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令和元年度文部科学省委託事業
依存症予防教育推進事業

https://isonyobou.jimdofree.com/

新しい依存症予防教育
教育関係者や保護者、 地域住民に依存症に対する正しい理解を深め
る場を提供します。
依存の問題は、 薬物だけでなくインターネット、 ゲームなど
幅広い分野に広がっています。 実は私たちの身近にある
依存について、 一緒に考えてみませんか︖ ハマって
しまう背景に何があるのか。 予防には何が大切
なのか。 経験豊富な支援者、 依存経験者、
家族の視点から情報を共有し、 皆様と一
緒に考える新しいタイプの予防教室で
す。 地域で予防や支援に関わって
る方はもちろん、 依存症って
何︖ と思っている方もぜひ
ご参加ください。

富山教室

あなたの身近にある依存症

令和元年 10 月 27 日（日）
会場
富山県
教育文化会館

13:30 ～ 開会あいさつ ・ 来賓あいさつ

会場アクセスマップ

13:35 ～ 薬物依存当事者 （富山ダルク）
13:50 ～ ネット ・ ゲーム依存当事者 ・ 家族
14:05 ～ 薬物依存者の家族 （金沢家族会）
14:20 ～ ネット ・ ゲーム依存とは （本間 史祥 氏 子どものネットリスク研究会研究員）
14:55 ～ 休憩
15:00 ～ 薬物依存とは （奥田 宏 氏︓ひろメンタルクリニック 院長 精神科医）
15:35 ～ パネルディスカッション （司会 近藤 京子 氏）
16:25 ～ アンケート記入 ・ 閉会
主催
団体名︓NPO 法人全国薬物依存症者家族会連合会
代表者名︓理事長 横川 江美子
所在地︓東京都足立区竹ノ塚 5-18-9-207
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後援団体
富山県、 富山県教育委員会
富山市、 富山市教育委員会

奥田 宏 氏

ひろメンタルクリニック院長
金沢大学医学部卒。 石川県立高松病院、 谷野呉山病院を経て、 平成 13 年にひろメンタルクリニックを開設。
石川中央保健福祉センター福祉相談部（児童相談所）嘱託医、 全国ひきこもり KHJ 親の会石川県支部顧問、
日本アルコール関連問題学会理事、 全日本断酒連盟顧問、
金沢工業大学大学院心理科学研究科臨床心理学教授

近藤 京子 氏

一般社団法人オンブレ ・ ジャパン代表理事、 やっかれん ・ プログラム ・ コーディネーター。
1999 年より ASK ( アルコール薬物問題全国市民協会 ) 発行 ・ 季刊 Be! の編集に携わる。
2009 年、 スペインで年間 1 万 8000 人のアディクション問題を持つ人とその家族に対応
する非営利組織 「プロジェクト ・ オンブレ」 で特別研修を受ける。
帰国後は、 各地の依存症関連施設や家族会などでグループを担当する。
富山教室
( 薬物問題を抱える
ほか、 当事者、 家族向けプログラムを開発。
本間 史祥 氏
家族の為の家族教室 )
2019 年、 一般社団法人オンブレ ・ ジャパンを設立。
子どもネットリスク教育研究会
薬物問題を抱える御家族が、
副代表 公立中学校教諭
ほっと一息つける集まりです。
1987 年生まれ。
同じ悩みを抱える家族同士で分かち
2008 年、 学生ボランティア団体
合い、 当事者と家族自身の回復の為に
「弘前大学ネットパトロール隊」 設立
出来る事を一緒に考え歩いて行きましょう。
2010 年、 弘前大学教育学部技術教育講座
プロフィール
例会︓偶数月 第三木曜 18 時半～21 時
卒業
富山市社会福祉協議会 202 号室 2 階研修室
2008 年から弘前大学 「ネット＆いじめ」 問題研究会
参加費申込不要で秘密厳守致します。
に所属し、 講演や出前授業･調査研究等の活動に携わる
2015 年子どものネットリスク教育研究会副代表
金沢家族会
( 薬物やアルコールなどの依存症に悩む家族の為の会 )
例会 ︓毎月 第 1 日曜 13 時～16 時
【研究業績】
[1 月は 6 日以後の日曜］
●拙著 「子どものネット ・ ケータイ問題に対するリスク教
松ケ枝福祉館
育プログラム」 弘前大学教育学部卒業論文
参加費千円
申込不要
秘密厳守致します。
●監修︓大谷良光、 編著︓本間史祥
絶望から希望へ変わる家族の居場所です。
富山ダルク
「2009 年版子ども支援者のためのネットリス
シンナー覚醒剤大麻アルコー
御参加お待ちしています。
ク教育テキスト」 初版
ル危険ドラック向精神薬市販薬等の
薬物依存症で共通の悩みを抱えた人が集ま
り 正直に語り合い支え合う事で問題を解決しながら
良い人生を選択する仲間との体験を通して絆を結び回復を
目指すセルフグループです。
ボランティア活動 薬物乱用防止メッセージ家族本人相談とプログラムで
太鼓チーム 「岩瀬太鼓海岸組」 が各地のイベントに出演させて頂いています。
これからも苦しんでいる仲間の安心安全な居場所として活動していきたいと思っています。

参加申し込みページ

当日参加も可能、 先着 120 名

お名前
メールアドレス

該当する項目の□にチェックを入れてください。

所属

□行政 □教育 □医療 □当事者家族 □回復支援施設 □アディクション関係団体 □薬家連 □学生 □報道 □一般

お知りになった経緯

□ウェブサイト □友人 □ニュースレター □チラシ □薬家連 □その他広告

参加申し込み

FAX 用

FAX 番号 03-5856-4827 （やっかれん）

