みを抱えているご家族に回復のメッ
セージを運び続けたいと思います。

た記録集が作成され、全国の都道府県立図書館等に贈呈
されます。
受賞を新たなステージへの第一歩として
　創設者の矢澤祐史が、奈良の地で始めた取り組み。今、
現在の多様な活動の姿のみを知る人の方が多くなりました
が、13年前の何もないところから県内外を日夜駆けずり
回って、ひとつずつ形を作っていくという、とても平坦では
ない道のりを経て今に至っています。すべては依存問題の
解決。それも教科書的な回復像、解決のあり方ではなく、真
に生きづらさから解放されたいとチャレンジを続ける私た
ちが考える解決のあり方。矢澤からバトンを受け取り、今回
の受賞はまさに「ワンネスマインド」で頂いたものです。各
拠点のスタッフ全員のチームワーク、利用者メンバーやご
家族の存在、施設運営やプログラムについて協力いただ
いている皆さま、そして私たちの活動を応援してくださる
皆さま。すべてがつながって、ひとつになって、今がありま
す。本当にありがとうございます。
　今回の受賞を機に、依存症経験者として、民間団体とし
てできることに、さらに努力していきます。

華やかな金屏風の前で記念撮影。グループにかかわるすべての
方たちと一緒にいただいた表彰です。

さまざまな形で社会貢献に励んでいる方と一緒に。分野は違え
ど、根底に流れる他者への思いには通じるものがあり、よい刺激
をいただきました。

うるま市役所保護課職員の方々と一緒に。当グループを信頼してくださ
る心強い存在です。

私たちだけでは問題を抱えて困っている方にたどりつけないケースもある
ため、今後も一層地域支援者の方と連携を深めていきたいと考えています。

支援者の方が今、実際にどのようなことに困っているか、リアル
な声をお聞きすることができ、またグループからも具体的な方法
をお伝えしたり、一緒に解決方法を考えることができる貴重な機
会となりました。

社会貢献者表彰ワンネスグループの受賞理由

一般財団法人ワンネスグループ（奈良県）
　2005 年に薬物依存に対応する回復支援団体を前
身として、その後アルコール・ギャンブル等様々な依存
症に悩む人に向けた回復施設、一般財団法人ワンネス
グループを奈良・名古屋・沖縄の 3 都市、8 施設で運
営し、また、東京、横浜、大阪に来所相談拠点を設けて
いる。特徴は、薬物以外の多種多様な依存に対応し、女
性専用の施設を有すること、そして、海外の先駆的回
復のための様々なプログラムを現地で学び、その手法
を積極的に取り入れている事。また、包括的依存症支
援として、予防教育・回復支援・再発防止・雇用創生・専
門職化など、統合的なアプローチで、それぞれの利用
者に向きあっている。またその手法も日々進化する中

で、世界最新の情報を入手し、利用者のみならず、その
家族を支えた活動を行っている。
　活動内容は、①依存症の本人・家族の支援 ②カウン
セラーとなる専門家の育成 ③回復プログラムの開発 
④予防教育 ⑤就労支援を柱に、依存症回復支援施設
の運営から、依存症を知るセミナーの開催、回復期の利
用者が働く場所の提供、家族からの相談に応じたりと
幅広い。例えば農業プログラムや犬の世話を通じて信
頼関係を築くトレーニング、体を動かしたり、ヨガなど内
なる自分に向き合うプログラムも取り入れている。画一
的な方法ではなく、それぞれの性格や環境にあったプ
ログラムによって、依存症者を回復に導く活動を１３年
に亘り続けている。

6月21日（木）inうるま市

ナー開催のきっかけは、市保護課の方々の施設訪問。セレニティ
パークジャパン沖縄南城依存症ケアセンター、沖縄GARDEN
（いずれも南城市）へお越しいただき、施設支援の現場をご覧い
ただきました。
　とても勉強熱心で、私たちワンネスグループを信頼してくれて
いて、プロの施設のスキルを学ぼうという職員の皆さんの姿勢に
感動し、何かお手伝いできることはないか話し合ったなかで行わ
れた今回のセミナー。当日は保護課の方のみならず、障害福祉課
や児童家庭課など、依存症問題に関連の深い職員の皆さま、全
部で約40名にご参加いただきました。
　セミナーでは、ワンネスグループ沖縄・九州代表の位田と、セレ
ニティーパークジャパン沖縄代表 大黒が講話を行い、その後、個
別面談、ケースの共有と相談が行われました。

　　ワンネスグループこれまでの歩み 
　　   マイナス10からプラス10へ

　　 　　   2005年～2018年

2005年
2010年
2011年
2012年
　
2013年
2014年
2015年
2017年
　
2018年

グループ創設者の矢澤祐史が、奈良県に薬物依存症回復施設を開設
日本アディクションカウンセラー協会設立
一般社団法人セレニティパークジャパン設立
奈良県の薬物依存症回復支援施設が、一般社団法人GARDENへ名称変更
日本ファミリーインタベンションセンター設立 ／ 一般社団法人セレニティパークジャパン沖縄設立
雇用創生事業『麺屋拳玉（名古屋市）』開店
女性治療共同体FLOWER GARDEN設立 ／ セレニティパークジャパン名古屋設立
一般社団法人GARDEN沖縄設立
問題ギャンブル対策センター横浜設立 ／ 通所コース開設（現在は大阪・名古屋・横浜）
農業を通した依存回復施設 雇用創生「ワンネスの農園」デイケア開設
問題ギャンブル対策センター大阪設立



Information 2

　ワンネスグループでは、各拠点がある地域の中学校や高校に赴いて、10代の多感な時期を
過ごす子どもたちに、経験者として薬物についての講演を行う活動を続けています。奈良の平
群（へぐり）町では、毎年、町の民生児童委員協議会が主催して下さる薬物乱用防止講演会に、
ワンネスグループをお招きくださっており、今までにも奈良GARDENディレクターの酢谷映人
や、フラワーガーデン代表のオーバーヘイム容子も登壇いたしました。
　今年は奈良GARDENスタッフの川端が講師として登壇し、平群中学校3年生、民生委員の方、
一般の方の約150名の方に「依存症からの回復 大切なものを失わないように」と題して薬物乱
用防止講演会を開催しました。「18歳の頃、常に退屈を感じ、居場所がないと思っていた。薬物は
悪いことと知っていたけれど、自分の生き方に疑問を感じ、心にポッカリと空いた穴に薬物が入り
こんでしまった」と川端はきっかけを話し、本当の意味で薬物乱用予防は、自分の心が満たされて
いる状態を常に作ることが大切。その為には会話ではなく、対話が必要だと伝えました。
　ワンネスグループでは依存症の理解促進に関するセミナー、シンポジウム、相談会、予防教
育などを各地で行ってきました。最近は、市町村主催の講演会、学校での授業、また企業内勉強
会などお声がけいただいております。一人ひとりが何かを考えるきっかけとして、私たちの経験
や知識をセミナーを通してお伝えします。

「知ることは防ぐこと、知ることは解決への一歩」をキャッチフレーズに、全国各地で開催して
いる「依存症を知るセミナー」を、中国・四国地区で本格的に開催できることになりました。8
月10日の鳥取県を皮切りに、8月は岡山県岡山市、香川県高松市、徳島県徳島市の計4都市
で実施。さらに9月は高知県高知市、愛媛県松山市、広島県広島市、山口県山口市、島根県松
江市とまわり、合計9会場で開催いたします。
　今回のキャラバンでは、午前中の第１部では依存症者を抱えるご家族の方に向けた内容
を、午後２時からの第２部では依存症についての一般論や依存経験者でもあるグループス
タッフが考えている問題の背景や解決の道筋について、グループ共同代表の三宅ほか、施設
スタッフたちがお話します。
　今まで中国・四国地方にお住まいで電話やメールでご相談いただいた方からも、地域での
セミナー開催のリクエストをいただいていました。この度、本格的に開催でき、支援が必要な
多くの皆さまと直接お会いして、有意義なひと時を過ごしたいと考えています。第１部、第２
部ともに、セミナー後は無料相談会（要予約）を実施します。時間が限られているため、人数は
限定となりますが、依存症経験者が語り、直接相談できるこの機会を、どうぞご活用ください！

★週末通所コースのお問合せ★

Report 5
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北海道・東北地方、春のキャラバンで
多くの方たちと依存症について考えました。

Report 3

Report 4

「出会い」をきっかけに、生きづらさを見つめ、
問題解決の第一歩を踏み出してほしい。

中国・四国地方で新たな出会いを紡ぎます。
依存症を知るセミナー 中国・四国キャラバン

ギャンブル等依存脱却サポート
「週末通所コース」（大阪・名古屋・横浜）

新たなコミュニティの充実を目指して。
ワンネスグループ大阪オフィス＆
横浜オフィスで新企画がスタートしています!

　依存症からの回復には、専門医院に入院したり、支援施設に
入所したり、一般社会から一度離れることがほとんどでした。会
社や学校の長期休暇を取得することが難しく、依存症の症状悪
化や回復への機会損失につながることを解消したいと、ワンネ
スグループが新たにスタートさせたのが「週末通所コース」の設
置です。2016年春よりスタートし、2018年度前期コースが1月
に大阪と名古屋で、4月に横浜でスタートしました。
　現在、ギャンブル依存症の問題を抱える方の他、インターネッ
トゲーム依存の問題を抱える方にもご利用いただき、各会場に
てギャンブル等依存症回復に特化したプログラムを提供してい
ます。６月下旬に大阪・名古屋会場では前期分の最終回を迎え、
全20回のプログラムが修了しました。　
　この取り組みはワンネスグループの手がけるギャンブル等依
存症対策や回復支援において、新たな可能性を見出すきっかけ
となりました。なかでもグループ独自の週末通所コース専用テキ
ストの開発に着手したことは、大きなチャレンジです。私たちの回
復支援の特徴のひとつに「当事者目線」と「専門性」をミックスし
たプログラムを提供している点があげられます。週末通所コー
スでも、ギャンブル等依存症を経験したスタッフが、当事者だか
らこそ分かる「共感」や「依存脱却に必要なこと」を各回で提供し
ています。さらに専用テキストには、国際問題ギャンブルカウン
セラー認定委員会（ＩＧＣＣＢ）の専門トレーニングから得たスキ
ル、新しい心理プログラムのトレーニングを通じて得たスキルも
盛り込み、個人の性格やモチベーションに合わせて回復に取り
組める構成になっています。
　またご家族にもプログラムにご参加いただく機会を設け、ご本

　今年で北海道キャラバンは2年目、東北キャラ
バンは5年目を迎えることができました。4月下
旬に開催された北海道キャラバンでは、「問題解
決への道のり～きっかけって何だろう～」をテー
マにグループ共同代表の三宅、セレニティパー
クジャパン名古屋代表の池田が稚内・札幌・苫小
牧・函館の4会場を訪れました。続く6月上旬に
行われた東北キャラバンでは、「依存症と”生き
づらさ”～認めて、向き合い、そして今～」をテー
マに三宅、ワンネスグループ沖縄代表の位田が、
仙台・郡山・弘前・秋田の4会場を訪れました。全
会場で時間の許す限り、依存症について、自身
の経験などをお話させていただきました。
　今回は前半はメインセミナー、後半はギャンブ
ル依存ミニセミナーの二部構成で開催。依存の
背景や解決に必要な考え方などをお伝えしまし
た。メインセミナーには依存症ご本人や、ご家族
だけではなく、地元医療機関のスタッフ、ソー
シャルワーカー、行政職員の方など様々な立場
の皆さまにお越しいただきました。
　今回、会場に依存症のご本人が数名お越しに
なり、セミナー終了後、依存脱却に向け抱えてい
る不安について、直接話し、分かち合いをするこ
とができました。また、夜のギャンブル依存ミニセ
ミナーは、依存症者のご家族が参加され、悩みや
疑問についてお話くださいました。勇気を持って

　大阪オフィスでは5月のゴールデンウィークに、新企画となる「こどもの日ミニイベント」、「お
やじの会」を開催しました。大阪オフィスの立ち上げ時より、週末通所コースや家族会、女子会
など、ご本人・ご家族の依存症回復支援に加え、予防・啓発の観点からメンタルヘルスの分野
で新たなサポートができないかと考え、企画されました。
「こどもの日ミニイベント」ではダンス・歌・紙芝居などを、スタッフ総出で子どもたちに披露し
ました。楽しむこと、感じること、感情を表現すること。これらは依存症回復支援のなかでも大
切なポイントです。依存症になってからの対処ではなく、依存症にならないために何ができる
か？　スタッフは試行錯誤しながらも、準備を通して多くの学びがありました。小さなお子さん
がいらっしゃる親子を対象に、次回は9月に第2弾を企画中です。
「おやじの会」は依存症のご家族を抱える父として、依存症を抱える父として、“お父さん”を対
象に開催しました。父親ならではの悩みや、他の家族との接し方など、肩の力を抜いてざっくば
らんに意見交換し、ワークなどを通して分かち合いました。家庭や職場で知らずのうちに抱え
てしまう、父親として「～であらねばならない」「～できて当然」などのプレッシャー。ストレスケ
アの場、安心して心を開いて分かち合える場、学び・成長の場として、今後も「おやじの会」を
毎月開催します。
　横浜オフィスでは、4月より新たに週末通所コースの第1期がスタートしました。家族会、依
存症を知るセミナー、カウンセラー養成講座も継続的に開催しています。地域におけるギャン
ブル等依存症対策拠点を目指して、皆様と共に歩んでいきたいと思います。

本年度は週末通所コース開催にあたり、個別相談会や
プログラム体験会を各会場で行い、一人では踏み出せ
ない回復への勇気づけ、動機づけの機会を設けました。

ご家族の方にも参加いただき、グループワークを行うこ
とで、依存症の問題によって膠着化していた家族の関
係性がほぐされる一面も。

依存症経験者の私たちが作ったオリジナルプログラム
で、自らの経験をひとりでも多くの方の役に立てたい
と、つねにプログラムをバージョンアップしています。

さまざまな催しを企画
した「こどもの日ミニイ
ベント」では、誰かのた
めに一生懸命になる
ことを通して、豊かな
感情を育みました。

IR誘致をギャンブル依存についての正しい知識
や対策の浸透、セーフティネット構築の好機とと
らえて、私たちの知識やノウハウを惜しみなく提
供していきます。

★北海道・東北キャラバン2018春 参加者感想★
★依存症者の家族として参加しました。なぜ依存するのか、私の言っているこ
と（してはいけない理由、し続けることで将来どんなことが起こるのかを考えさ
せるなど）を分かってもらえない、または依存行動を改善できないのが理解でき
ずにいました。実体験を拝聴したことで、依存症者の考えや気持ちが分かった
ような気がします。今後の対応の参考にさせていただきます。
★経験者の言葉は重みがありました。「底つき」という考え、概念を知ることが
できてよかった。池田さんがおっしゃっていた「上司」の役目は私も重要と思い
ます。私自身、上司のひと言がキッカケで、回復への取り組みを始めました。
★家族の関わりについて知れる機会が、今までなかなかなかったので、三宅さ
ん、池田さんからの話を聞けて良かったです。

★平群中学校の皆さんからの感想★

★薬物はダメだとは知っていたけど、なぜダメな
のか詳しく知ることができました。身のまわりで
薬物を使おうとしている人がいたら、話を聞い
て助けてあげたいと思います。
★薬物が思ったより身近にあって、気軽に誘わ
れることが知れました。川端さんの実体験から、
断る勇気と相談する勇気をしっかりもって、生き
ようと思いました。

5年目を迎えた東北キャラバンでは、参加
して下さる方の人数も増えてきました。「出
会い」が依存脱却や自身の生き方を変えて
いくきっかけ、依存症者という立ち位置を
超えるきっかけになります。今後も「出会
い」を提供できるよう、各地へ出かけます。

参加費無料のご案内
今回の中国・四国地方のセミナー開催につきましては、この度の
豪雨災害の影響を考え、セミナー参加費（資料代）を無料とさせて
いただきます。大変な状況の方もいらっしゃるかもしれませんが、
どうぞお気軽にご参加ください。

〈ギャンブル等依存症対策支援募金のお礼〉

大阪・横浜オフィスでのイベント開催時
には、活動への支援募金にご協力いただ
き、感謝申し上げます。皆さまのご厚意は
依存症回復支援やさまざまな生きづらさ
を抱える方々の活動支援に有効活用さ
せていただきます。
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今ある‘問題’の解決、これからの‘懸念’への対応を考える。
常滑市議会で「ギャンブル等依存」
勉強会を行いました。
　IR（カジノを含む統合型リゾート）実施法は、延長国会の最終盤まで議論されました（※7月
20日夕方現在）。今後は誘致を希望する市町村が地元の理解を得た上で、都道府県あるいは
政令指定都市を通じて国に計画案を提出することになりますが、そこで欠かせないと考えら
れるのがギャンブル依存への対応。国の動向を眺めるだけではなく、地域で何ができるかに
ついて具体的な取り組みを始めているところもあります。
　4月24日、IR誘致を検討している愛知県常滑市において、市議会議員、事務局の方等を対
象にした勉強会が開催され、グループ共同代表であり問題ギャンブル対策センター大阪・横
浜の責任者である三宅と、セレニティパークジャパン名古屋代表の池田が登壇の機会をいた
だきました。勉強会では、依存症についての一般論や数値的な切り口だけでは窺い知れない
「実態」について説明。その実態をベースにして真に必要な対策、地域で取り組み可能なも
の、そうとは気づかないが実は取られている対策などを、一時間にわたってお話し、参加くだ
さった皆さんは熱心に聞き入っていただき質問も多く出されました。
　理解促進、予防や回復支援などの依存症対策は「見せない、触れさせない、考えさせない」
という視点ではなく、ギャンブルのメリットやデメリットを考える機会や依存症に陥る背景につ
いてまで考える必要があります。さらにソーシャルサポートの充実、地域のエンパワメントの視
点が必要です。それがひいては、不健康な依存を抱えている方の本質的な問題解決につなが
り、依存予防にもつながります。
　本気でIRを導入していきたいのであれば、本気の依存症対策を。依存症経験者は依存症
対策に必要な事柄をいくつも持っている「宝庫」です。

仕事や学業を続けながら依存脱却を目指す、もうひとつの選択肢。　

人とご家族の双方の回復をサポートしてきました。家族向けプロ
グラムでは、ご家族が陥りやすい共依存の問題に関しての基礎
講座や感情表現などのグループワークを中心に、全３回提供し
ます。ご本人・ご家族それぞれのプログラムは、依存症問題に関
わらず、日常でも役立つコミュニケーションスキルを身に付ける
実践的な内容が含まれており、この週末通所コースをきっかけ
に家族同士での対話が増え、関係性に変化が起きたというお声
もいただいております。（次期より全4回に変更）
　ギャンブル等依存症からの回復を入所施設で取り組む決心を
することは、ハードルが高いと感じられるのも事実です。回復に
繋がるハードルを下げ、入所以外の「もうひとつの選択肢」とし
て社会におけるギャンブル等依存症脱却のためのセーフティ
ネットの役割を担うのが週末通所コースです。大阪、名古屋は今
月7月から今期シリーズがスタート。横浜は10月から次期シリー
ズがスタートします。依存脱却のきっかけを掴む機会としていた
だけるよう、今後も展開してまいります。気になることはお気軽に
ご相談、ご連絡ください。

参加してくださった、その思いを大切にしたい。
個別相談では、依存経験者の立場からできる限
り丁寧に応えました。
　今回、両セミナーでは、参加者さまから地域に
おける社会資源の実情を伺い、何か出来ること
は無いか相談を受けて一緒に考える機会が
あったことが印象的でした。「依存症について
の社会資源がない」ことを指摘するのは簡単で
す。ですが地域にある資源をどう活用すれば依
存症問題の解決にも繋がるのか？ 机上の理論
で依存症対策を考えるだけではなく、足を運び、
見て、共に考える。私たちワンネスグループが、
わずかでもできる事はないか？ 今後もみなさん
と一緒に頭を悩ませ、一緒に考える事が大切だ
と思います。
　10月には秋の開催を予定。北海道は根室・帯
広・旭川・札幌に伺います。また、東北へは11月
に山形・盛岡・仙台・いわきへ伺います。第1部に
「家族向けセミナー」、第2部ではメインセミナー
「依存症と生きづらさ」をテーマにします。人数限
定で両セミナー終了後には無料相談会（要予
約）を開催します。キャラバンが、依存症に悩む方
にとって解決のきっかけになれば幸いです。次回
の北海道・東北キャラバンでも多くの出会いが
あることを願っています。

【北海道・根室市】10月5日（金）
根室市総合文化会館中会議室
（根室市曙町1-40）

【北海道・帯広市】10月6日（土）
とかちプラザ研修室307
（帯広市西4条南13-1）

【北海道・旭川市】10月7日（日）
旭川市大雪クリスタルホール
国際会議場第2会議室 （旭川市神楽3条7）
【北海道・札幌市】10月8日（月・祝）
札幌市産業振興センターセミナールーム3
（札幌市白石区東札幌5条1-1-1）

【山形・山形市】11月16日（金）
ビックウイング会議室403
（山形市平久保100）

【岩手・盛岡市】11月17日（土）
いわて県民情報交流センターアイーナ
会議室602 （盛岡市盛岡駅西通1-7-1）
【宮城・仙台市】11月18日（日）
日立システムズホール仙台 研修室2
（仙台市青葉区旭ケ丘3-27-5）

【福島・いわき市】11月19日（月）
いわき産業創造館 会議室2
（いわき市平字田町120ラトブ6F）

★依存症を知るセミナー北海道・東北キャラバン2018秋 ★

■ スケジュール（全会場共通）
第1部10:30~11:30家族向けセミナー／11:30~無料相談会
第2部14:00~15:30メインセミナー／15:30~無料相談会
※無料相談会は各回いずれも限定4組、事前申込みが必要

■参加費／無料（資料代として1,000円が当日必要）
■無料相談会の予約
TEL0120-111-351（月～金曜10：00~17：00）
Email info@oneness-g.com
※メールには参加予定の会場名、相談を希望する時間帯
　（午前11時半～／午後3時半～）、相談内容を書いて送ってください。

詳しくは裏面
イベント情報へ

Information 1

■日時・会場などは本紙裏面「イベント情報」をご覧ください。
■無料相談のご予約　
TEL：0120-111-351（月～金曜10：00～17：00）
Email：info@oneness-g.com
※メールには参加予定の会場名、相談希望時間帯
（午前11時半～／午後3時半～）、相談内容を書いて送ってください。

自分の心を大切にすることが、予防の第一歩。
地元中学3年生に“薬物の本当”を
伝える講演会を行いました。

7月2日（月）in奈良

4月24日（火）in愛知

自分が生きてきたストーリーや、自分が発見したこ
とを講演を通して伝えることは、自身の成長や喜
びにつながると、今回の経験を通して川端は話し
てくれました。

●問題ギャンブル対策センター大阪
　TEL：06-6115-7395 （月~金曜10：00~17：00）
●問題ギャンブル対策センター横浜
　TEL：045-264-4365 （月～土曜10：00～17：00）※不定休あり
※横浜会場は10月から次期シリーズスタート
●セレニティパークジャパン名古屋
　TEL：052-734-2437 （月～金曜10：00～17：00）
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～マカオ、アメリカ依存症先進事例視察レポート～
Report 7 実効性のあるギャンブル等依存対策。民間団体にできることは？

アディクションカウンセラー養成講座
【第３期】オンラインで開講！

～依存症のご家族を持つ方の為の～
「ワンネスファミリーグループ」を
関西、関東、東海、沖縄で定期開催しています。

「役割」にチャレンジし、仲間との一体感を味わい、楽しむ。
沖縄キャンププレジャープログラム

　依存症の当事者の方、ご家族の方の心理学
的な支援の方法を学ぶアディクション・カウン
セラー養成講座。現在、第２期は東京、横浜、名
古屋、大阪で開講中です。ご遠方のため、受講
が難しい方からのお問合せが増えたことを受
け、10月からスタート予定の第３期では、パソコ
ンを使ってオンライン講義を開講いたします。
　右記の講義の時間、オンラインで受講してい
ただき、その場で質問をお受けすることも可能
です。予定が合わない場合は、録画した動画に
て受講することができます。実際の講義か開催
されている場所（横浜オフィスを予定）へお越
しになり、直接講義を受けることも可能です。今
年はIR（カジノ）法案が注目されており、依存症
対策はますます重要性を増してきています。こ
の機会にぜひご検討ください ！

　依存症になってしまった場合、当事者は自分でコントロール
できなくなり、結果的に借金、犯罪行為、暴言、暴力、離婚、身体
的影響など、様々な問題を引き起こし、生活が退廃していきま
す。自分の行動に責任が取れなくなり、それでも生きていくため
に人間関係にも依存します。ここで忘れてならないのは、苦し
んでいるのは当事者だけでないということです。当事者の家
族、恋人、友人も問題に巻き込まれ、本人以上に深刻に悩んで
いるケースも多くあり、依存症は当事者だけの問題ではなくな
ります。
　特に家族は深刻な悩みや苦しみを抱えているケースが多く、
どうしたら良いのかわからないという状態に陥っている場合、
家族も当事者とは別の場所で問題と向き合い、癒される必要
があります。それが「家族会」です。家族会では、同じ問題を抱え
る家族同士がそのつらさを分かち合って支え合いながら、問題
解決を目指します。家族会に参加し始めた頃は、問題があるの
は当事者で自分たちではないという考えを持っていることが
少なくはありません。継続して家族会に参加していくなかで、相
手を変えるのではなく、自分自身を変えていくことの重要さに
気づかれます。
　ワンネスグループが主催する「ワンネスファミリーグループ
大阪」は毎週月曜日の19時から20時30分まで開催していま
す。第1週は文献のシェアリング、第2週は依存症基礎講座、第

　依存症対策はギャンブルを排除すれば済む話ではない。実
効性のあるギャンブル依存症対策は何か…？　かねてより私
たちワンネスグループは、海外の先進事例を学ぶ必要性を感
じ、2015年よりNCPG（全米問題ギャンブル協議会）の年次
総会に参加し、昨年は専務理事のキース・ホワイト氏の来日
公演会も実施しました。またシンガポール、マカオ、ラスベガ
スの現地IRやカジノ視察などを繰り替えてしてきました。
　今年も5月にマカオへ、そしてつい先日アメリカへ、ワンネ
スグループ共同代表の三宅と通訳スタッフの川口が向かい
ましたのでレポートいたします。

【マカオ】 分かりやすさ、使いやすさで「ヘルプ」を出しやすく。
　5月中旬、マカオで開かれた国際カジノ見本市G2EAsia
への参加の最中、IRを視察しました。古くからカジノホテルが
ある半島地区から橋を渡って南に位置しているコタイ地区
は、10数年の間に近代的なIRが林立する地域となりました。
マカオ福祉局やマカオ大学が中心となって取り組んでいる
対策は、分かりやすさと使いやすさが印象的です。
　各カジノのフロアにはキヨスク型のブースがあり、銀行
ATMのような装置からはマカオ全カジノと依存症対策委員
会がつながっており、対面で相談することも可能で、依存症
回復支援の団体の紹介なども行われます。また、依存症につ
いての理解促進の印刷物も豊富。依存へといたるプロセス
の説明やセルフチェック、また地域の社会資源の紹介などが
コンパクトにまとめられています。
　さらにはスマートフォンのアプリも。自身のギャンブルにつ
いて記録を取ることができたり、ギャンブルについての正し
い知識を深めるクイズがあり、やはりヘルプラインの紹介も
ありました。適切な情報を触れやすく、分かりやすく、使いや
すくというのは、ワンネスグループの理解促進活動のテーマ
でもあり、大変参考になりました。

★オンライン アディクション・カウンセラー養成講座のご案内★

◆開講時間／毎週月曜13：30～16：00（10月開講予定）
◆講義回数／全40回（現在、開催している講座と同じ内容）
◆受講方法／ご自宅またはご都合のいい場所で、YouTube【非公開】で
　受講いただきます。開講時間にご都合のつかない場合は、録画したものをご覧ください。
　また、講義会場にお越しになって受講することも可能です。
◆スクーリング／2回
◆講座内容／心理カウンセリングの基礎、依存症について、感情、認知、行動について、
　依存症に効果的な心理療法など、最新の手法を取り入れながら、
　包括的な援助法を学びます。

～このような方にオススメです～
・依存症の経験（回復を2年以上継続している方）
・家族として依存症と向き合った経験を生かしたい方
・現在、カウンセラーとして活動しており、
  ご自身の活動の範囲を広げたい方
・その他、依存症の当事者、ご家族の方の援助に興味をお持ちの方
◆お問合せ／ katagiri@oneness-g.com （担当：片桐）
※検討中の方、ご質問がある方、お気軽にお問合せください。

　今までにも本紙でご紹介してきましたが、ワンネスグループには、依存症回復支援プログラ
ムに自然の中で身体を動かし、健康的な自由を体験する「プレジャープログラム」を取り入れ
ています。依存対象に頼らずに健康的に楽しみ、コミュニケーション能力を養うことが目的で
す。自然の宝庫の沖縄では、サーフィンやハーリー船などのマリンプログラム、自転車プログ
ラムなど充実した内容を提供しています。中でもキャンププログラムは、クライアント、スタッフ
全員が楽しみにしています。
　今年のキャンプは『にらい恩納（おんな）コテージ』で行い、ビーチで泳いだり、スタッフが素
手でタコを捕まえてきたり、琉球天道組がダンスを披露したり、ギターを弾いて歌を歌ったり
…。心地よい疲労感の中、リフレッシュできました。
　施設への入所前は、ギャンブルやアルコール、薬物、インターネットゲームなどの依存対象
を使用するのみという生活パターンだったクライアントが、依存対象から離れ、新しい生き方
を送る上で、生きる楽しみや依存から脱却することの喜びを味わうこと、健康的な趣味を持つ
ことが大切です。
　キャンプ中はお互いに協力をしながら、自分の「役割」について責任を持ってまっとうしま
す。こういった経験は回復後の社会復帰に必ず役立ちます。新しく入所するクライアントも増
えているワンネスグループ沖縄では、今後もこういった活動を充実させていきたいと考えて
います。

オンライン講座でも、講
師への質問など、直接や
り取りが可能です。

マカオカジノに設置されていた
キオスク型の相談ブース

全米問題ギャンブル協
議会（NCPG）の様子談
ブース

アメリカ・クリープランド
の会場

マカオカジノに設置されていたキオスク型の相談ブース

依存対象では味わえない「楽しさ」を、生き
る喜びや力に変えられるよう学びます。 ワンネスグループ沖縄代表

の位田は「依存症に特化し
たワンネスグループの支援
が、専門的な支援を必要して
いる方に届くことでさらなる
再犯防止につながるよう、活
動してまいります」と意気込
みを語りました。

講座を修了された方には、全米薬物アルコールインタベン
ショニスト協会から発行されるディプロマをお渡しします。

3週はご家族の分かち合い、第4週は当事者またはご家族の体
験談となっています。毎回20～30名の方が参加してくださっ
ています。
　参加者からは「今までは世間の目もあって、誰にも相談する
こともできなかったが、自分と同じような経験をしている人たち
に共感してもらうことができ、気持ちが楽になった。自分よりも
先に参加している人を見て解決策があるということも信じられ
るようになった。」「ずっと当事者のことばかりを考えて、自分の
人生を生きていないことに気づいた。そしてそれが共依存とい
う自分の問題で、それが依存症を悪化させてしまう原因の一つ
であることが理解できた。」というような声がよく聞かれます。
　当事者と家族では、お互いが依存し合っているケースがよく
あります。ワンネスファミリーグループでは、そのような状態か
ら抜け出し、当事者と家族がお互いに独立した人間として、健
全に関わっていけるようにサポートすることや、依存症の問題
で苦しんでいる家族の方同士が繋がり、お互いに共感をしなが
ら支えあう場となっています。
　ワンネスファミリーグループでは、奈良、大阪、名古屋、横浜、
東京、沖縄と全国6カ所で家族会を開催しています。依存症と
いう病気の理解や、接し方など、様々な情報交換の場にもなり
ますので、大切な人が依存症かもしれないと感じる場合、ぜひ
家族会にご参加ください。

依存症問題を抱える、ご家族の回復のために。

【関西】
・ワンネスファミリーグループ奈良
（奈良・大和高田市：毎月第2土曜日 14：00～16：00）
・ワンネスファミリーグループ大阪
（大阪・大阪市：毎週月曜日 19：00～20：30）

5月7日（月）～9日（水）in沖縄

★参加者の感想★

依存症脱却支援の専門性を再犯防止に役立てる。
ワンネスグループ沖縄代表の位田が
沖縄県更生保護協会の評議員に選任。
　非行や犯罪を起こし刑事施設等から社会へ戻っても、必要な支援を受けられないことによ
り、再犯を繰り返すケースがあります。過去から立ち直り、社会で居場所を作るためには、見守
り支える地域社会の温かい心が必要です。再犯を防ぎ立ち直りを地域として支える活動を行
う皆さんは「更生保護ボランティア」と呼ばれています。保護司や協力雇用主といった名前に
馴染みのある方は多いでしょう。
　ワンネスグループの各施設の一部は、法務省より「自立準備支援ホーム」の委託を受け、何
らかの依存を背景にもつ刑事施設出所者などの対象者に支援を提供してきました。刑務所か
ら出所された方が、その当日から依存脱却のためのプログラムをスタートするといったシーム
レスな支援を心がけていますが、それも依存症経験者が担う施設だからこそ。その結果、依存
脱却につながり再犯を防ぐケースが実績として多くあります。さらには再犯防止のプログラム
も導入し、スタッフもどのような支援を提供すればよいか理解を深めてきました。
　この度、ワンネスグループ沖縄による依存症を切り口とした地域課題の解決支援活動を評
価していただき、代表の位田忠臣が更生保護法人沖縄県更生保護協会の評議員として選出
されました。「協会には地域を代表する企業の関係者の方も入られており、今までにない支援
の拡がりを感じています。依存症への理解を深めていただけるよう情報発信に努めていきた
いです。」と位田は意気込みを話してくれました。依存症に関する専門的な支援が、更生保護
協会を通じて広がっていくことで、沖縄県内での再犯防止がさらに高まっていくのではないか
と期待しています。

★今回はキャンプ係の担当になり、非常に多くのものを
学びました。人生で久しぶりに「無償の喜び」「貢献する
喜び」を得られました。参加した仲間の多くが「楽しかっ
た」「キャンプ係ありがとう」と言ってくれたことは無上
の喜びです。今までは感情に対し、どちらかというと抑
圧的に生きてきたので、こういった感覚に鈍感でした
が、施設に来て少しずつ、その感覚を取り戻している様
に思います。
★キャンプでは普段の生活では気付けない、団体行動
の摩擦から改善するプロセス、他人のせいにせず、考え
を修正するのは自分であるということなどに気づけまし
た。団体行動は苦手ですが、プログラムの一環としての
キャンプは、自分にとって意味深い体験になりました。

ホームページ内
「活動ブログ」では、
各施設のプログラムや
日常の生活を
お伝えしています。

ホームページでは
さらに詳しく ！

つらかった過去の経験を生かして。

★ワンネスファミリーグループに
ついてのお問合せ★

★ 法務省ホームページ
　 （更生保護を支える人々）

〈依存症相談ダイヤル〉
TEL：0120-111-351
（受付時間／月～金曜日10時～17時）

〈ＳＯＳ依存症メール相談〉
 sos@oneness-g.com 

ワンネスグループ大阪オフィスでは
これ以外にも様々な家族会を開催中です。

【関東】
・ワンネスファミリーグループ横浜
（神奈川・横浜市：毎月第1・3木曜日 13：30～15：30）
・ワンネスファミリーグループ東京
（東京・目黒区：毎月第1土曜日 14：00～16：00）

【東海】
・ワンネスファミリーグループ名古屋
（愛知・名古屋市：毎月第2土曜日 13：00～15：00）

【沖縄】
・ワンネスファミリーグループ沖縄
（沖縄・那覇市：毎月第1土曜日 15：00～17：00）

★ギャンブル等依存問題の解決を草の根レベルで★

国際問題ギャンブルカウンセラー認定（第3期）トレーニング
《本年11月以降に大阪・横浜・沖縄で開催決定》
IGCCB（国際問題ギャンブルカウンセラー認定委員会）による
国内トレーニング。
詳細は9月以降に特設ホームページでご案内いたします。

Report 8

【アメリカ】 「若年層への予防啓発」を大きなテーマに。
　7月18日~21日に開催され、今回で32回目となる全米問
題ギャンブル協議会（NCPG）の年次総会は、ロックの殿堂で
も有名なエリー湖ほとりの街、クリーブランドで開催され、プ
レカンファレンスから4日間通して合計100を超えるセッショ
ンや講演、ワークショップなどに、約700名が参加しました。
　ここ数年の傾向は「予防」についてのトピック、特に若年層
に対する働きかけについてです。
　総会冒頭では、国際若年層ギャンブル問題・高リスク行動
センター所長のジェフ・デレベンスキー博士が、若年層のギャ
ンブル問題をテーマに基調講演を行い、ギャンブル問題に対
して脆弱性を持つ若年層の心理的背景について、実証研究
の内容を語りました。
　また、全米各地で若者向けの予防啓発を行っている団体
が、その実際について発表を行っていました。どれも共通して
いえるのは、単に制限年齢以下だから「見せない、触れされな
い、考えさせない」のではなく、現にあるものに対して自分自
身がどのような態度で接していくのかを自身が決めるための
材料を提供していたこと、また、若年層が直面する生きづらさ
についての理解や寄り添い、安心感を持てるつながりの構築
などを試行錯誤しながら実践している点でした。
　今回、ワンネスグループはポスター発表の機会をいただき
ました。「日本のIR候補地におけるNGOと多様な利害関係者
とのPETERへの挑戦」をテーマに、特に関西地区における
ギャンブル依存症対策の現状と課題について発表しました。
PETERは、予防（prevention）、教育（education）、治療や
回復支援（treatment）、規制の施行（Enforcement of the 
rules）、調査研究（research）について、NCPG同様に様々
な立場の者たちが連携協力できる枠組みが必要です。ワンネ
スグループのような依存経験者の団体だからこそできるこ
と、医療機関だからできること、行政だからできること、業界
関係者だからできること・・・。行政がその音頭取りをする必要
はありながらも、それぞれの強みを組み合わせることが、真に

実効性のある対策になるだけではなく、それぞれの考えに
耳を傾けることや理解することが「形式上ではない本当の
意味での連携」につながると思います。
　今回の年次総会では、これまで日本国内で2度トレーニ
ングを実施したIGCCB（国際問題ギャンブルカウンセラー
認定委員会）代表のロリーンルーグル博士と、今後のカウン
セラー認定について打ち合わせをし、日本でのカウンセ
ラー育成についてより一層の進展をしていくことになりまし
た。さらには、ニューヨーク州で若年層向けの依存症対策を
行っている団体（Youth Decide）とワンネスグループが連
携していくことが決まりました。

【おわりに】
　依存症だけではなく、社会的問題の解決に必要なのは、
その問題の本質がどこにあるか考えていくこと、誰のため
の問題解決かを考えること。その不断の歩みのなかで多様
で幅広い対策が生みだされ、実践されていきます。これまで
の日本国内でのギャンブル依存症対策はまさにこのような
歩みを辿っていったのではないでしょうか。
　IR実施法やギャンブル等依存症対策基本法に、一応の
結論が出されましたが、私たち依存症経験者であり、脱却支
援を提供する者としては、これら法律が「どの方向を見て」
「何を意図して」成立へと至ったのかをよく考えながら、その
中身と向き合っていく必要があります。
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