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【特集】

グ リ ー ン

カ フ ェ

統合失調症情報ステーション GREEN CAFEの取組
当センターの機関紙「こころここ」を手に取っていただき，ありがとうございます。
この「こころここ」は，当センターからの，メンタルヘルスや精神障害に関する情報発信の手段の一つとして，
当センター開設以来，発行させていただいております。いまだに情報の不足や偏見の問題は残っているとは言え，
メンタルの不調に関して，（これは個人的な感想ではありますが）20 年前と比べれば，ずいぶんと相談しやす
い状況になったと思います。統合失調症やうつ病をはじめとする精神疾患についても，少しずつ社会の理解も
進み，リハビリテーションや就労に向けた取組も，徐々に広がっているところです。今後は，さらに相談できる
場所を拡充し，必要な情報が手に入りやすい環境を作ることが重要であると思われます。
そうした中で，統合失調症に関して本市で新しい取組が始まっています。今回の特集としてご紹介させてい
ただく「グリーンカフェ」です。これは認知症の相談や啓発のための取組として注目されている「オレンジカフェ」
をモデルに，気軽に相談でき，様々な情報を得て，交流もできる場を，統合失調症の方々やそのご家族にも提
供したいという思いから生まれてきたものです。
統合失調症で治療されている方は，全国で 70 ～ 80 万人程度になります。近年は新しい薬の登場もあり，
治療の手段も広がりつつありますが，いまだに偏見があるのも事実であり，なかなか社会へ踏み出しにくい方
も多くおられると思います。
このような方々に，できるだけ新しい情報を知っていただき，今後の生活を充実させるために役立たせてほ
しいという思いで，関係者の皆さんが「グリーンカフェ」の活動を続けておられます。このような地道な取組
が積み重ねられることが，今後の精神障害者の社会参加への道筋をつけていくものとして，大切なものである
と確信しています。

京都市こころの健康増進センター所長

はじめました

は とこ

波床

まさき

将材

われらは京都市ゲートキーパーズ

「きょう ほっと あした くらしとこころの総合相談会」の案内やこころの健康
に関する情報をお届けするため，LINE 公式アカウントを開設しています。
LINEアプリ内「公式アカウント」から『われらは京都市ゲートキーパーズ』
を検索，又は右の QRコードから友だち追加してください。
ぜひ，皆様からの友だち登録をお待ちしています。
われらは京都市ゲートキーパー QRコード

きょう ほっと あした

くらしとこころの総合相談会
弁護士または司法書士・心理士・保健師・僧侶・産業カ
ウンセラー・自死遺族サポーターらの専門相談員に相談
することができる相談会を定期的に開催しています。
京都いつでもコールへお申し込みください。

LINE でのお知らせ，当センターホーム
ページ，チラシ等でご確認ください。
予約専用電話番号   京都いつでもコール
日程・会場

みなここ

☎ 075-661-3755（年中無休：午前 8時～午後9時）
お問合せ：こころの健康増進センター 相談援助課
☎ 075-314-0355
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GREEN CAFEの取組

「グリーンカフェ」
を発案して
統合失調症
カフェとは

岡本クリニックメンタルケア室

おかもと よし こ

岡本 慶 子

統合失調症とともに暮らすとき，情報と仲間は大きな力になります。そ
れらが希望を運んでくるのです。
「統合失調症カフェ」は情報と仲間に出会う場です。誰もが参加でき，
飲み物や音楽でくつろいで過ごせます。個別相談もできます。統合失調

内容は

症に特化したカフェはおそらく初の試みです。

当事者のお話，各種情報提供，社会資源パンフレット展示配布，ミニコンサート，カフェタイム・
交流，個別相談。相談内容に則して対応できるように多機関多職種の専門職，ピアサポーター，
家族相談員が揃っています。
最初の「グリーンカフェ」（主催＝京都光彩の会，企画協力 = 岡本クリニックメンタルケア室，ほ
か多機関協働）は 2018 年 1 月27 日，京都市内の喫茶店で開催されました。その後およそ半年ご
とに開催しています。

なぜ統合失調症に「カフェ」が必要か
支援情報の届きにくさから，暮らしの困り事に一人で悩む方が多くおられます。各種通所事業所
等を利用している場合でも，いろいろな疾患や障がいをもつ方がいる中で（もちろん良い面も多い
のですが），統合失調症特有の経験や悩みを分かち合う機会にはなりにくいのです。
情報を得て相談できる場，似た経験をした仲間と出会って思いを共有できる場を作りたいと，従
来からクリニックで「かんたん統合失調症教室」というグループ療法を行っていました。さらに誰
でも来られるオープンな「カフェ形式」をと考えていたところ，光彩の会をはじめいろいろな方の
お力があり実現しました。
参加者はこれまで毎回定員を超え，他府県からも来られます。個別相談希望も多く，協力機関
全員が力を合わせ必要な支援につないでいます。

今後に向けて
ピアサポーターの皆さんが第 4 回から企画会議や相談対応に入ってくださったのは，大きな前進
でした。今後さらに当事者中心の運営になればと思います。
また啓発活動として，2019 年 5 月に「世界統合失調症デー」に合わせて行動を起こしました。
当事者の発信が重要とSNS 投稿をよびかけたところ，全国から多数の当事者がツイッターで声を
上げ，新聞にも取り上げられました。
私たちは統合失調症にかかっても安心して暮らせる社会をめざしています。カフェによって当事
者・支援者の枠を超えるネットワークが育まれ，共に社会を変えてゆけるよう願っています。

「グリーンカフェ」
を実施して

京都光彩の会

かみむら けい こ

上村 啓子

2018 年 1 月に第 1 回目を実施し，2019 年 6 月8 日
（土）の開催で「グリーンカフェ」は 4 回を数えることがで
きました。
岡本クリニックメンタルケア室の岡本慶子先生が「統合失調症に関する啓発を目的に，気楽に参加し，情報
を得られ，交流でき，相談もできるカフェの企画を考えている」という話をうかがったことがグリーンカフェ開催
の契機となりました。
私どもの社会福祉法人京都光彩の会は，平成 9 年に京都市が設置した京都市朱雀工房の運営を委託され，就
労継続支援事業 B 型事業所，地域生活支援センター，グループホーム事業を設置し，精神障害のある人たちの
自立と社会参加，市民啓発に総合的に取り組んできました。この理念にカフェの開催は合致しており，広報や運
営に関して，さまざまな機関の協力を得て，カフェは実現できました。

第4回 グリーンカフェの様子
お話

山どん（精神ソフトバレーボールチーム Le Coeur “ル・クール ”）
「思いやり〜仲間とのボールで繋いだ 10 年〜」

「ルパンⅢ世」，
※ Le Coeur は仏語で「思いやり」の意味
「雨だれ」などの曲の
金井 浩一さん（一般社団法人 ライフラボ 所長）
演奏の後，「マンボ No.5」
「つながるということ 〜 “ 相談支援事業所 ” のことを中心に〜」
ではマラカスやタンバリン，
ミニコンサート
空缶でリズムを取り，
＆カフェ
「翼をください」を
石丸 紀子さん（音楽療法士・ピアノ教師など）
合唱しました。
「ルパンⅢ世」「Summer」「雨だれ」など

バレーボールの
試合風景の DVD を
見せてくださいました。

社会資源について
教えていただきました。

情報コーナー

相談タイム

・ピアサポーター ・京都府作業療法士会 ・ACT-K
・一般社団法人ライフラボ
・訪問看護ステーション南風、訪問看護ステーション双葉
・京都精神保健福祉推進家族会連合会
・京都障害者就業・生活支援センター
・岡本クリニック メンタルケア室
・京都市中部障害者地域生活支援センター「なごやか」

各種パンフレット
展示配布

個別相談
各種専門職が
対応いたします

会場の「喫茶ほっとはあと西大路御池店」には，当事者やご家族など30 名の参加がありました。
毎回当事者がお話される時間を設けているほか，気楽に音楽を楽しみ，情報を得て，相談できるよう企画し，
医師による講義「統合失調症との付き合い方」や，作業療法士による作業療法の紹介を行ってきましたが，今
回は上記のような内容で実施しました。
相談対応では，治療，退院，地域生活，就労など多岐にわたる相談がありました。地域移行をすすめるピア ( 仲
間や同じ立場にある者同士 ) による相談では，参加者の不安で硬い表情が，相談後にはにこやかになります。ピ
アならではの暖かさ，共感力に心打たれました。
残念ながら申し込みされながら当日急に参加されない方がありました。相談内容も早急な対応が求められるも
のもありました。全体をとおして「なごやかなムードで，とても良かった」，「いろいろな情報がわかった」，「い
ろんなつながりができた」などの感想が寄せられました。今後のカフェの充実に活かしてまいります。多くの当事
者，市民，関係機関のご協力とご指導をお願いいたします。

（社福）京都光彩の会

京都市朱雀工房

京都市中京区壬生仙念町30

☎075-813-0501

京都市地域リハビリテーション推進センター１F
 greencafe@kyoto-kosainokai.jp

統合失調症カフェの
Facebookはこちら

こころここけいじばん
相談援助課からのお知らせ

令和元年度

リーフレットを発行しました

アルコールと
健康を考えるセミナー
テーマ：
「お酒と上手に付き合うために
～若者にも知ってもらいたい，アルコールのリスクと回復～」
日 時

令和元年11月10日（日）午後1時～午後4時
2F イベントホール

会 場 ウィングス京都

【講演】
「若者の飲酒 ─イッキ飲み・女子会・ビンジ
（無茶飲み）─」
講師：稗田 里香氏（東海大学健康科学部社会福祉学科 准教授）
【シンポジウム】
「若者のいのちを守る取組」
シンポジスト：
稗田 里香氏（東海大学健康科学部社会福祉学科 准教授）
松田 美枝氏（京都文教大学臨床心理学部臨床心理学科 准教授）
学生・若者
定 員

先着240名（参加無料）
問合せ こころの健康増進センター  相談援助課  
☎075-314-0355

こころの健康増進センター，区役
所・支所の障害保健福祉課で配布し
ています。また，当センターホーム
ページで見ることもできます。
問合せ

こころの健康増進センター  相談援助課  
☎075-314-0355

「精神障害者法律相談」
（予約制）
財産の相続やお金の管理，離婚や養子縁組のこと，アパー
トの契約や保証人のことなど…。どうすればよい？法律では
どうなっているの？困ったとき，気軽にご相談ください。弁護
士，相談員が相談に応じます。
相談日時 毎月第2・4木曜日（祝日は除く）

精神保健福祉ボランティアイベント情報

午後1時30分～午後4時30分（予約制）
相談は無料です。まずは，相談専用電話にお問合せください。

第14回「風に出あう会」
～シルバーリボンキャンペーン～
日 時

こころの健康シリーズ⓭
「アルコール・薬物依存症からの
回復のために」
こころの健康シリーズ⓮
「ギャンブルの問題でお悩みの方へ」

アルコール専門外来（予約制）

令和元年11月15日（金）
午前10時30分～午後4時30分

【午前】ワークショップ～参加者全員で千羽鶴を折りましょう～
∞私たちは3.11東北を忘れない！！千羽鶴に思いを託して∞
【午後】講演「令和元年を迎えて・いま心をひらく当たり前の暮
らしとは」
講師：倉知 延章氏（九州産業大学人間科学部臨床心理学科 教授）
会 場 ハートピア京都 大会議室
事務局 こころの健康増進センター  相談援助課  

アルコールがやめられない，
「アルコール依存症」ではない
か，家族のアルコール問題にどう対処したらいいのか。そんな
ときはお気軽にご相談ください。ご家族の方からの相談も受け
付けています。まずは，相談専用電話にお問い合わせください。
相談日時 毎週水曜日（祝日は除く）

午後3時～午後5時15分（予約制）
問 合 せ
相談受付

☎075-314-0355

相談専用電話 ☎075-314-0874

月～金（祝日・年末年始を除く）
午前9時～正午 午後1時～午後4時

デイ・ケア課からのお知らせ

就労準備 デイ・ケア見学会について

第15回精神障害者バレーボール京都市大会

「京ふれあいアタック」の開催のお知らせ

令和元年11月15日
（金）
午前10時開会
島津アリーナ京都（京都府立体育館）
事務局 こころの健康増進センター デイ・ケア課
☎075-314-0510 FAX 075-314-0542
・参加チーム申込等の詳細については事務局までお問い合わせ
ください。
・当日はどなたでも試合観戦ができます。
（試合観戦は申込不要・
無料）
日 時

会 場

｢こころここNo.47｣

「統合失調症の方のための就労準備デイ・ケア」「うつ病の方
のための病状改善と就職・復職の準備性を高めるデイ・ケア」の
利用をご希望の方は，まず，見学会（予約制）にご参加ください。
実施日

毎週木曜日午前
（詳細は下記デイ・ケア課までお問い合わせください。）
問 合 せ
見学予約

こころの健康増進センター デイ・ケア課

☎075-314-0510 FAX 075-314-0542

（土日祝を除く午前9時～午後5時）
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