12:15〜、
15:00〜

厚生労働省

［ 漫才＆クイズ ］

あなた は知っている？

誤解

パックンマックン
漫才コンビ

松本俊彦

国立研究開発法人
国立精神 神経医療研究センター
精神保健研究所
薬物依存研究部 部長

13：30〜、16：10〜

だらけの

［ ミニコンサート ］

依存症

こんちはる

松山千春他ものまねタレント

本日は、依存症の方やその家族に対して適切な治療と
回復支援につなげていくために、
依存症を偏見や差別なく
理解していただくためのイベントです。
どなたでも参加できますので、
お気軽にお立ち寄りください。

2018年

3月4日（日）
11:00〜17:00

11:30〜、13:45〜

［ トークイベント ］

参加
無料

渋谷駅ハチ公前広場

水道橋博士

社会派ナビゲーター

ダンプ松本

プロレスラー、
タレント

田中紀子

数量限定

一般社団法人
ギャンブル依存症問題を
考える会代表

アンケートにお答えいただくと

数量限定トートバックプレゼント！
主 催：厚 生 労 働 省

後 援：渋 谷 区

※敬称略

“依存症”に、もっと寄り添って。
「依存症」というよく耳にする言葉、皆さまはその意味をどこまで理解していらっしゃるでしょ
うか？ 依存症には「アルコール依存症」
「薬物依存症」
「ギャンブル等依存症」があります。依存症
は、病気です。専門的な治療・サポートによって回復できる疾患です。病気ですから、
「 意志の
強さ」や
「心がけ」では、解決できません。
そして、
これは普通に暮らす皆さんにとっても、いつ直面
するかわからない身近な問題でもあります。
アディクションに苦しむ人に必要なのは、
「叱責」や
「処罰」ではなく、専門的な「助け」
と周囲の理解です。あなたのそばにこの問題で困っている人や
そのご家族がいたら、相談先を教えてあげてください。つながる事で希望が見えてきます。

依存症（Addiction）の回復を助けるのは、
仲間や地域・社会とのつながり（Connection）です。
Addiction is a disease. As often as we hear about addiction, what extent do we understand this meaning? People can be addicted to
different things such as alcohol, drugs and gambling. People can recover from addiction with specialized treatment and support
system.It’s a disease, it cannot be cured by having “strong will” or “being mindful”. Furthermore, addiction is something that anybody
can be confronted with, even if they are living in a “normal” life. People who are fighting over addiction don’t need to be scolded or
punished. They need specialized help and the understanding of those around them. If there is somebody in your family or someone
close to you who’s having problems with addiction, please tell them there are places to be helped. A sense of connection will bring
hope.People who are fighting over addiction don’t need to be scolded or punished. They need specialized help and the understanding of
those around them. If there is somebody close to you or in your family who is having problems with addiction, please let them know
there is someone they can talk with. A sense of connection will bring hope.

“Addiction” is a disease that people can recover from with human“Connection”
本日のイベントの様子は
「ニコニコ生放送」や

「LINE LIVE」、｢YouTube」でも生配信を実施します。
ニコニコ生放送

LINE LIVE

YouTube

http://www.nicovideo.jp/

トップページから

誤解だらけの依存症

https://live.line.me/channels/2711176

https://www.youtube.com/watch?v=vlbTxyiph-U

で番組検索してください。

依存症やその関連問題についてお困りの方は最寄りの
保健所、精神保健福祉センター、民間団体（自助グループ・支援団体）などで
相談を行っています。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

