
日付 新聞 タイトル名

4月10日 南日本新聞
ギャンブル依存症　相談して
13日、福岡でセミナー開催

4月23日 朝日新聞千葉マリオン 当会千葉5/6セミナーの紹介　

4月24日 国際医学新聞メディカルトリビューン
当会セミナーの紹介　ギャンブル依存症基礎講座
千葉5/6　大阪7/19　東京8/17

7月3日 新潟日報
ギャンブル依存症救え　5日、長岡
治療や対応法講座

7月10日 新潟日報 ギャンブル依存は病気　当事者らが解決策学ぶ　

8月1日 東都よみうり ギャンブル依存症講座　17日　江戸川文化センター

8月20日 上毛新聞
本県など23都府県に支部　ギャンブル依存症解決へ
「考える会」支援、治療情報を発信

8月20日 下野新聞 ギャンブル依存症を考える会　病気理解へ24日講座

8月25日  読売新聞（栃木版）
ギャンブル依存　解決策紹介
宇都宮で講演会　体験談など語る

8月25日 下野新聞 ギャンブル依存は病気　「考える会」宇都宮で講座　

8月21日 ＡＦＰ通信 各国に配信

9月1日 上毛新聞 ギャンブル依存　厳しい愛で対処　高崎で講座

9月5日 日本経済新聞（九州・沖縄版） ギャンブル依存救え　支援団体・企業、啓発に力

9月19日 朝日新聞
【ひと】ギャンブル依存症問題を考える会を旗揚げした
田中紀子さん

9月23日 読売新聞 カジノ構想20か所以上　8/17の勉強会でのコメント掲載

10月18日 朝日新聞 「深層カジノ」記事内に当会主催シンポジウムについて掲載

10月19日 しんぶん赤旗 ギャンブル依存症対策法案を望む

10月27日 福島民友（シニア・健康欄） 「ギャンブル依存症」東北地方で初啓発セミナー

10月31日 浦安新聞（コミュニティペーパー）
ネットゲーム、スマートフォン、ギャンブルetc
｢依存性について学ぼう｣　　（11/15セミナー告知）

10月31日 葛西新聞（コミュニティペーパー）
ネットゲーム、スマートフォン、ギャンブルetc
｢依存性について学ぼう｣　　（11/16セミナー告知）

11月2日 福島民報 ギャンブル依存基礎講座　11/3セミナー告知

11月4日 福島民報 ギャンブル依存　治療法など考える　若松

11月25日 毎日新聞（奈良版） 「ギャンブル依存症は病気」　「考える会」代表が講演

11月25日 奈良新聞 奈良でギャンブル依存症講座　「正しい知識」が大切　治療や解決策を探る

11月28日 奈良日日新聞 正しい知識と解決を　　　ギャンブル依存症　奈良市で講座

12月3日 産経新聞（西日本版） ギャンブル依存　相談して　「元患者、奈良などで勉強会」

12月13日 東京新聞 カジノ解禁　依存症ケア不十分（田中代表　コメント掲載）

12月24日 読売新聞 政なび　カジノ「負」の議論が先（田中代表　コメント掲載）
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日付 テレビ タイトル名

3月20日 サンテレビ（神戸） ニュースポートで当会セミナーの紹介

5月6日 千葉テレビ 「NEWSチバ600」「NEWSチバ930」で紹介

4月11日 ケーブルステーション福岡 福岡支部メンバー出演

8月22日  群馬テレビ 「ひるポチッ！」

9月27日 テレビ愛知（pm7:30～）
激論！コロシアム【ちょっと待った”カジノ法案”誰が得するの？緊急点
検！】

10月27日 TBSテレビ（pm6:40～7：00）　 ｢Nスタ｣　【密着　ギャンブル依存症と闘う夫婦】田中代表出演

11月6日
TFUテレビユー福島
PM:6:15～

「スイッチ！」



日付 インターネット タイトル

7月22日 SankeiBiz
ギャンブル依存症問題を考える会が、
クオリサイトテクノロジーズ社と依存症対策に関する
顧問契約を締結

7月22日 朝日新聞デジタル
ギャンブル依存症問題を考える会が、
クオリサイトテクノロジーズ社と依存症対策に関する
顧問契約を締結

8月21日

AFP通信各国に配信
http://www.straitstimes.com/　（シンガポール） AFP通信の取材に代表田中がコメント、各国に配信されました。

8月22日

AFP通信各国に配信
http://eldiario.deljuego.com.ar/ 　（スペイン） AFP通信の取材に代表田中がコメント、各国に配信されました。

9月16日
アゴラチャンネル
http://agora-web.jp/archives/1612958.html

【アゴラVlog】ギャンブル依存症を考えるVol.1

9月19日 朝日新聞デジタル
【ひと】ギャンブル依存症問題を考える会を旗揚げした
田中紀子さん

9月22日 apital　朝日新聞の医療サイト
ギャンブル依存症問題を考える会を旗揚げした
田中紀子さん　【ひと】朝日新聞（本紙記事より）

10月1日

アゴラチャンネル
http://agora-web.jp/archives/1612958.html 【アゴラVlog】ギャンブル依存症を考えるVol.2

10月16日
Eいいパチンコ有限責任事業組合
代表　吉田さん　ブログ

カジノ導入とギャンブル依存症対策を考えるシンポジウム

10月16日
みんなの党 東京都議会議員
音喜多駿先生ブログ

カジノ導入で、ギャンブル依存性は増えるのか？世界最大のギャンブル大
国、ニッポン

10月17日

マイナビニュース
http://news.mynavi.jp/news/2014/10/17/296/ 政治から読み解く【経済と日本株】：小沢鋭仁氏

「カジノ導入とギャンブル依存症対策を考えるシンポジウム開催」

10月19日

娯楽産業協会
http://www.goraku-sangyo.com/archive.php?eid=03268 IR法案　国会議員7氏を招きカジノ導入とギャンブル

依存症対策を考えるシンポジウム開催

10月20日

弁護士ドットコムhttp://www.bengo4.com/topics/2188/
「カジノの入場料設定は意味がない」 ギャンブル依存症を
考える団体が「警鐘」鳴らす

10月20日

ヤフーヘッドラインニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141020-00002188-
bengocom-soci

「カジノの入場料設定は意味がない」 ギャンブル依存症を考える団体が「警
鐘」鳴らす

10月22日

BLOGOS
http://lite.blogos.com/article/96920/ 「カジノ解禁」と「ギャンブル依存症」をどう考えるべきか？７党の国会議員が

公開ディスカッション

10月22日

東京カジノラボ
http://www.casinolabo.com/141016symposium/ カジノ導入とギャンブル依存症対策について考えるシンポジウム

10月24日 ジャパンタイムスニュース Give addicts priority over casinos,activist tells politicians

11月1日
ヤフーヘッドラインニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141101-00000530-
san-soci

元電通マンを「１億円横領犯」に転落させた「ギャンブル依存症」とは　　（産
経新聞・田中紀子コメント）

11月3日
ヤフーヘッドラインニュース
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20141103-
00010001-jisin-soci

ギャンブル、買い物…依存性から回復する5つのステップ（女性自身）

11月4日

ヤフーヘッドラインニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141104-00000018-
fminpo-l07

ギャンブル依存症の治療法など考える　若松で講座（福島民報）

11月5日

ニコ生
Japan Indepth  (PM8：00～)
http://live.nicovideo.jp/watch/lv198830513?ref=ser&zro
ute=search&kind=content&track=nicouni_search_keywor

ギャンブル依存症にかかったら？～家族はどうなる？その対策は？～

12月1日
現代ビジネス　賢者の知恵

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/41233

【ギャンブル依存症のリアル】（前編）
「まるで覚せい剤のよう・・・」ギャンブルにどっぷりハマった夫婦はいかにし
て"どん底"から這い上がったのか

12月31日
現代ビジネス　賢者の知恵

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/41604

【ギャンブル依存症のリアル】（後編）
妻の覚悟が夫を変える！私たちはギャンブル依存性からどう立ち直ったの
か

日付 雑誌 タイトル



8月8日 週刊金曜日 増えるギャンブル依存症　予防策の必要性訴え

10月28日 週刊女性 10/28号
第二次安倍内閣がpushする女性活躍推進とカジノ法案で危機感高まる心
の病
アルコール依存症＆ギャンブル依存症

10月28日 女性自身　11/11号 「依存症から幸せになる！」

11月1日
CLINIC BAMBOO　ばんぶう
（開業医向け雑誌）

特別インタビュー
さまざまな社会問題を引き起こす依存症「患者のせい」という偏見をなくし回
復に向けたサポートが急務

11月5日 娯楽産業協会 ギャンブル依存症対策を考えるシンポジウム開催

日付 ラジオ タイトル名

3月18日  FMげんき（姫路） 「飛び出せ！まちの元気人」

4月16日 中央エフエム（東京） ハローラジオシティー

6月25日 FMながおか（長岡） 「ながおか 人の輪 地域の輪」

6月26日 FMながおか（長岡） 「ながおか 人の輪 地域の輪」

8月7日 FMえどがわ（東京） あしたへ…笑顔・りんりん

9月4日 NHK第一放送（東京） 「私も一言！夕方ニュース」

10月24日 モットコム77.7MHｚ 福島絆づくり

10月28日 FM会津 ガーデンFM

10月29日 ラジオ福島 おいしいラジオ

10月31日 FM会津 イブニング愛’S

11月13日 ならどっとFM　AM 11:45～　　（奈良支部メンバー出演） 「ひるラジ」

12月3日 毎日放送　MSBラジオ1179　（奈良考える会セミナー紹介） 「ありがとう浜村淳です」








