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パチンコとかのギャンブルは？」
「ああいうのに手を出すのは２流のすること、っ
て公言してたらしいですよ。」
「ふ～ん。何か他にもありそうだけどね。」
「先生、するどい！実は、高級バーのおねえちゃ
んに入れ込んで、通ってたらしいです。本人は
結婚前提とか言ってたようですが、お相手は御
商売と割り切ってるはずですよね。」
「まあね、普通はね。」
「あり得ませんよ。落語じゃああるまいし、傾城
が若造と将来の約束なんて。ましてや、エリー
ト志向が強い男性がそんなところに引っかかっ
てるなんて…。そういうやつって、少しでも自
分にメリットがある女性、良いとこのお嬢さん
を選びそうなもんだと思うんですけどね。そう
いう店に行っても遊びと割り切るって言うか…。
そうだ！おねえちゃん依存でしょうか？」
「病的な依存に、アルコールなんかの物質依存
と買い物依存やギャンブル依存のような行為依
存、そしてもうひとつ関係依存という分け方も
あるそうだけど、どうかね。ただ、依存はこの
３つが複数重なることも多いらしいしな。」
「そうですね。アル中のギャンブル依存は多い
ですもんね。あっ、飲み屋に入り浸ってるって、
アルコール依存もあったんやろうか？」
「そんな感じじゃあないな。アル中って、自分
のペースで飲みたがるから、角打ちなんかに行
くイメージだろう？そういう高級バーって、酒
を消費するよりは会話にお金を払うってイメー
ジだけどな。」
「そうですね。じゃあ、ブランド品って自分の
分だけじゃなくて、おねえちゃんへの貢物って
こともありますよね？」
「そうかもね。でも、自己破産やら任意整理や
らするぐらいって、どのくらい何に浪費してい
たか聞きたいよな。ほんと、単純な興味なんだ
けどさ。」
「本人もあまり正確に何にどんだけ使ったか覚
えてないみたいですよ。ひどい落ち込みよう
だったんで、事業場が私との面談を設定してく
れたんですけど、そこで聞きとった限りでは、
自己破産処理のプロからの指示で負債を書き

起こしてみて、初めていろんなカード会社での
負債額を自覚したらしいですから。特に、あの
リボ払いというのが曲者らしいですね。月々一
定額が引き落とされるだけだから…。でも、そ
れにしたって限度額を超えてそのカードが使え
なくなったら、次々に新しいカードを作ってい
たって言うんだから、私は理解に苦しみますけ
どね。」
「理解できるようなら君もその気があるという
ことさ。」
「ですね。で、月々の引き落としがやばくなっ
てくると、新しいカードのキャッシングを利用
したりしてギリギリかわしてきたようなんです
が、それも行き詰ったということです。でも、
自分の家計の収支がコントロールできないよう
なキャラの人が、月々なんとか返済しようと涙
ぐましい努力をするって、その心境が分からん
のですよ。」
「だから、依存者の気持ちが分かったら君にも
その気があるということって。今の話を聞いて
ると、その人は買い物依存の典型例みたいだね。
負債額には頓着しないけど、返済はきちんとし
なきゃって思う強い固執があったり、一見明確
な価値観がありそうで、ブランド品から習い事、
高級バーなど手当たりしだい消費するみたいな、
不健全なアンバランスさを感じるよ。」
「先生が以前おっしゃってた、健全な依存と不
健全な依存ですか。」
「結局そうなっちゃうよな。なんもかんも一緒
くたでかっこよくないけど、あれって結構使え
るやろ？」
「そうですね。」

　本事例は、その後なんとかうつ状態を脱し、
周囲や会社の協力のもとに経済的再生を果たし
たようであるが、再生できずに退職に至る事例
もいくつか相談を受けている。オニオマニア、
買い物依存は特権階級のセレブ病というわけで
はないのでご注意を。

　有名な精神科医であるクレペリンは「オニオ
マニア」という精神障害を提唱したが、これは
ギリシャ語の「オニオス」という「売り出し」
を意味する言葉から名付けられたという。現代
では、乱買癖とも買い物依存とも言われる状態
を指すと思われるのだが、昔からブランド品な
ど高価な物を手に入れることで、ストレスを発
散しようとする人は良く見られたようである。
有名なところでは、複数のアメリカ大統領夫人
がそうであったようだし、現代の芸能人の中に
も多数見られるようだ。注意が必要なのは、そ
ういったある意味特別な、お金を持っている人
だけが陥るのではなく、普通の収入の従業員に
も数多く潜んでいるということである。

「先生、ちょっとご相談が…。」
「何？」
「今産業医をしている事業場の若い子なんです
けど、自己破産でカード会社のブラックリスト
に載っちゃったんです。なんか、ブランド品や
ら駅前留学やら、使いまくっていたらしくて…。
会社からも給料の前借みたいなことをしていて、
それで自己破産、まあ正確なところでは任意整
理なんですが、それをしたことが知れてしまっ
たんです。けど、周囲からはとてもそんな風に
は思われていなくって、皆びっくりしているん
ですよ。」
「そんな風って、どんな風？」
「いや…。派手で遊び回っているとか、タカビー
で鼻もちならないとか…。」
「それは間違った先入観だよ。その事業場でも、
依存の勉強会をやった方が良いかもしれない
ね。」

「依存ですか？」
「そう。ブランド品買いまくっていたとか言っ
てたけど、オニオマニアじゃあないの？」
「何ですか？それ。」
「買い物依存だよ。」
「ああ、それなら分かります。そうか！そうと
もとれますね。いえね、会社としては仕事をき
ちんとやる子だし、弁済をしていくにも収入が
ないといけないんで雇用を継続した方が良いと
考えているようなんですけど、本人が絶望して
いて、会社をやめるしかないと言ってるんです。
あんまり落ち込んでいるようなんで、うつで自
殺でもしかねないと思って先生に相談したんで
すけど、依存症ならそういう治療をしなきゃあ
ですよね。」
「そうそう。本人にも、そういう言い方した方
が納得性も高いかもよ。依存症と言う病気が原
因なら、治療すれば復活できるかも、という言
い方でね。」
「なるほど、その手でいきます。」
「ところで、何歳の女性？」
「いや、女性ではなく男性ですよ。28歳の。」
「そうね！あはは、私自身ステレオタイプに思
い込んでたよ。そうか、男性かあ。」
「有名大学卒の男性なんですが、イタリアの有
名ブランドスーツを着こなして、TOEICの点数
も学生時代から高かったらしいんですが、もっ
と使える英語にしようと駅前留学し、挙句の果
ては男性エステにも通ったりしてたらしいんで
す。一つ一つはキャリア・アップのためという、
もっともらしい理由で始めているんですが、そ
れでも限度はありますよね～。」
「そうだね。それでも、自己破産までいくかね？

平成27年度の「九州地区省エネルギー月間表

彰式」が、２月15日（月）にアクロス福岡・イベ

ントホールにて開催され、省エネルギーの推進

に功績のあった、個人７人と９事業所が表彰さ

れました（受賞者一覧参照）。

式典の冒頭では九州

地方電力利用効率化協

議会の渡辺義朗会長
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役員・営業本部長）が、

主催者を代表して挨拶

に立ちました。その中

で渡辺会長は昨年フラ

ンスで開催されたCOP21においてパリ協定が

採択され、産業革命前からの気温上昇を２℃未

満に抑制することを目的に各国が温暖化ガスの

削減に取り組むことに触れました。そして、昨

年７月の総合資源エネルギー調査会において

「長期エネルギー需給見通し」が決定されたこ

とを受け、更なる省エネルギー推進の重要性を

指摘するとともに、経済成長を継続するために

更に賢くエネルギーを使う必要があると述べま

した。

そして「多年にわたりエネルギー利用効率化

の取組みを推進してこられた受賞者の皆さまに

は、その成果を企業活動だけでなく、家庭や社

会生活の中においても共有し貢献して欲しい」

としました。

続いて、岸本吉生九

州経済産業局長が来賓

挨拶に立ち、受賞者の

功績を称えるととも

に、国として省エネ施

策に取り組む考えを示

しました。

表彰式では九州経済

産業局長表彰がエネルギー管理功績者１人、エ

ネルギー管理優良工場等４事業所に、九州地方

電力利用効率化協議会長賞が５事業所、省エネ

センター九州支部長賞が省エネ推進功労者とし

て６名に贈られました。
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来賓挨拶は岸本九州経済産業局長
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パチンコとかのギャンブルは？」
「ああいうのに手を出すのは２流のすること、っ
て公言してたらしいですよ。」
「ふ～ん。何か他にもありそうだけどね。」
「先生、するどい！実は、高級バーのおねえちゃ
んに入れ込んで、通ってたらしいです。本人は
結婚前提とか言ってたようですが、お相手は御
商売と割り切ってるはずですよね。」
「まあね、普通はね。」
「あり得ませんよ。落語じゃああるまいし、傾城
が若造と将来の約束なんて。ましてや、エリー
ト志向が強い男性がそんなところに引っかかっ
てるなんて…。そういうやつって、少しでも自
分にメリットがある女性、良いとこのお嬢さん
を選びそうなもんだと思うんですけどね。そう
いう店に行っても遊びと割り切るって言うか…。
そうだ！おねえちゃん依存でしょうか？」
「病的な依存に、アルコールなんかの物質依存
と買い物依存やギャンブル依存のような行為依
存、そしてもうひとつ関係依存という分け方も
あるそうだけど、どうかね。ただ、依存はこの
３つが複数重なることも多いらしいしな。」
「そうですね。アル中のギャンブル依存は多い
ですもんね。あっ、飲み屋に入り浸ってるって、
アルコール依存もあったんやろうか？」
「そんな感じじゃあないな。アル中って、自分
のペースで飲みたがるから、角打ちなんかに行
くイメージだろう？そういう高級バーって、酒
を消費するよりは会話にお金を払うってイメー
ジだけどな。」
「そうですね。じゃあ、ブランド品って自分の
分だけじゃなくて、おねえちゃんへの貢物って
こともありますよね？」
「そうかもね。でも、自己破産やら任意整理や
らするぐらいって、どのくらい何に浪費してい
たか聞きたいよな。ほんと、単純な興味なんだ
けどさ。」
「本人もあまり正確に何にどんだけ使ったか覚
えてないみたいですよ。ひどい落ち込みよう
だったんで、事業場が私との面談を設定してく
れたんですけど、そこで聞きとった限りでは、
自己破産処理のプロからの指示で負債を書き

起こしてみて、初めていろんなカード会社での
負債額を自覚したらしいですから。特に、あの
リボ払いというのが曲者らしいですね。月々一
定額が引き落とされるだけだから…。でも、そ
れにしたって限度額を超えてそのカードが使え
なくなったら、次々に新しいカードを作ってい
たって言うんだから、私は理解に苦しみますけ
どね。」
「理解できるようなら君もその気があるという
ことさ。」
「ですね。で、月々の引き落としがやばくなっ
てくると、新しいカードのキャッシングを利用
したりしてギリギリかわしてきたようなんです
が、それも行き詰ったということです。でも、
自分の家計の収支がコントロールできないよう
なキャラの人が、月々なんとか返済しようと涙
ぐましい努力をするって、その心境が分からん
のですよ。」
「だから、依存者の気持ちが分かったら君にも
その気があるということって。今の話を聞いて
ると、その人は買い物依存の典型例みたいだね。
負債額には頓着しないけど、返済はきちんとし
なきゃって思う強い固執があったり、一見明確
な価値観がありそうで、ブランド品から習い事、
高級バーなど手当たりしだい消費するみたいな、
不健全なアンバランスさを感じるよ。」
「先生が以前おっしゃってた、健全な依存と不
健全な依存ですか。」
「結局そうなっちゃうよな。なんもかんも一緒
くたでかっこよくないけど、あれって結構使え
るやろ？」
「そうですね。」

　本事例は、その後なんとかうつ状態を脱し、
周囲や会社の協力のもとに経済的再生を果たし
たようであるが、再生できずに退職に至る事例
もいくつか相談を受けている。オニオマニア、
買い物依存は特権階級のセレブ病というわけで
はないのでご注意を。

　有名な精神科医であるクレペリンは「オニオ
マニア」という精神障害を提唱したが、これは
ギリシャ語の「オニオス」という「売り出し」
を意味する言葉から名付けられたという。現代
では、乱買癖とも買い物依存とも言われる状態
を指すと思われるのだが、昔からブランド品な
ど高価な物を手に入れることで、ストレスを発
散しようとする人は良く見られたようである。
有名なところでは、複数のアメリカ大統領夫人
がそうであったようだし、現代の芸能人の中に
も多数見られるようだ。注意が必要なのは、そ
ういったある意味特別な、お金を持っている人
だけが陥るのではなく、普通の収入の従業員に
も数多く潜んでいるということである。

「先生、ちょっとご相談が…。」
「何？」
「今産業医をしている事業場の若い子なんです
けど、自己破産でカード会社のブラックリスト
に載っちゃったんです。なんか、ブランド品や
ら駅前留学やら、使いまくっていたらしくて…。
会社からも給料の前借みたいなことをしていて、
それで自己破産、まあ正確なところでは任意整
理なんですが、それをしたことが知れてしまっ
たんです。けど、周囲からはとてもそんな風に
は思われていなくって、皆びっくりしているん
ですよ。」
「そんな風って、どんな風？」
「いや…。派手で遊び回っているとか、タカビー
で鼻もちならないとか…。」
「それは間違った先入観だよ。その事業場でも、
依存の勉強会をやった方が良いかもしれない
ね。」

「依存ですか？」
「そう。ブランド品買いまくっていたとか言っ
てたけど、オニオマニアじゃあないの？」
「何ですか？それ。」
「買い物依存だよ。」
「ああ、それなら分かります。そうか！そうと
もとれますね。いえね、会社としては仕事をき
ちんとやる子だし、弁済をしていくにも収入が
ないといけないんで雇用を継続した方が良いと
考えているようなんですけど、本人が絶望して
いて、会社をやめるしかないと言ってるんです。
あんまり落ち込んでいるようなんで、うつで自
殺でもしかねないと思って先生に相談したんで
すけど、依存症ならそういう治療をしなきゃあ
ですよね。」
「そうそう。本人にも、そういう言い方した方
が納得性も高いかもよ。依存症と言う病気が原
因なら、治療すれば復活できるかも、という言
い方でね。」
「なるほど、その手でいきます。」
「ところで、何歳の女性？」
「いや、女性ではなく男性ですよ。28歳の。」
「そうね！あはは、私自身ステレオタイプに思
い込んでたよ。そうか、男性かあ。」
「有名大学卒の男性なんですが、イタリアの有
名ブランドスーツを着こなして、TOEICの点数
も学生時代から高かったらしいんですが、もっ
と使える英語にしようと駅前留学し、挙句の果
ては男性エステにも通ったりしてたらしいんで
す。一つ一つはキャリア・アップのためという、
もっともらしい理由で始めているんですが、そ
れでも限度はありますよね～。」
「そうだね。それでも、自己破産までいくかね？

エネルギー管理功績者

　
エネルギー管理優良工場等

○石田　　寛〔三井金属鉱業株式会社　セラミックス事業部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大牟田工場〕

○株式会社　佐世保玉屋
○ＪＳＲマイクロ九州株式会社
○株式会社　福岡交通センター
○株式会社　山形屋

種　　　類 受　賞　者　名
〈九州経済産業局長賞〉

省エネ推進功労者

○川上　照夫〔元　三菱電機株式会社　九州支社〕　　　　　　
○柴田　数彦〔東洋製罐株式会社　基山工場〕
○立花　吉則〔九州電力株式会社　苅田発電所〕
○田中　瑞穂〔東洋コルク株式会社　九州工場〕
○三浦　　浩〔ＮＳスチレンモノマー株式会社　大分製造所〕
○吉元　清一〔九州電力株式会社　豊前発電所〕

種　　　類 受　賞　者　名
〈一般財団法人 省エネルギーセンター九州支部長賞〉

エネルギー管理優良工場等

○ＳＷＳ西日本株式会社　大分工場
○公益財団法人　岡垣サンリーアイ　文化スポーツ振興財団
○北九州エアターミナル株式会社
○国家公務員共済組合連合会　熊本中央病院
○株式会社　村上開明堂九州

種　　　類 受　賞　者　名
〈九州地方電力利用効率化協議会長賞〉

平成27年度 エネルギー管理表彰受賞一覧
（五十音順、敬称略）

　第６回支部大会を次の日程で開催いたします。
会員各位におかれましては、万障お繰り合わせの上、ご出席ください。
○日　時：平成28年５月20日（金）16：40～18：20
○場　所：ホテルニューオータニ博多３階

第６回支部大会を開催いたします

支部大会の詳しい内容は、別途皆様へご案内させて頂きます。
なお、支部大会に関するお問い合わせは、（一社）日本電気協会 九州支部総務部（TEL 092-741-3606）へ
お願いいたします。

○時　間　16：40～17：20
○主な内容
　・H27年度事業報告並びに会計報告
　・H28年度事業計画並びに予算報告　ほか

支部大会（会場：芙蓉の間　華）

○時　間　17：30～18：20

※春の叙勲・褒章を受章された会員がいらっしゃる
　場合は、祝賀会を併せて開催いたします。

懇  親  会（会場：芙蓉の間　雅）


