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  Ｇ研
ぷ   れ   す

Ｐｒｅｓｓ     №７６    ２０２２・１０月 

１０月となり、急に寒くなってきました。早速、我が家でもストーブをたきました。秋も深まり、日が落ち
るのもすいぶんと早くなりましたが、GA やギャマノンなどに行かれる際には、事故等に気をつけて参加して
くださいね。 

 この通信は、当センターにギャンブル関連のご相談にいらした方、ギャンブル研究会に参加されたご本人及
びご家族の方々にお渡ししている他、ＧＡインフォメーションセンター、医療機関、札幌市の精神保健福祉セ
ンター、保健所などに、ご案内させていただいております。 

 

＜Ｇ研（ギャンブル研究会）の日程＞※２月は第４木曜→第４水曜となります。 
 

 

 

 
 

☆初めて参加を希望される場合は、事前     
 にお電話にてお申し込みください。 
 (相談予約 ☎011-864-7000) 
★札幌市内にお住まいの方は、「札幌こ 
 ころのセンター(札幌市精神保健福祉 
 センター)」が相談の窓口になります。   

(依存症専用相談電話 
☎011-640-7183) 

 

           ★★☆当事者のグループ情報☆★★            

ＧＡ(ギャンブラーズ・アノニマス)   

＊臨時に休会や会場等の変更もあります。最新の情報は必ずホームページも併せてご確認ください。 
●ＨＰ：http://www.gajapan.jp/ 「ＧＡ日本」等で検索してください。  

●メール：gajapan@rj9.so-net.ne.jp 

●ＦＡＸ：０５０－３７３７－８７０４ 
●お問合せはメールもしくは FAX、郵便で 

(〒242-0017 大和市大和東３－１４－６ KN ハウス１０１ 
 GA 日本インフォメーションセンター) 

   

【札幌】★ＧＡ札幌もいわグループ 大通西１９会場 
  ●日時：毎週火曜日 １９：００～２０：３０ 

第１,３週 ステップ M（オープン） 
第２,５週  テーマ M（オープン） 
第４週  テーマ M・ビジネス M（オープン） 

  ●日時：毎週金曜日 １９：００～２０：３０ 
第１週  バースデーM・テーマ M（オープン） 
第２,３週  ステップ M（オープン） 
第４週  伝統 M（オープン） 

       第５週  テーマ M（オープン） 
  ●場所：札幌市社会福祉協議会 

（札幌市中央区大通西１９丁目１－１） 
  ●交通機関：地下鉄東西線 西１８丁目駅から徒歩１～２分 

  

【札幌】★ＧＡ札幌北１条グループ 北１東６会場 
  ●日時：毎週月曜日 １９：００～２０：３０ 
       第 1 週    伝統 M（クローズド） 
       第２,３週   ステップ M（クローズド） 
       第４週     テーマ M（クローズド）＊最終週の場合はバースデーM（クローズド） 
       第５週     バースデーM（クローズド） 

●場所：札幌教区カトリックセンター（札幌市中央区北 1 条東６丁目） 
●交通機関：地下鉄東西線 バスセンター駅前より徒歩７～９分 

 第２ 木 曜 日 第４ 木 曜 日 

２０２２年１０月 １３日 ２７日 

１１月 １０日 ２４日 

１２月  ８日 ２２日 

２０２３年 １月 １２日 ２６日 

 ２月  ９日 ※２２日 

       ３月  ９日 ２３日 

○日時：第２・４ 木曜日 
       １８:３０～２０:００ 

○場所：精神保健福祉センター 
      集団治療室     

 
―ミニ解説― 

●M 
ミーティングの略。言いっ放し聞きっ
放しでの分かち合い。 

●クローズド 
ご本人のみ参加可能。 

●オープン 
ご家族や関係者の参加も可能。 

●テーマ M 
 テーマのあるミーティング。 
●ステップ M 
 GA12 のステップ(回復のためのプロ
グラム)についてのミーティング。 

●伝統 M 
 GA12 の伝統(一致のためのプログラ
ム)についてのミーティング。 

●バースデーM 
 一定期間ギャンブルのない仲間をお
祝いします。 

●ビジネス M 
運営について議論します。 

http://www.gajapan.jp/


 

 

【札幌】★ＧＡ札幌北１条グループ 大通西 20 会場 
  ●日時：毎週水曜日 １９：0０～２０：３０ 
       第 1 週  伝統 M・ビジネス M（クローズド） 

第２,３週 ステップ M（クローズド） 
第４,５週 テーマ M（クローズド） 

  ●場所：札幌グッドアワー教会（札幌市中央区大通西 20 丁目３-１） 
  ●交通機関：地下鉄東西線 西 18 丁目駅より徒歩 2～3 分 
 

【札幌】★ＧＡ札幌すずらんグループ 大通西５会場 
   ●日時：毎週木曜日 １８：3０～２0：3０ 

第１,３週 テーマ M（オープン） 
        第２週   ステップ M（クローズド） 
        第４週   伝統 M（クローズド） 
       第５週   テーマ M（クローズド） 
  ●場所：デイケアほっとステーション（札幌市中央区大通西５丁目昭和ビル２F） 
  ●交通機関：地下鉄南北線 大通駅より徒歩 1 分 
 

【札幌】★ＧＡ札幌すずらんグループ 南１東２女性会場 
  ●日時：第１・３週土曜日 １９：１０～２０：３０ 

第１,3 週  テーマ M（女性クローズド） 
       
  ●場所：Youth＋センター（札幌市中央区南１条東２丁目大通バスセンター  

ビル２号１F） 
  ●交通機関：地下鉄東西線 バスセンター前駅より徒歩 1～２分 
 

【札幌】★ＧＡ札幌中央グループ 
  ●日時：毎週金曜日 １９：３０～２０：３０ 

テーマ M・ステップ M（オープン） 
  ●場所：札幌市中央区民センター（札幌市中央区南２条西１０丁目） 
  ●交通機関：地下鉄東西線 西１１丁目駅より徒歩６～８分 
 

【千歳】★ＧＡ千歳グループ  
  ●日時：毎週土曜日 １９：００～２０：３０ 
       第１週   テーマ M・バースデーM（オープン） 
       第２週   伝統 M・ビジネス M（オープン） 
       第３,5 週 テーマ M（オープン） 
       第４週  テーマ M （クローズド） 
  ●場所：千歳市民活動交流センター ミナクール 
      （千歳市千代田町 5 丁目 7-1 千歳市民ギャラリー内） 
  ●交通機関：JR 千歳線 千歳駅より徒歩６～８分  
 

【小樽】★ＧＡ小樽雪灯りグループ  
  ●日時：毎週土曜日 １８：４５～２０：００ 

テーマ M（オープン） 
●場所：小樽マリンホール（小樽市色内 2-13-5） 
●交通機関：ＪＲ函館本線 小樽駅より徒歩 7～10 分 

 
【苫小牧】★ＧＡ苫小牧グループ  

●日時：毎週日曜日 １８：００～１９：３０ 
       第１週  ビジネス M・伝統 M（クローズド） 
       第２,３週 テーマ M（オープン） 
       第４週  ステップ M（クローズド）＊最終週の場合はオープン 
       第５週  テーマ M・ビジネス M（オープン） 

●場所：苫小牧市民活動センター（苫小牧市若草町 3-3-8） 
●交通機関：ＪＲ室蘭本線 苫小牧駅より徒歩 12～16 分 

 

新しいクループが

立ち上がりました 

新しいクループが

立ち上がりました 



 

【浦河】★ＧＡ浦河グループ   
  ●日時：（１）毎週月曜日 １８：３０～２０：００ 

テーマ M（オープン）＊第３週のみビジネスＭ・テーマＭ（クローズド） 

●日時：（２）毎週木曜日 １８：３０～２０：００（１２月～３月は１８：００～１９：３０） 

    第１,２,３,５週 ステップ M（クローズド） ＊第３週のみオープン 

     第４週       伝統 M（クローズド） ＊最終週の場合はオープン  
  ●場所：日本キリスト教団 浦河伝道所（浦河町昌平町東通 32） 
  ●交通機関：ＪＲ日高本線 浦河駅より徒歩 8～11 分 
 

【函館】★ＧＡはこだてグループ  
●日時：毎週日曜日 １５：００～１６：３０ 

テーマ M（オープン）＊第 3 週のみステップＭ（オープン） 
●場所：函館市総合保健センターあいよる２１（函館市若松町３３－６） 
●交通機関：函館バス 中央図書館前、田家入口、五稜郭公園裏バス下車 

 

【北見】★ＧＡオホーツク北見グループ  
  ●日時：毎週木曜日 １９：００～２０：３０ 

第 1 週 テーマ M・ビジネス M（オープン） 
第２週 テーマ M（オープン） 
第３週 ステップ M（オープン） 
第４週 ステップ M（オープン）＊最終週の場合はステップ M・伝統 M 
第５週 伝統 M（オープン）    

  ●場所：北見めぐみキリスト教会（北見市春光町５－８－３１） 
  ●交通機関：JR 石北線 柏陽駅より徒歩８～１１分 
 

【帯広】★ＧＡ帯広グループ   
  ●日時（１）第２・４週 日曜日 １３：3０～１５：0０ 

第２週 ステップ M（クローズド） 
第４週 伝統 M・ビジネス M（クローズド） 

     （２）第１、３，５週 火曜日 １９：００～２０：３０ 
            テーマ M（オープン） 

  ●場所：日本メノナイト帯広キリスト教会（帯広市西７条南１７丁目１） 

  ●交通機関：JR 根室本線 帯広駅より徒歩１３～１８分 

 

【釧路】★ＧＡ釧路ぬさまいグループ  
  ●日時：毎週日曜日 １９：００～２０：００ 

 第１週  ビジネス M・テーマ M（クローズド） 
       第２,４週  ステップＭ（オープン） 
       第３週  伝統 M（オープン） 
       第５週  テーマＭ（オープン） 
  ●場所：日本メノナイト鳥取キリスト教会（釧路市鳥取大通６丁目 6―4） 

●交通機関：くしろバス・阿寒バス 運輸支局バス停下車 
 

        ★★☆家族の自助グループ情報☆★★        

【札幌】カトレア会  
    ●日時：毎月第１水曜日 １０：００～１１：３０ 
          第３水曜日 １３：３０～１５：００ 

    ●場所：札幌市男女参画センター（札幌市北区北８条西３丁目 エルプラザ） 

       ３階和室 ＊お部屋は変更になることもありますので案内板でご確認ください。 

    ●会費：２００円／回 

    ●問い合わせ先：道立精神保健福祉センター地域支援相談課 011-864-7000   

 
ギャマノン（GAM-ANON） ＊会場については、ホームページもご確認ください。 

●ＨＰ：http://www.gam-anon.jp/ 一般社団法人ギャマノン日本サービスオフィス 
●メール：info@gam-anon.jp 

●ＴＥＬ/ＦＡＸ：０３－６６５９－４８７９ ※対応は、毎週月・木曜 10 時～12 時 

http://www.gam-anon.jp/


 

【札幌】★ギャマノン 札幌あすなろグループ 
●日時：毎週水曜日  １０：３０～１２：００（オープン） 
●場所：カトリック北十一条教会（札幌市東区北１１条東２丁目２－２５） 

 

【札幌】★ギャマノン 札幌ライラックグループ 
●日時：毎週月曜日 １０：００～１１：３０ 

        第１週 テーマ M（オープン） 

        第２週 伝統Ｍ（クローズド）  
        第３,５週 テーマ M（クローズド） 
        第４週  ステップ M（クローズド）  
●場所：札幌北区民センター（札幌市北区北 2５条西 6 丁目１－１） 

 

【札幌】★ギャマノン 札幌ナチュラルグループ 
●日時：毎週金曜日 １９：３０～２０：３０（オープン） 
●場所：札幌教区カトリックセンター １０５会議室（札幌市中央区北 1 条東 6 丁目 10ー4） 
      ＊19 時以降正面玄関施錠のため、駐車場入り口から入館してください 
 

【旭川】★ギャマノン 旭川グループ 
●日時：毎週火曜日 １０：００～１１：００（オープン） 

＊第１週は１９：００～２０：００、第４週はクロースド  
●場所：旭川市ときわ市民ホール（旭川市 5 条通４丁目） 

 
【函館】★ギャマノン 函館グループ 
  ●日時：毎週日曜日 １０：３０～１２：００（クローズド） 

  ●場所：函館市総合保健センター あいよる２１（函館市若松町３３－６） 

 
【帯広】★ギャマノン 帯広グループ 
  ●日時：毎月第２,４土曜日 １０：００～１１：００（オープン） 

●場所：西帯広コミュニティセンター（帯広市西２３条南２丁目８－２４） 

      

【釧路】★ギャマノン 釧路グループ 
 ●日時：毎週月曜日 １８：３０～２０：００（祝祭日休み） 

  ●場所：日本メノナイト鳥取キリスト教会（釧路市鳥取大通 6-6-4）※お部屋はロビーに掲示 

           ★★☆トピックス☆★★                       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染予防をしてグループに参加 

しましょう！ 

【G 研プレス発行・連絡先】 

北海道立精神保健福祉センター 地域支援相談課 

〒003-0027  札幌市白石区本通１６丁目北６番３４号 

電話 ０１１－８６４－７０００ FAX ０１１－８６４－９５４６ 

 

第１３回GA全道の集いに参加しました。 

１０月１日（土）、千歳市民文化センターにおいて約

５０名の仲間たちが全道各地から集まり、３年ぶりに集

合で開催されました。全道の仲間たちが次々と自身の経

験談を正直に話されており、参加者の方たちは、皆、真

剣に聴き入っていました。ギャンブルで困っている当事

者が繋がれるよう、これからも発信していきますね！ 

 

対面で分かち合いでき 

 

 



 

 

 

 

 


