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　「依存症」からの回復のためには、一刻も早く本人が「依存症」である事を認識し、現状を見つめ直す機会をつくることが大切です。
そのために効果的な方法が「介入」です。
　本人と介入者（依存症から脱却している人）が直接面会し、家族に代わって回復施設でのプログラムを促す方法です。
　身内の人はどうしても本人を信じたい気持ちが出るのは仕方がない事だと思います。しかし、過去はどうでしたか？同じ問題を繰り返
してはいませんか？結局、この行動をすると先延ばしになるだけの可能性が極めて高いです。よく「借金の尻ぬぐいはしないでください」
という事を書いてある記事は多いですが身内になればなるほどこの気持ちが出てしまうのは至極当然の事だと思います。
　そこで介入者にお任せいただけませんか？時間はかかるかもしれませんし、何回か説得しなければ首を縦に振らないかもしれません。
しかし、介入者も依存症本人の為、自分の体験を話すことで本人も「安心感や共感」が生まれます。そして、施設に行く事を受け入れる
様になりプログラムを受けてみようと思うようになれば介入成功です。こうなるように介入者は粘り強く話し合いを続けていきます。

早期発見が対処の鍵。ポイントは効果的な「介入」です。

　依存症は一度その状態になってしまうと、自力で回復することが、非常に困難であると言われています。実際、一人でやめようと試み
ても、強迫観念や禁断症状から、再び依存対象へと戻ってしまうケースが多くみられています。「解決策」は、専門のプログラムによる
継続ケアです。依存症には、身体だけでなく心のケアが必要。専門のプログラムは、依存へと逆戻りさせる力を乗り越えるための新しい
生き方を提供します。その結果、依存から脱却のみならず、新しい人生を切り開くチャンスも生まれるのです。依存症には「解決策」が
あるのです。

依存症は自力ではなく、専門プログラムで継続的な回復を行う「解決策」があります。

　ギャンブル、薬物、アルコールによって、まともに生活ができなくなり人生を破壊する依存症は、中学、高校生くらいから始まる
こともあります。放っておくと、限界に至るまでやめることができず、最悪の場合には、結果的に死に至ることも少なくないのです。
本人が自ら依存症を克服しようと思っていても、実際には自分だけの力で抜け出すことはとても難しいのです。依存症からの回復には、
いろいろな意味でのご家族の助けが必要です。経験豊富な私たちがサポートします。ぜひ、ご相談ください。

ご家族が依存症で困っていたら迷わずご相談ください。きっと回復の道筋が見えるでしょう。

行為依存

ギャンブル、買い物、
インターネット、ケイタイなどど

人間関係
依存

異性、DV、共依存など

★当施設は行為（プロセス）依存症専門の施設です。

　「依存症」とは、特定の行為にのめり込んだり、物質使用をくり返すことで、
それが精神的・身体的になくてはならない状態になり、自分ではコントロール
できなくなった結果、自身を傷つけ、周囲を巻き込むなど、社会活動が困難に
なる問題。依存対象は様々で、行為（ギャンブル、インターネット、買い物など）、
物質（アルコール、薬物など）人間関係（異性、DV、共依存）などに分類されます。
依存症は、正しいケアとサポートを受けることで、かつて自身が望んでいた生
き方や、それ以上の生き方ができるようになります。また問題行動によって壊
れてしまった家族や周囲の方との人間関係も修復でき、社会復帰を果たすこと
も可能です。

依存症について

依存症とは
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休職後の復職や休学後の復学に向けて行動していく
再就職・再就学

ステージ

5 プログラムを使い、自立への具体的行動

スポンサーシップ、フェローシップを意識し、ステップ８～１２を学ぶ。

過去、ギャンブル（プロセス）等の使用で起こしたトラブル（借金、他者への傷付け）に対して
ステップ 8、9に取り組むことを目標とする。

ステージ 1～ 3で身につけた、健康的な考え方、生活スタイルを施設内で行い、役割などを通して、
社会復帰を考えた行動をする。

ステージ

4 人間関係の再構築＆社会復帰への準備段階

感情的な正直さを手に入れるため、エンカウンターグループに参加し始める。

過去の自分の” 考え方・行動のパターン” を改善するために 12ステッププログラムの・・・
ステップ 4、5、6、7に取り組む。

自分の事のみでなく、他のメンバーの手助けを実践する。

「健康的な考え方、生き方とは何か？」「社会的に見て責任ある行動とは？」といったポイントについて、
周りのメンバー・スタッフの姿やプログラムを通して考えを深める。

ステージ

3 自分にとって「良いパターン」「改善すべきパターン」を知る

自分にとって本当に取り組むべきことは何か？ 12ステッププログラムの・・・ステップ 1、2、3について確認。
自分の事のみでなく、他のメンバー（特に新しいメンバー）の手助けをする。
他のメンバーとともに、健康的な生活を続ける努力をする。

ステージ

2 取り組む問題は「自分の依存症」という点の確認

わからないことがあったら、スタッフに聞くように行動する。
自分勝手な行動ではなく、他のメンバーと協力して生活する。
ギャンブル（プロセス）等依存によって損なわれた、生活習慣や金銭感覚の修正努力

ステージ

1 生活習慣見直し・施設での生活に慣れる

依存症は回復できます！
それぞれの方のペースにあわせて、
プログラムを組み合わせながら
回復のステージをあがっていきます。

回復プログラム
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横浜中華街横浜海の公園横浜八景島シーパラダイス

周辺環境

個室空間台所付近寮入り口

　基本的には共同生活を行います。しかし、当施設では自分の時間も大切にして過ごして欲しいと考えているため、「個室空間」を与えた
環境で生活をしてもらっています。（但し、一時的な入居者の増加の関係で少ない日数個室空間が無い場合もあります。）

入寮について

ワークプログラム風景②ワークプログラム風景①ミーティング風景
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　最初にギャンブルを経験したのは高校生の頃友人数人とパチンコ屋に行ってスロット台に三人並んで座ったことを覚えている。自分は初め
てだったが友人が経験 者ということで教えてもらいながら千円、二千円と使って「こんなにあっという間に千円が無くなってしまうのか」とびっ
くりしながらも三千円目で大当たりを引いて三万円位になった。「こんなことはマグレなのだから、高校生の身分でパチンコ屋に来るのはよそう」
とその時は冷静で いたが後日また誘われると「もしかしたらまた勝つかも？」という気持ちが出て芽生えてきて度々パチンコ屋に行くように
なった。その頃麻雀も覚えてロクに学校も行かなくなり昼間はパチンコ屋、夜は雀荘という生活をするようになった。学校に行かないでいる
から単位も足りず、高校は一年足らずで中退してしまった。この頃の自分はギャンブルで身を立てていく！と真剣 に考えていたと思う。実際に
はアルバイトの給料では軍資金が全く足りず、しばしば親や祖父母の財布からお金を盗んだりしていた。 
　例えば、財布に三万円入っていたらそのうちの一万円だけ使ってギャンブルで遊ぼうと思ってパチンコ店に入り今日は絶対一万円までだと決
めてもあと一万円入れれば出そう・・・とずるずると使ってしまい気付けば一文無しになることが何百回とあった。 
　成人してからも一向にギャンブルは止まらず、パチンコ麻雀に次いで競馬にも熱中するようになり負け額も段々大きくなっていた。大負けを
すると「もう二度とやらない！」と心に誓ってクレジットカードや消費者金融のカードにハサミを入れたり、馬券を買えなくするためにネット
の馬券サービスを解約したりと色々なことをするものの、数日も経てば「今度は勝負レースだけに絞って、賭け額も百円単位で遊べばきっと
大丈夫」とすぐに手を出してしまいクレジットカードもすぐに再発行するということを繰り返していた。何か欲しいものがあっても、「大勝ちし
ないと買えないな」と思うことが当たり前になっていて、友人 の結婚式に誘われても御祝儀分として取っておいたお金もすぐにギャンブルで使っ
てしまい二十代の頃は友人の結婚式にまともに出席できた記憶がない。二十代後半にかけては、競馬から競艇にシフトしていってもっと掛け
方が酷くなった。一つのレースに数万円、場合によっては数十万円を賭けるようになっていた。この頃は借金も五百万を超え、毎月利息だけ
辛うじて払うような暮らしを延 と々繰り返していた。公共料金や自動車税等も何度も滞納し、電気が止められては舟券が買えないということ
で保安員の方が電気メーターを止めに来るまで払わないということが常態化していた。仕事も自営業になっていたので、お客さんからお預か
りした本来仕入れに使うべきお金をそのまま軍資金に転用することも多く、それを埋めるために借金をするという滅茶苦茶な暮らしが続いた。
ギャンブルには平気で何万円も一瞬で使うのに、衣食住や趣味にお金を使うのが惜しくていつもケチな食事をしていた。舟券で一万円使う事
には何の抵抗も無いが、二千円程度の食事も「高い！」と思っていた。クルマのガソリンも勝ってから入れよう。と考えるので何回もガス欠
寸前までいった。 不思議なもので、ギャンブルをやりたいがために仕事だけはがむしゃらに頑張っていたが、いくら稼いでも稼いでも全て競
艇で溶かしてしまうので、そこそこ稼いでいるのにいつも銀行口座を含めて全財産が数千円という状態だった。当然引き落としが出来ず又支
払いは遅れる様になるとカード会社や消費者金融から催促の電話が一日に何十回もかかってきて頭の中では「借金をなんとかしなければ・・・」
とそれだけだった。普通、こんなに借金まみれならばギャンブルを断ち返済に全て回せばいいものを、自分の頭の中には「大穴を取り続け
て数千万当てれば一発で借金返済どころか金持ちになれる」と本気で思っていた。 
　自分はかなりのおばあちゃん子だったのだが、その大好きな祖母からも何度も無心を繰り返した。「資格を取るためにテキストを買う」とか「お
客さんのクルマを壊してしまった」等と嘘を重ねて度々数万円の無心をし、大好きなはずの祖母であってもお金を渋られると内心で「いいか
ら早く貸してくれ！」と思っていた。そんな祖母が晩年いよいよの時に「バクチばかりやっていないで、しっかりと生きていくんだよ」と言い
残して亡くなった。この時はさすがに大いに悲しみ「ばあちゃんにはギャンブルに金を使っていたことを見透かされていたんだな…こんなこと
ではいけない。ギャンブルをきっぱりとやめてばあちゃんの言った通りちゃんとしよう！」と墓前で心に誓ったのだが、やはり三日と空けずす
ぐギャンブ ルに手を染めていた。何度ギャンブルを断とうと思っても、どうやってもすぐにギャンブルに戻ってしまう。自分は頭のおかしい人
間なのではないかと自問自答しつつもひたすらギャンブルに明け暮れていた。 
　二十代の頃は、大勝ちすればそれなりに爽快感があって満足感も得られて楽しく打てていたギャンブルだったがこの頃になると勝っても負
けても、楽しくも何ともなく謎の義務感からひたすら打ち続けるようになっていた。競艇は朝から晩まで 365 日毎日開催されているので、仕
事の合間にやっていたハズがレースを見る合間に仕事を急いで片付ける暮らしになっていた。携帯を片手に運転中も外出中もひたすら舟券を
買い続けた。親類の結婚式に出席するために新幹線に乗って遠方に行く機会があり、車内で舟券を買っていたが途中で銀行の残高が底をつ
いてしまい、目的地の手前で途中下車してコンビニの ATM に駆け込みご祝儀のお金を使ってしまいそして一文無しになり嘘をついて欠席しと
んぼ返りしたこともあった。仕事の荷物を積んだトラックを運転中にも舟券を買っていて、レースの中継に見入ってしまい路肩に乗り上げて高
額な積み荷を高速道路上に撒き散らしてしまったこともあった。一歩間違えれば 死人が出てもおかしくないのにこの時の自分は事故を起こし
たことよりも見ていたレースが外れたことの方が悔しかった。競艇場やパチンコ屋にいる時にお客さんから電話がかかってきても、ギャンブル
をしていることがバレてしまうことを恐れて電話に出ず「電話かけてきやがってレースに集中できないじゃないか」とイライラしていた。 
　そんなある日パチンコ屋のトイレに【この項目にいくつか当てはまるとあなたはギャンブル依存症かも？】というようなポスターが貼ってあっ
て、自分はおそらくギャンブル依存症というものなんだろうけれど、どうにかなるものでもないしきっと死ぬまで借金をし続けて、ギャンブル
をしていくんだろう・・・とどこか他人事の様に思っていた。あまりにも生活も精神面も苦しくなり、三十代のある時期にインターネットでギャ
ンブル依存症につ いて調べていくと依存症で苦しむ当事者同士が作る自助グループというものがあるということを知ったが、「そんなものに
頼らずともやめてやる！」と最初の頃は拒んでいたもののどうにもどんな痛い目に遭ってもやめられず「胡散臭いけれど、このどん底の暮らし
がどうにかなるなら・・・」という気持ちで自助グループに出席してみることに。 
　どんな胡散臭い連中がいるのかとかなり警戒しつつ最寄りの会場に行ってみると、予想外にアットホームな人たちが迎えてくれて、今まで
どんなことをしてきたか？借金の事や人間関係の事など・・・友人知人には到底話せないような【ギャンブル依存症者にしか理解できない話】
をたくさん話してくれた。最初は怪しい壺でも売り付けられるのかと思っていたが、警戒している自分に対し「こんなところに来たからといっ
てやめられると思えないでしょう。明日以降ギャンブルをやってしまっても、どうか来週また来てみてください。」と勧められたのを覚えている。
事実、自助グループに行って話をするだけで、俺がこんなにも苦しんでいるギャンブルがやめられるワケが無いと決めつけていたけれど、そこ
まで言うならば・・・と次回行くまでひとまずギャンブルをやらないでみようと軽い気持ちで数日間が過ぎた。不思議なことにその一週間ギャ
ンブルをしないで過ごすことが出来た。十数年間、インフルエンザになってもケガをしても三日と空けず続けてきたギャンブルが初めて一週間
止まったことに驚きを隠せなかった。これはもしかしたら自助グループに行ったことと何か関係があるのかもしれないとさすがに思わざるを得

ギャンブル依存症と私　２人の回復物語
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ず一週間後に再び自助グループを訪れた。その際に今不思議とギャンブルが一週間止まっていること、自分の借金がいくらあるかなど話して
帰った。自助グループというところにいけば、ギャンブルのやめ方を教えてくれたり、借金の返し方やギャンブルとの上手な付き合い方を教え
てくれるんだと思っていたのにそういったことは一切なくて、ただその場にいる同じ依存症者の話を聞くだけ。こんなことで何故ギャンブルが
やめられるのか！と思う一方で、事実たった一週間ではあるけれど自力では絶対に成しえなかった【一週間ギャンブルをやらない】という事
に成功していた。自助グループでは、初めて参加した日から起算して一か月、二か月、三か月・・・とやめ続けている日数を重ねると仲間が祝っ
てくれる。周囲の仲間から、まず一か月を目指してみようと励まされて文字通り毎日指折り日数を数えていた。それまで、一日中ギャンブル
三昧であったから急に時間を持て余すようになってどうしていいかわからなくなった。仕事をすることが嫌いであった自分が仕事に打ち込むよ
うになり、借金の返済は待ってはくれないので「もし、もしもこのままギャンブルをやめられたらいつか借金が無くなる日が来るだろうか」と
毎日妄想して過ごしていた。この時期は、交際相手に「今日もギャンブルをやらなかったよ」と毎日報告して過ごしていた。今考えれば有難
い相手である。そうこうしているうちに、ギャンブルをやらずに一か月が過ぎた。自助グループでもお祝いしてもらって、なんだか恥ずかしい
ような嬉しいような感覚だった。しかしながら、PC や携帯でネットを開くたびに今までの閲覧履歴からかギャンブルに関する広告やオススメ
の動画などが表示されたり、電車の中吊り広告で競艇の広告を見たりするとギャンブルをしていた時の良い経験ばかりが蘇ってきてこの頃の
数か月は本当に精神的にきつかった。競艇仲間からの誘いを断るのにも非常に難儀した。やめたからと断っても誘ってくるのがギャンブル仲
間の特徴であるから何度も誘いに負けそうになった。競艇場まで連れていかれたこともあったが、今やってしまったら恥ずかしくて自助グルー
プへも行けなくなる！と妙な負けん気を出して何とか踏みとどまることが出来た。 
　日中仕事をして、夕方に一度片付けて自助グループに行き、21 時過ぎからまた仕事を再開して 24 時過ぎに帰宅する。そんな毎日を過ご
していたがギャンブルで出ていく分のお金が残るわけだから必然的に返済出来る額が大幅に増えてこれまで利息分程度しか払っていなかった
借金を毎月数十万円返済するようになった。五百万円以上借り入れがあったので、死ぬまで返し続けるのかと思っていたのに自助グループに
参加し始めてから返済を始めていき無理と決めつけていた借金返済がなんと完済出来てしまったのだ。それまでの自分であれば大きく稼いで
もギャンブルで使ってしまいその為、返済に充てるという事が出来なかったのにこの事は自分でも本当に驚いた。ギャンブルをやめ始めてから
一年の記念で自助グループの仲間が祝ってくれたが、この時思いがけず男泣きをしてしまい自分にもそんな一面があったのかと恥ずかしくも、
少し誇らしい気持ちもある。今、ギャンブルをやめ続けて二年と少々が過ぎ、家族や友人・知人に対し自分がしてきた行いについて埋め合わ
せていくことが容易ではないということを痛感する日々を送っている。借りていたお金を返したんだからもういいだろうということは無く、兄
弟の間柄であっても若干の心の距離を感じる事がある。迷惑を被った側はいつまでもそれを覚えているから、打ち消すことは出来ないしそれ
を上書きして余りあるほどの人間になったわけでも勿論無いのだから、生きづらさを覚えて当然なのだと思っている。けれど、自分に出来る
事は少しずつ言葉ではなく行動で示していく。言うのは簡単で実際は大変な事だけど、それが出来る自分であり、そんな今日一日を繰り返し
ていく自分でいたい。自分は今でもギャンブルは大好きであり、キッカケさえあればコロっとギャンブルをやり始めてそしてギャンブルの地獄
の世界に一瞬で戻ってしまうだろうとわかっているからこそ、今二年ではあるがギャンブルの無い暮らしをもらって日々を過ごす中で、今後も
ギャンブルの無い生活を選んでいきたいと思っている。 ついつい、自分の力で今の生き方を勝ち得ていると思ってしまいがちだけど、これには
自助グループの仲間・親兄弟・友人知人と多くの人の助けが働いているだという事を思い出すためにも、自分のギャンブル依存症からの回復
の為に自助グループに通っている。ギャンブル依存症になり、典型的な破滅に近いところまで陥り、自助グループに助けを求めて・・・と悪
い事だらけに見えるけれどそれによって自分でもわかっていなかった自分の欠点やどういう性格なのかというところが少し把握出来たところは
本当に良かったと思っている。改善していく事は死ぬまで一生の課題だが、自分と向き合うことをやめずに今日一日を過ごして生きていきたい
と思っている。

　「あいつは誘っても来ないよ」この言葉を当時野球部に入りその部室の中で聞きました。
同じ野球部の仲間から必ず勝てるからやってみればとよく誘われていた。確かにその当時は千円を持っていきメダル三枚でビックボーナスが引
けるお店がサービスで仕込むモーニングがあった。交換可能時間まで店内でウロウロしていれば約六千円の交換ができるという。高校生なが
ら差額の五千円を手にしそのお金で野球部の同僚が昼食時間に蕎麦屋に行く姿は若干うらやましくもあったが自分は母親から作ってもらった
お弁当を部室で食べるそんな日々が続いた・・・
　実は自分の家は小さいころから父親のギャンブルで借金の問題が絶えずありよく母親から「あなたはお父さんみたいにならないでよ」とよ
く言われていた。家がうまくいかないのは父親のせいだと思うとともに、ギャンブルは自分は絶対にやらないと強く思っていた。父親との会話
も高校生に入りほとんどなくあんなおやじ出ていけばいいと思っていた矢先、またギャンブルによる暴力・借金が発覚し十七歳のころ父親は
出ていき母親との離婚が決まった。
　そんなギャンブルに対して嫌悪感しか始めはなく何度か朝に行くモーニングに声はかけてもらいその時の自分の答えはいつも「俺はいいよ」
と伝えていました。そんなある日、「あいつは誘っても来ないよ」と話しているのが聞こえたとき何となく疎外感を感じ数日後、少しやってみ
ようかなと伝えたのがスロットへの入り口でした。
　一番最初は、パチンコ店に入るのはドキドキしたが慣れるとなんか大人になった気がして仲間に三枚でボーナスが本当に当たり、始めは押
してもらったボーナス絵柄が見えるようになり「何これ凄く楽しい！！」とコンチネンタル・スーパーバニーガールなどを好んで遊んでいました。
他の機種やパチンコにも手を出し始め気が付けば一日中学校にも行かず一般台の魔界組やフィバー代のブラボー極など様々な機種にも手を出
し始め同時に思ったのは親父みたいに借金するような事はせずに上手くやりくり出来ればと思い、当初思っていた嫌悪感は多少持ちつつも少
しずつ野球の品物を買う等といった嘘をついてまでするギャンブルになっていました。
　嘘をついてお金を借りるときによく母親から「あなたはお父さんみたいにはならないでよ」と言われるのが嫌でした。その場は黙っている
のだけど心の中は「親父と一緒にするなよ」と思っていた。買ったレシートを見せてと言われると何か疑われているのでは？とか思いそこまで
疑うのならいいわと言って逆ギレしたりしていました。その場合でも、母親は最終的には信じてくれてお金を多分出してくれるだろうと過去の
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やり取りで知っている自分は高校生や専門学校の学生の内は「まだ学生だし社会人になったら考えればいいや」と深く見つめることはしませ
んでした。
　社会人になりギャンブルをする事を続けていた自分は、親にお金を借りないで自分で自立した生活をしないとなと思いました。何故かとい
うと、母親にこの一言を言われたからです。「あなたこのままではお父さんと同じになるわよ。この前もおばあちゃんの所にお金を借りに行っ
たでしょ。身内には黙っていてと言って・・・」と言われたときに思ったのは、あれだけ内緒にしてと言ったのに・・・わかったと言って貸し
てくれたのに・・・とその貸してくれたおばあちゃんに怒りを覚えた自分がいました。わかったよと怒り口調で話しそれからは一時的に連絡を
しないで自分でやりくりすればいいと思いました。しかしギャンブルはやめていない為、どうしてもお金が必要になる日は遠くなくその時、自
分なりに考えた方法はクレジットカードを作っての現金化でした。当時旅行会社のカウンターで新幹線の回数券を良くカードで買いに来る人
が多くなんでかなあと思っていた自分は職場の先輩に何で新幹線の回数券買う人は何でカード支払いが多いんですか？と聞くと先輩から「全
ての人では無いがショッピング枠で回数券を買いそれを金券ショップで売れば高く買い取ってくれるから」だと思うよと聞いた瞬間、このやり
方があると心の中でガッツポーズしている自分がいた。ギャンブルをやり続けている自分がより射幸性の強いギャンブルをやるようになってい
く時期でもあった。
　あっという間に借金が膨らみただ母親には言いたくないなあと次に自分がとった方法はサラリーマン金融でした。やっぱやめたほうがいい
かなあ？でもどうするんだよと申し込み前の店舗前には来たがなかなか中に入れないでいた。そうだ電話して怖そうな口調な人が出たらやめ
ようと店舗の電話番号に近くの公衆電話からかけてみた。〇〇〇〇でございますと出たのは怖い人では無く女性の明るくハキハキした感じの人
が出て少し安心し、カードを作り借りたい事や現在はクレジットカードのみ借金が有る事を伝えると窓口に身分証明証があれば借りれる仮審
査の回答をもらった。「三十分後に店舗に伺います」と伝え公衆電話を切りその瞬間こんなに簡単に借りれるんだぁ～やったぁ～マジで嬉し
いと借金が増えることよりもお金を借りられる喜びのことが大きくその場で叫んだ。店舗に着くと三十万で申し込んでいたはずが、五十万ま
で借りれますけど如何いたしますか？と言われ「念の為五十万でお願いいたします。」と即答、カードを作成した。有難うございましたとカウ
ンターの女性から頭を下げられてのお礼、借金を申し込んだのに感謝までされ簡単に借りられる事を知り、余計に身内に言うより楽と思うよ
うになっていきました。
　ギャンブルの為の借金カードが作れるのを知った自分は、限度額が一杯になると、一社から二社、三社とまた新たにサラリーマン金融に申
し込んで、借金が雪だるま式に増えていきあっという間に自転車操業状態になっていきました。八社三百万位の時に審査に落ちる様になりマ
ジでヤバいどうしよう？と思ったときに頭に浮かんだのは母親でした。仕方がない話ずらいけど、以前も肩代わりしてくれたから今回も話をし
て救ってもらおうと話をして後日家族会議、「実は・・・」借金の告白をすると母親はあきれるかのように「またギャンブル」と言ってきた。
その時に咄嗟に自分は「多少ギャンブルもしたけど食事の付き合いや買い物も多かった」と実際はほとんどギャンブル使い果たしたとは決し
て言えませんでした。
　もう二度と借金はしませんとは簡単に言えるのですが、もう二度とギャンブルはしませんとは言えずにその言葉を母親から書いてと言われな
いように自分から肩代わりの時に、誓約書書くよと言ってよく書いたのは、もう二度と借金はしませんの言葉でした。肩代わりの時に今回は信
じるからと言って出してもらった時や出してくれるなと感じたときは表面上では申し訳なさそうにしていましたが、内心はガッツポーズをして今
度は上手くやれればいいと思いながら、余計な事言われる前に一旦外出しようとタイミングを良く見計らって外出し時間をあけて帰宅し自分
から今度は気を付けますと伝え身内を安心させていました。
　さすがに肩代わりをしてもらった後は、自分なりに上手くやる方法を考えたりもしました。始めは時間を決めて行く、休日だけにする、予め
使えるお金だけを持って行きキャッシュカードなどを家に置いていくなどを試しましたが、どれも効果が無く結局長続きしませんでした。この
頃からギャンブルをやることに若干後ろめたさもあるせいか家に帰る前に芳香剤をかけて帰ったりしたりもしましたが何となく「どうせもうギャ
ンブルしているのばれてる」と感じるとその行為もやめ、会話もなく目も合わせなくなっていました。
　そんなある日、家に帰るとリビングに置き手紙があり「もう一緒には住めません。家賃は払ってあげます。今、家の全財産はこれしかあり
ません。」とキャッシュカードど共に置かれていました。ヤバい出て行っちゃったと焦った自分がまず行ったのは、銀行に行き残高照会でした。
残高照会すると二十万円入っておりさすがにこのお金を使っちゃうと本当に連絡が出来なくなると思いこの日は踏みとどまりましたが、今まで
借りた金額を取り戻せばいいと三日後、その二十万円を下ろし開店前から並びＣＲフィーバーワールドや黄門ちゃま、裏モノの沖スロなど射幸
性の高い台ばかりを打ち撃沈、僅か五日位で無くなり「仕方がない」しばらくは連絡せずある程度上手くギャンブルがやれるようになったら
連絡すればいいや、家賃は払ってくれそうだしと余り深く考えずむしろギャンブルに行きやすく」なった環境に安堵している自分がいました。
　この時期のギャンブルは毎日、金額の上限は無し、時間は閉店までのサイクルに陥り気が付けばどんどん借金が膨らんでいきました。借金
が増えると何とかしなくてはと思い自分が良く打っていた台ではどうしたって借金が返せる訳がなく、自分が余り打たなかった波の荒い台に手
を出し始め気が付けばサラリーマン金融八社約三百五十万の借金になっていました。この頃からサラリーマン金融の無人契約機に申し込んで
も「審査の結果融資できません」の返答ばかりで本当に審査しているのかよと思いながら、ただしかし何とか利息だけでも払わないと明日取
り立ての電話がかかってくる。どうしよう？時間はもう夜八時だしとその時またもや頭に浮かんだのは母親でした。
　この時は、約一時間くらい電話の発信ボタンが押せないでいたが、もうどうしようもないしなぁと観念して発信してみると母親の携帯電話
からは「現在この電話番号は使われておりません」とメッセージが流れ、家の固定電話・妹の携帯電話も同様のメッセージが聞こえすぐに完
全に連絡を取らないようにしていると思い寂しさも覚えたが、「ああそうかよ」と開き直り、なら借りれる手段を探して自分で何とかすればい
いんだろと次の日の朝スポーツ新聞を拾いその中の融資コーナーを見るとスピード融資・担保不要・ブラックＯＫの文字が記載されている融
資広告が沢山掲載されていた。一見怪しいなあと思いつつも新聞も一応審査しているだろうと思い電話をすると来店すれば貸すよと言われ、
安心し大急ぎで返済日の会社に今日の午後入金の旨を伝えると「いやぁ～何とかなった」と安堵している自分がいた。
　借りれる場所は東京の〇〇だった。はっきりとうちは利息は十日で三割だけどそれでいいなら貸すよ。あと最初は書類代がプラス五千円頂
くけどどうするとどこにでもいそうなサラリーマン風の風貌の人に言われた。これが闇金かぁ～と思いながらも自分がイメージしていたヤクザ
風の人とはかけ離れている風貌に少し安心したのと何が何でも今日利息は払わないとという気持ちから利息は高いけど、十日後に返済すれば
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いいやとあてもないのに融資を申し込み闇金に借りるようになった。意外と神田の闇金はああいう人がやっているんだなぁ～と思いながら、
返済が出来なくなったりジャンプ金が払えなくなると近くの闇金に借りての返済をし始めていた。このあたりの闇金は期日を多少遅れても電話
すれば恫喝せずにサラリーマンの営業みたいな声でお願いしますよと対応してくれ当初余り怖さはなかった。しかしながら段 と々件数が増えて
いき金額はおろか毎日が返済日の状態になった時に、運転免許証を預けそれを担保に借りたことで他で借りる事が出来なくなりジャンプ金が
用意できずある闇金に行き相談に行ったら、Ｄさん調べさせてもらったけどかなり沢山の会社から借りているね？もう今日あなたの母親に払っ
てもらうからとおよそ五時間の監禁をされ母親の住所に向かった。行く前は母親の所にはと泣いてお願いをするもじゃあ誰か払ってくれる人が
いるのかよと言われても、自分には誰も見当たらなかった。
　闇金の店舗前に黒塗りのベンツが用意され自分は後部真ん中の座席に座らされた。「本当に行くんだ。母親に合わす顔がない。やってしまっ
た。」と様々な感情が駆け巡ったが、闇金の人にタバコ吸うか？タバコ代もなかったんだろ？とクールのタバコを貰い車内で吸った。吸ってい
る途中に闇金の人からあんたの事を救ってやるからお前も協力しろ。母親に脅迫めいた取り立てをするつもりはないが、払ってもらうためにお
前は家に着いたらこの人たちはいい人だからと言ってくれ。そうすれば、必ず払ってもらうようにするからと言われその瞬間にこの人たちに任
せればいいやと思う自分がいた。結局この人たちのお陰で払ってもらい自分はその条件としてギャンブル依存症の自助グループに参加する事
になった。自分からではなく、仕方なく少し出れば身内も納得するだろうとそんな気持ちで参加してみる事を決めた。
　自助グループ参加当日、やっぱり気が進まない・面倒くさいなぁ～と色々考えたが自助グループが行われている横浜に向かった。始めから
入る勇気は無くただ身内に行くといったからなぁ～と開始十五分後あたりに会場内に入った。こんなところに来る人はいないだろうと思ってい
たが人数が多くいて「こんなにも沢山いるのか？」とびっくりした自分がいた。会場で行われているのは自分の話をただただするだけで「こ
れ続けるの？」と思いながら身内にまあ行って良かったと伝えている自分、「まぁ我慢して行き続けてみるか」と仕方なく毎日自助グループに
行き続けた。数日後、自助グループの帰りにギャンブルしなければいいんでしょと自分がよく言っていたパチンコやのソファーに座り台を見始
めその後、ゲームセンターのメダルゲームや実機のゲームを「ギャンブルでなければ」と言い訳をしよく遊んだり見たりしている自分がいた。
このことあの自助グループで話したほうがいいのかなぁ～と思ったりもしたが、別にギャンブルでは無いし見ただけだしと話すことは無かった。
少しづつ自助グループに行ったってという気持ちが芽生え一回目の自助グループは約三カ月で行くことをやめそしていつものように身内とは連
絡しない日々が続いた。自助グループに行かなくなって約三カ月後そして再発同じことの繰り返しだった。再発直後、東京の町田のパチンコ店
の外でタバコを吸っているとミーティング帰りの仲間が目の前を通った。咄嗟にヤバいと店内に入って通り過ぎた後、「もう会うことはないだ
ろう。あんな生活していて哀れな奴ら」と呟き自分はスロットジャグラーを打ちに店内に戻った。
　同じ問題を繰り返し、身内からは相手にされなくなり、仕事先の旅行会社にも横領や同僚への借金が明るみになり首同然の恩情自主退職、
警備員の仕事は交通費が無く行けずの無連絡退職、カラオケ屋でのサービス券横領や同僚への借金・闇金の取り立て電話が行くことに恐れ
ての無連絡退職、携帯電話のアドレス帳の名前が段 と々減ってきて自殺も考えたがそんな勇気も無く、家で日韓ワールドカップだけは見よう
と決めていたにも関わらず借金を何とかしなければと東京新宿に台の横にテレビがついているパチンコ屋を発見しそこで打っている自分、もう
毎日がいっぱいいっぱいだった。そう何かに追われるように・・・そしてもう駄目だ逃げないとと思い、中間施設に行くしかないと決めて次
の日に中間施設に行きました。
　平成十七年七月本当は中間施設は選びたくなかったが本心でした。ただ家には闇金からの取り立て訪問、金返せの張り紙や電報などが来
たり、電気。ガスが通ってない部屋でビクビクと過ごすよりもましと思ったからです。そんな自分を入れてくれ集団生活には最初は嫌で違和感
があった自分ですが、一日一日と過ごしていくうちに仲間と遊んだりパチンコ台の話で盛り上がったりしてこの現状を受け入れる自分もいれば
逆に何か苦手な仲間にも無理に話しかけたり、合わせたりする自分はどうなんだろうと思ったそんなある日施設の掃除の時に「おいお前掃除
しろよ」という言葉を聞いた瞬間、自分以外も沢山いたのに「なんで俺だけ・・・」という気持ちから大喧嘩に発展してしまいました。ヤバ
い多分出て行けと言われるだろうと思っていたが、施設長からは「あなたの場合は感情を言えて良かったんだと思う。下手だけどね。でも、
気を付けてください」と自分には思いがけない言葉でビックリした自分がいた。。
　ギャンブルをやっていた時、誰一人相手にされなくなった自分に対しギャンブルをやらない生き方をすることにより、声をかけられるのは何
となく嬉しく感じ「こんな俺にも居場所がある」と思えてからちょっとずつ、少しづつではあるが自分の感情に向き合い、さみしい・うれしい・
ありがとう・こう思うなどを伝えていくことで失敗も多いですが気持ちを伝えることにより後ろ向きな自分を、前向きにさせてもらいました。
今までは、自分がギャンブルをすることにより、気持ちを隠し・ごまかすのが当たり前の生き方で生きてきて自分や他人・物などを責める事
ばかりを繰り返し、それによって自分を見ないようにしてきた気がします。何となく気を使いすぎと思うなら気を使わないようにすればいいと
いうのは簡単ですが自分はどうしても気に入られたい・評価されたいと無意識にそういう行動をしてしまい人間関係のストレスなどを埋めるた
めの居場所の一つにギャンブル場が必要でその結果、ギャンブルにのめりこんだ。そういう部分は自分はあると思います。勿論、ギャンブル
のせいでは無いですが・・・断る勇気や一歩踏み出す行動をするとき自分は大体恐れが出ます。今まではそこを見ないように避けて来ていた
ように感じます。自分のことは自分が良く分かっていると自分は身内に何か言われるとよく言っていました。これは、余り深く考えていないの
と相手に主導権が行く事への一種の咄嗟に出る防御言葉だったと今では思います。一二ステップをする事により自分を知り対処法を見つけ
ギャンブルをやめていくキッカケを自分は貰いました。過去は人任せの生き方をあまり深く考えずにいましたが、よくよく考えると人からあれ
しなさいなどの指示をされても途中で自分からした方が良いと思わないと結果続かないと自分は思います。変えられるのは自分次第だと思い
ます。
　「生きづらさ」はこれからもギャンブルをやらない生き方をすれば見えてきます。変えるには勇気と行動が必要な事、それを気づかせてくれ
るのは一人で気づくのでは無く仲間の存在だと思います。この生活をしていると人間関係で悩む事があっても仲間のアドバイスを聞き嫌でも実
践してみると結果上手く行く事が多く、過去の自分なりのやり方で何とかしようともがき悪くなってから助けを求める事の繰り返しだった自分
が今、ギャンブルをしない生き方を送り今では色々な意味でゆとりがある生き方を過ごさしてもらっています。そして、平成二一年三月に結
婚もすることが出来ました。ギャンブルをしていた頃は、自分の中で諦めていた生き方でした。これからも、ギャンブルを必要としない生き方
を送っていきたいと思っています。
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会会社名 一般社団法人　ブルースター横浜

代代表 代表理事　則井　博文

所所在地 〒236-0031
神奈川県横浜市金沢区六浦5丁目5-13　メゾン南糧302号室

連連絡先 TEL：045-349-2732　/　FAX：045-349-2733

主主要取引銀行 横浜信用金庫　金沢支店
横浜銀行　金沢支店

会社概要

　皆様こんにちは。一般社団法人ブルースター横浜の代表理事をさせて頂いています則井博文です。この度、
神奈川県横浜市金沢区に入寮型のギャンブル依存症を中心としたプロセス依存症の施設を２０１８年１１月に立
ち上げました。私自身もギャンブル依存症者本人で、今ギャンブルをやらない生き方を十数年続けています。

　１７歳のころからギャンブルをやり始め、２０歳の時にはサラ金に手を付け、そして闇金に借りるまでそう時
間はかかりませんでした。同じ問題を繰り返し「なぜいつも、こうなってしまうのだろう」と思いながらも、あ
まり深くは考えずに「仕方ない」と身内に頼る生活を繰り返していました。結果、十数年前に仕方なく、自分
もとある施設に入りました。

　現在はギャンブルをやめ、当時は諦めていた結婚もすることが出来ました。今は、この生活を送れることにい
ろいろな仲間や身内が関わってくれたことに感謝しています。その中で、ギャンブル依存症の仲間との分かち合
いで感じたこと。それは「解決策はみんなそれぞれ違いがあり、ただひとつプロセス依存症になったことだけは同じだ」ということです。自
分が以前受けていたプログラムは認知行動療法でのミーティングが中心でした。しかし、この認知行動療法がかえってストレスを増長させ、
結果逆効果になっている人もいることに気が付きました。

　のめり込む原因には、様々な要因がある。それと同時に、仲間の中にいて感じたのは、それぞれが抱える「生きづらさ」が関係している
のではないかということでした。そこで、同じような考え方をしている関西地方のある施設で研修を受けさせてもらいました。約３か月間、そ
こで仲間と寝泊りをし、働かせていただき感じたのは「ここで学んでいる仲間は何か楽しそうに過ごしている」ということです。やらされて
いるのではなく、自分からやることを大切にしたプログラムがそこにはありました。スタッフが指示をしていることはあまりなく、自分からや
ることで責任感や自尊心などを芽生えさせ、人として成長していくプログラムに深く感銘を受けました。

　感情に蓋をしたり、咄嗟に出た感情で威嚇したり、開き直ったり、後ろ向きの感情で生きてきたりしたことで、前向きな気持ちになかなか
なれず、自分が抱える「生きづらさ」に気づくまでには時間がかかります。施設での役割として一番大事なのは、この気づきの「キッカケ」
を自分で見つけるサポートをすることだと思います。「この考えはあなたに絶対必要だ」と言ってひとつの価値観を押し付け、決めつけるのは
簡単だと思いますが、その人その人に合ったやり方を見つけることこそが必要だと当施設は考えています。集団でミーティングを行っても大丈
夫な人は依存症の自助グループなどを勧めたり、集団で自分の気持ちを伝えることが難しい人には別のアプローチを模索したり、発達障害の
タイプの人には、地域作業所・グループホームなどの施設利用を勧めたり、単純に金銭管理だけをしたり…様々な向き合い方があると考えて
います。

　当施設では、プロセス依存症からの回復が出来るために精一杯のお手伝いをさせていただきます。ご相談は無料です。思い悩まずに、ご
連絡をお待ちしております。

代表者挨拶
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施 設

一般財団法人　ワンネスグループ
共同代表：伊藤宏基様／三宅隆之様

〒635-0065
奈良県大和高田市東中 2-10-18
TEL：0745-24-7766　FAX：0745-24-7765

弁 護 士

鎌倉法律事務所
弁護士：山田英男様

〒247-0056
神奈川県鎌倉市大船 2-21-12　AMAYAビル 3階

司 法 書 士

司法書士石井事務所
司法書士：石井元彦様

〒247-0055
神奈川県鎌倉市小袋谷 1-4-20-202

税 理 士

梅澤忠税理士事務所
税理士：梅澤　忠様

〒247-0056
神奈川県鎌倉市大船 1-12-10-202

不 動 産

株式会社　ランタナハウス
代表取締役社長：門脇和也様／担当者：加藤さおり様

〒236-0037
神奈川県横浜市金沢区六浦東 1-22-6
TEL：045-349-2539　FAX：045-349-2569

そ の 他

株式会社　ネクストツアー
代表取締役社長：三橋雅樹様
〒231-0033
神奈川県横浜市中区長者町 4-9-8
ストーク伊勢佐木壱番館 508
TEL：045-263-8244　FAX：045-263-8245

支援をしていただいている施設・会社など

お気軽にお問合せください。

045-349-2732
〈 受付時間　土曜・日曜日・祝日を除く 月～金曜日の 10時～ 17時 〉

※相談料はかかりません
※但し、緊急を要する場合は対応致しますのでご連絡をお願い致します。

お問合せ
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