京都セルフヘルプグループ
ハンドブック

社会福祉法人 京都市社会福祉協議会

わかちあい
ともに歩む
仲間の輪

京都セルフヘルプグループハンドブック

京都セルフヘルプグループ
ハンドブックの発行にあたって
この度、京都市域を中心に活動する、セルフヘルプグループについて、本会と京都セ
ルフヘルプ支援センターが協働して、各グループにアンケート調査を行い、87のセル
フヘルプグループに協力をいただいて、
本冊子を発行することができました。
セルフヘルプグループとは、
病気や障害によって日々の生活困難や悩みを抱えたり、
社会から疎外された経験を持つ当事者や家族が、自分達の絶望感や不幸感を仲間たち
と分かちあったり、
繋がることで安心感を得ることを目的に集まったグループです。
本冊子では各グループの活動内容を掲載するとともに、冒頭に佛教大学中田智恵海
先生を座長に
「当事者だからわかること～セルフヘルプグループの活動と意義」という
テーマで４グループの代表者の方に集まっていただき、活動の特徴や悩み、またその魅
力について語り合っていただきました。
悩みや苦しみを
「わかちあう」
場をもとめて活動がスタートし、社会をなんとか変え
ていきたいと願いながら、実際の活動では、会員の減少や資金難、後継者不足に苦しむ
様子がみてとれます。
しかし、
運営の工夫やメーリングリストの活用など小さな工夫を
重ねてそれぞれのグループが着実に活動を重ねています。

各関係者の方々に広くお読みいただき、
生活困難を抱えながらも孤立する方々に、新
たに繋がることのできるグループを見つける一助とし、新たなグループの立ち上げの
きっかけとして、本ハンドブックが活用され、各セルフヘルプグループの活動が一層、
促進されることを願います。

平成22年10月
社会福祉法人京都市社会福祉協議会
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座談会

当事者だからわかること

セルフヘルプグループの活動と意義

座談会

グループ設立のきっかけ
悩みや苦しみを
「わかちあう」
場を求めて
中

田

本日は、さまざまな情報交換ができることを楽し
みにしてきました。よろし

座談会

当事者だから
わかること
セルフヘルプグループの
活動と意義

くお願いいたします。では
まずは、グループの立ち上
げのきっかけを教えてくだ
さい。

京都わらび会
小長谷禎一（おばせ

ていいち）

「京都わらび会」は、稀少難病を抱
えて一人で悩む患者さんの心のケア
を行うために、昭和56年に発足しま
した。特徴は、患者さんやその家族が
中心になり組織運営していること。
表面上は健康でも病気が進行するよ

京都には、約80に及ぶセルフヘルプグループがあり、それぞ

うな難病の場合もあり、本当に苦し

れ多彩でユニークな活動を行っています。今回はそのなかか

みを理解できるのは患者同士という

ら、４グループの代表者に集まっていただき、それぞれの活動
の特徴や悩み、
魅力などを語っていただきました。

ことで、当初13疾病16名で発足し、現在21疾病で92名の
会員です。また、５年前には彼らを励まし支えるサポート役
として、患者家族を中心にボランティア「わらびもち」を発
足させました。現在は私が代表をしています。

6
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座談会

当事者だからわかること

セルフヘルプグループの活動と意義

ひこばえ

座談会

双子の会
名越道弘（なごし

北庄司智美（きたしょうじ

みちひろ）

ともみ）

「ひこばえ」は、脳卒中の後遺症で

「双子の会」は、双子を持つ母親と

障害を持つ人の集まりです。私自身

家族の会です。平成６年の春ごろに

は平成５年に脳出血を発症し、退院

初代の代表が双子を妊娠中に、他に

後の平成７年１月15日にグループ

何組かおられた双子の妊婦さんたち

を立ち上げました。会員は31名で、

と情報を共有する場がほしいという

平均年齢70歳。よく使うタクシーの

ことで、看護師さんや助産師さんの

運転手さん、入院していた病院の看

支えがあって京都第二日赤の産婦人

護師さんなどが、
賛助会員になってくれています。「ひこば

科のなかで立ち上がりました。会員数は104名です。

え」
とは、
樹木の根っこや切り株から新しい芽が出ることを
言い、
生命のたくましさや新生の意味を表します。私たちは

セルフヘルプグループの
魅力とは

が病気で失った機能がよみがえってほしいという想いをこ
の言葉に込めて、
会の名前にしています。

山科・介護者家族の会

自分が変わり、
社会を変える

はげましの会

甲部和子（かっとり

かずこ）

山科・介護者家族の会「はげまし

中

田

私は口唇口蓋裂児の親の会の代表を３年間しまし

の会」は、平成６年に社協主催の旅行

た。入会した当初は、
「私は正常な子を産めなかっ

に参加した方が介護をされていて、

た」と落ち込んでいたのですが、親の会に入って

“愚痴を言ったりする場所があれば

「一人じゃない」と実感して勇気づけられました。

気持ちが楽になる”という話をされ

会の魅力は、体験的な専門知識があるところです。

たのがきっかけで発足しました。京

口唇口蓋裂は授乳が難しく、病院の先生は鼻から

都では２番目の介護者の会です。現

チューブを入れてミルクを飲ませると言うんです

在、在宅介護をしている会員が50名程度、30名がOBとし

が、先輩お母さん方は自分の経験から、飲ませや

て参加しています。
私は在宅介護を経験しているOBです。

すい工夫と方法を教えてくれ、チューブじゃなく
て哺乳びんで飲めるようにもなります。

8
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座談会

当事者だからわかること

セルフヘルプグループの活動と意義

小長谷

座談会

私は息子が難病患者で、親戚からお宅らは結婚式
に来るなとか、そういう場には連れてくるなとか
言われて、妻がいつも泣いていました。その苦し
みを誰にも相談できないので、当時は苦しかった
ですね。患者会は「傷のなめあいではないか」と
後ろ向きの方もおられます。でも、難病の人を中
心に会を進めていくことで、別の病気を持ってお
られる方も元気をもらえるようになると思います。

名

越 「ひこばえ」では半年に１回、会報誌を発行して
います。この15年間で30冊になりました。内容
はさまざまで、会員のハワイ旅行記が載っていた
りもします。また、会員の主治医だった先生に原
稿をいただいています。それから、毎月の例会以
外にも新年会やお花見、日帰り旅行など、いろい

また、障害があってもなくても一人の人間とし

ろな季節の催しを行っています。行事は晴れの日

て尊厳されるべきで、負いめをもつことではない、

ですから、何を着てくか、どんな靴を履いていこ

とメンバーからも指摘され、目からうろこでした。

うか、と考え、その品物を用意すること自体が、
頭と体のリハビリになるんです。

「お母さんがそんな風に思っていると、お子さん
はどんなに残念に思うでしょう。そんな風に考え
たらダメよ」と何度も言われ、自分の価値観が変

10

甲

部

毎月１回、会報誌を出していて、介護の話や旅行

わり、元気になっていくのがわかりましたね。そ

の報告を載せています。また、ふた月に一度は、

れからというもの、幼稚園で子供がいじめられな

ミーティングを開いています。毎回場所を変えな

いように病気の説明をしたり、歯科矯正が保険適

がら、ファミリーレストランなどで、自由に来て、

用になるために活動したり、社会に働きかけるよ

食べて、話して、帰るというスタイルです。OB

うになりました。セルフヘルプグループは、「自

が世話人をしているので、自分のネットワークを

己変革」と「社会変革」ができるものだと信じて

活かして、施設の見学やミュージカル、映画鑑賞、

います。みなさんも、活動によって当事者の力に

バザーなどイベントが多いのも特徴ですね。それ

なったことがたくさんあるのではないですか？

までに体験した大きな落ち込みを乗り越えてきた
11

座談会

北庄司

当事者だからわかること

セルフヘルプグループの活動と意義

座談会

から、
「ストレスがない元気な介護者家族の会」

歩けなくなること、病気や転居、介護などで、行

と言われます。

事に参加できなくなるので、辞めざるを得ないと

双子の会は、自分の経験だけでなく、メンバー同

いう形ですね。

士のちょっとした情報や工夫を伝えられるのが特

一方で、年会費2000円を払って、会報誌だけ読

徴ですね。授乳の仕方やお風呂、お出かけのこと

んでいる会員さんもいます。会員であれば、体調

とか、このメーカーは双子の場合はサンプルを２

さえよければいつでも行事に行けるという“保険”

つくれるらしい、とかね（笑）。双子の悩みは一

をかけているんだと思います。

生のお付き合いで、進学のたびに心配があるし、
双子は双子で自分たちでも牽制しあい、恋や結婚、

小長谷

今は役所も保健所も嘱託職員が多く、私たちのよ

就職までずっと周りから比べられる。私も双子を

うな数少ない難病のことを理解してもらえません。

出産したあとは鬱の状態で、
「抱っこしているこ

以前は、私が講師として職員さんたちの前で話を

の手を離したら楽になるかな」と考えたりもしま

する機会を設けてもらっていましたが、いまは全

「一生このままだ」と感じ、
した。悩んでいる人は、

く呼んでもらえないのが残念ですね。

子育てがやりやすくなるなんて考えられないんで
す。そんなときに双子の会に話しができる場所が

甲

部

あれば、少し楽になるのではないかと思います。

私たちも以前は保健所から講師をお呼びして、話
を聞く機会を作っていましたが、今はさっぱりで
す。

グループ運営を
するうえでの悩み
共通する悩みは、
会員の減少・資金難・後継者不足

中

田

北庄司

時には専門職の人の話も必要ですよね。
そうなんです。双子のお母さんでも、専門職の人
の話を聞きたいという会員さんが多いので、保健
師さんに来てもらう予定もあります。でもなかに
は、かつて新生児訪問で別の保健師さんに言われ
た一言に傷ついた経験をしたことで、行政は“敵”

中

田

グループ運営で、どんな悩みや問題があります

だと思っている人がいるんですよ。確かに、双子

か？

というだけで子育ては大変なんですが、実は子育
て支援の政策のなかで、まかなえることはたくさ

名
12

越

一番の悩みは、会員が減ることです。主な原因は、

んあって、それをうまく活用できていないんです。
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座談会

当事者だからわかること

セルフヘルプグループの活動と意義

座談会

すね。

双子じゃなくても子どもが二人いる家庭というス
タンスで調べれば、いっぱい得る情報はあるんで
すよ。その行き場のない怒りを行政にぶつけるの

北庄司

あとは、資金のことと次世代のリーダーが育たな
いというのが悩みですね。

ではなくて、お母さんたちももっと勉強しなくて
はいけないと思っています。
名
中

田

越

まったく同じです。１番目は会員が減ること、２

専門職の人を呼んで勉強会をすれば、専門職は会

番目はお金がないこと、３番目は後継者が決まら

員さんたちのニーズがわかるし、逆にニーズを充

ないこと。

足する社会サービスを知って利用できるようにも
なるし、メンバーが知りたいことについて教えて

小長谷

くれる人を呼んでくることもできますよね。

私のところもです。会費年間3000円なんですが、
会には実際に来られなくても、会を支えてくれて
いる人だと解釈していいと思ってます。

北庄司

今日、みなさんの話を聞いて、世界は違うけれど
も同じような悩みがあることを知りましたし、私

甲

部

介護の世界でいうと、退院したばかりの人に私た

は子育てという枠で煮詰まっているよりも、別の

ちが会の紹介をすると、「何かしてくれるの？」

団体との交流をするほうが答えやヒントが出るよ

と考える人もいます。そうじゃなくて、「誰かが

うな気がしますね。

何かをしてくれるんじゃなくて、あなたがあなた
をラクにするのよ」って伝えるんですけど、やっ

中

14

田

そうですね。お互いに情報を出したり思いを語る

ぱり最初は勘違いがあるんです。知り合いに誘わ

ことで、横につながっていけるし、大事なことで

れて「一回だけよ」、と旅行に参加した人がいた
15

座談会

当事者だからわかること

セルフヘルプグループの活動と意義

座談会

んですが、もう病みつきになって、いまでは会

模索しながら進める
新しい運営の形

の中心人物として活動されています。
中

田

やはり、自分が体験しないとわからないことで
すよね。単に一泊旅行に行って楽しんだという

中

田

だけでなく、他のメンバーが「会に入っている

たとえば代表者に何の報酬もないことが多いです
が、それに対してはみなさんどう考えますか？

とあんなに元気になるんだ」と気付き、私も元
気になりたいと思って参加するから続いていく。

名

越

自分の問題が一番しんどいと思っているのに、

個人の負担にならないような運営をしていますか
ら、何とも思いません。

周りを見てみるともっと大変な人がいることを
知って気持ちが楽になるんですよね。

中

田

なるほど。代表になろうと思っても経済的負担を
しなければいけないなら代表は無理と思う人がい

小長谷

他と比較して自分が幸せというのは良くないか

たときに、個人の負担にならないような運営をす

もしれないけど、現実としてそういう大変な人

ることが大事ということですね。

が頑張っていることに励まされるんですよね。
小長谷
甲

名

部

越

うちは電話代が結構かさむので、1000円とか

それに、活動を重ねていくと感謝の気持ちも湧

2000円とか渡しています。でないと、その人た

いてくるし、他人に優しくしようとか、率先し

ちは活動できなくなってしまいます。電話が唯一

てやってみようという気持ちになります。

の交流の場なので。

私もこの体になってから、ものすごく付き合い

北庄司

私たちは、メーリングリストを使用しています。

の幅が広くなりました。テレビの取材を受けた

生まれたてのお子さんを抱えているところはなか

りもして、いろんな経験ができましたね。

なか電話に出られないので。会員全員がメーリン
グリストに入っていて、リサイクルの情報発信や

小長谷

役員同士がいい仲間になることは、とてもいい

イベントの報告などに活用しています。

こと。でも、そこだけで固まらないことも重要
です。患者会は、仲間づくりだけでなく全体と

16

中

田

すごい。若い人たちの特徴ですね。メーリングリ

しての活動のバランスが非常に大切じゃないか

ストで「つながっている」というだけでも安心感

と思うんです。

はありますよね。
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座談会

北庄司

当事者だからわかること

ちょっとものぐさなお母さんでも、ちゃんと情報
は入ってくるので（笑）。

中

田

このごろ個人情報の取り扱いの関係で、保健所か
ら「双子が生まれた」という情報は教えてもらえ
ないと思うんですが、どうやって初めての方と知
り合うんですか？

北庄司

保健所にチラシを置いてもらっているので、そこ
で渡してもらっています。ただ、他人と関わるの
が嫌いな人もいるので、そういう人が会に関心を
持った場合は、個人的に連絡をもらってどんな様
子か話してみたり、会に入るタイミングを相談し
てみたりしています。

中

田

それぞれのグループの現状だけで
なく、共通する喜びや悩みなどが
あることが分かり、貴重な経験に
なりました。今後もこうした交流
の場を持てればいいですね。今日
はありがとうございました。

【座 長】
中 田
【参加者】
小長谷
名 越
甲 部
北庄司
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智恵海（なかだ ちえみ）／佛教大学教授
禎 一（おばせ ていいち）／ボランティア「わらびもち」
道 弘（なごし みちひろ）／ひこばえ
和 子（かっとり かずこ）／山科・介護者家族の会 はげましの会
智 美（きたしょうじ ともみ）／双子の会

京都口友会
代表者名：山上 良一
会員数：75名
発足年月日：昭和51年4月
グループの目的：○親睦・交流

○学習機会

京都サンクロウズ

○相談活動

代表者名：松岡 幸夫
会員数：7名 選手登録7名・ボランティア数名
発足年月日：平成元年2月25日
グループの目的：○親睦・交流 ○情報交換 ○その他：
スポーツ技術の習熟

○情報交換

連絡先

京都セルフヘルプグループ

〒617-0002 向日市寺戸町乾垣内29-4
TEL 075-932-3938 FAX 075-932-3938

連絡先
〒616-8246 京都市右京区鳴滝川西町2
TEL 090-3828-9063
E-mail：matsuokayukio@msn.com
URL：http://www10.ocn.ne.jp/~suncrows/suncrowshomepage/

グループの沿革

グループの沿革

昭和49年ごろ、発達相談に保健所に行っていた
時に、同じ障害を持つ子どもに出会い、昭和51
年に発足した。

1989．2．25 結成
1990 近畿選手権に出場（初）～以後毎年出場
2003 ～ 2007、2009 全国大会出場
2001 ～ 2009 近畿選手権大会を主管運営

グループの共有するテーマ
口唇口蓋裂児を持つ親の会（本人が障害の方
81歳１名 55歳2名 28歳1名）

グループの共有するテーマ
車椅子ツインバスケットボール（頚椎損傷者他
が中心）を楽しむことと、障害者の自立と社会参
加。
グループの活動地域

グループの活動地域
京都府・滋賀県・大阪府・岡山県・山口県

京都府近辺
グループ会費

グループ会費
入会金：200円

年会費：2,400円

入会金：なし

年会費：20,000円

グループの活動内容

グループの活動内容

●例会：年総会
●電話相談：あり
●その他活動：講演会・夏期合宿（1泊2日）
●備考：当初、乙訓口友会で発足したが、京都府
内、滋賀県内、大阪府内（高槻市、松原市、羽曳野
市、阪南市）と他府県からも会員さんがあり、京
都口友会となった。

●例会：日曜日 12:30 ～ 16:30が主体
●電話相談：随時
●ホームページによる広報：練習予定など
●その他活動：小中学校で車イス体験教室の開催
●備考：メンバー・ボランティア募集

グループの活動場所
特定場所なし。総会は主に京都コープを利用す
る。
グループの制限
なし

グループの活動場所
サンアビリティーズ京都
城陽

サンアビリティーズ

グループの制限
特になし。公式試合に出場できるのは、四肢に障
害のある人のみ
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（社）京都市身体障害児者父母の会連合会
代表者名：渡辺 登志子
会員数：250名 賛助会員数：約50名
発足年月日：昭和28年9月
グループの目的：○親睦・交流 ○わかちあい
会

○相談活動

○情報交換

○啓発活動

○学習機

○その他：生活介護

事業・レスパイト事業

京都重症心身障害児
（者）を守る会
通称：守る会
代表者名：森田 弘和
会員数：250名 賛助会員数：30名
その他4名
発足年月日：昭和40年5月
グループの目的：○情報交換 ○啓発活動
のネットワーク

○専門機関と

○現行法への改善要求

連絡先

京都
「障害者」
を持つ
兄弟姉妹の会
代表者名：上本 善有
会員数：30名 賛助会員数：15名
協力会員：15名
発足年月日：昭和58年10月
グループの目的：○親睦・交流 ○わかちあい
機会

○相談活動

○情報交換

〒616-8156 京都市右京区太秦西野町8-16
TEL 075-872-7440 FAX 075-872-7440
E-mail：hiro-morita@kxf.biglobe.ne.jp
URL：http://www.normanet.ne.jp/~ww100092/
グループの沿革

グループの沿革

京都府下および京都市内の重症心身障害児（者）
の父母と、それに代わる者が協力して助け合い、
この全ての問題を社会に訴え、その救済と擁護
に万全を期するための対策を進めるとともに、
その指導を行う。

昭和28年 母の会として発足
昭和31年 現在名に改称
平成6年 社団法人格取得

グループの共有するテーマ

グループの共有するテーマ

重症心身障害児（者）

地域生活（親亡き後も含めて）の確立

グループの活動地域

グループの活動地域

京都府下および京都市内

京都市内

グループ会費

グループ会費

代表者名：福田 全克
会員数：63家族（67名）
発足年月日：昭和45年
グループの目的：○親睦・交流
○学習

機会

○情報交換

○啓発活動

○わかちあい

○学習

○専門機関とのネットワーク

○啓発活動

連絡先

連絡先

〒601-1433 京都市伏見区石田大山町52-67
梅田 様方
TEL 075-571-1973

〒619-0216 木津川市州見台6丁目1-2 ア
ルス木津南F-306
TEL 0774-73-9365 FAX 0774-73-9365

連絡先

〒615-0882 京都市右京区西京極葛野町2番
地
TEL 075-321-6902 FAX 075-321-6903

京都聴障児親の会

グループの沿革

グループの沿革

これ迄、在宅や施設単位での兄弟姉妹の会は
あったが、昭和58年に全国の兄弟姉妹の会の助
言により、在宅や施設の枠を越えて地域の兄弟
姉妹の会として発足させることとなった。

京都市に聞こえにくい子どもたちのために、難
聴学級を作ろうという保護者の運動に併せ、昭
和45年に「京都難聴児親の会」が発足。その後平
成13年に会の名称を「京都聴障児親の会」に変
更し、本年で設立40周年を迎える。

グループの共有するテーマ
障害者の兄弟姉妹が抱えている問題（会員は兄
弟姉妹に限定せず、この問題に関心を持つ人と
している）

グループの共有するテーマ
情報交換や親睦

グループの活動地域

グループの活動地域
京都府近辺

京都府近辺

グループ会費

グループ会費

賛助会員：

入会金：なし 正会員：8,400円 賛助会員：
3,000円 その他の会員：1,800円

グループの活動内容

グループの活動内容

グループの活動内容

グループの活動内容

●例会：各部で適時企画
●会報：年8回前後発行
●その他活動：総会年2回、新年会、親睦会、レク
リエーション、キャンプ等

●例会：月1回 第1日曜日 13:00 ～ 16:00
●会報：年5 ～ 6回
●ホームページによる広報：上記URLよりリン
ク
●その他活動：年1回の全国大会で全国の情報
交換および親睦会

●例会：奇数月（1・3・5・7・9・11月）2 ヵ
月に1回 第2土曜日 18:00 ～ 21:00頃
●電話相談：例会にて相談を受けています。
●会報：年2 ～ 3回 不定期発行

●例会：運営委員会 月1回
●会報：年3回程度発行
●その他活動：小勉強会（年2回程度） 夏期親
子キャンプ クリスマス会 ボーリング大会
等

入会金：なし
1口1,000円

正会員：2,000円

グループの活動場所
事務所が主

グループの制限
身体に障害をもつ児・者の親
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グループの活動場所
近畿圏内

京都府下

京都市内

グループの制限
重症心身障害児（者）とその家族

入会金：なし
3,000円

正会員：3,000円

賛助会員：

グループの活動場所
京阪電車深草駅西口下車すぐ

喫茶みどり

グループの制限
障害者を持つ兄弟姉妹に限らず会の趣旨に賛同
する人

入会金：なし

年会費：3,500円

グループの活動場所
京都市聴覚言語障害センター
グループの制限
正会員：幼少時より高校3年生までの聴覚障害
を持つ親
賛助会員：本会の趣旨に賛同し、その事業に財
政的援助を与える個人または団体
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京都市聴覚障害者協会
代表者名：濱島 薫
会員数：450名
発足年月日：昭和37年4月
グループの目的：○親睦・交流

（社）京都府視覚障害者協会
代表者名：内野 正光
会員数：1,299名（平成22年3月31日現在）
発足年月日：昭和28年9月23日
グループの目的：○親睦・交流 ○学習機会 ○相談活
動

○啓発活動

関西Student Library
代表者名：佐久間 舞
会員数：約100名（正会員・賛助会員・OB・
OG含む）
発足年月日：昭和47年
グループの目的：○親睦・交流 ○学習機会 ○情報交
換

連絡先

連絡先

〒604-8437 京都市中京区西ノ京東中合町2
京都市聴覚言語障害センター気付
TEL 075-841-8300 FAX 075-841-8300
E-mail：deaf.kyoto-city@herb.ocn.ne.jp

〒603-8302 京都市北区紫野花ノ坊町11
京都ライトハウス内
TEL 075-462-2414 FAX 075-462-4402
E-mail：syomu@nifty.com
URL：http://homepage2.nifty.com/
kyosikyo/index.htm

グループの沿革

グループの沿革

ろうあ者、聴覚障害者の運動は、明治、大正、また
昭和の歴史と共にあり、基本的人権を保障、要求
する運動として協会を設立した。

昭和23年 京都府盲人協会
平成元年 社団法人京都府視覚障害者協会名称
変更

グループの共有するテーマ
社会への「完全参加と平等」の実現づくり

グループの共有するテーマ

グループ会費
年会費：2,500円

グループの活動内容
●例会：活動分野によりいろいろとあり
●電話相談：随時相談あり

グループの活動場所
京都市聴覚言語障害センター、各地域（支部）拠
点あり
グループの制限
特になし
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正会員：1,800円

○啓発活動

〒619-1154 木津川市加茂町駅東4丁目5-12
TEL 075-331-8905 泉 谷 方 FAX 077476-3520 中田方
E-mail：hohoemi@zeus.eonet.ne.jp

グループの沿革

グループの沿革

昭和46年に3人の視覚障害学生が点字受験に
よって大学に合格。点字教科書などによる勉学
保障などを大学側に要望してきたことが契機。

盲ろう者のほりおこしと交流の場を作る為

グループの共有するテーマ

グループの共有するテーマ

覚障害学生のニーズに対し、晴眼者との多面的
な相互理解を通して充足する。

京都府内の盲ろう者及びその支援者が協力し
あって、交流を深めつつ、コミュニケーション介
助技術を学ぶ。盲ろう者の社会参加を目指す。
グループの活動地域

グループの活動地域

賛助会員：

京都府内

グループの活動場所

グループの制限

正会員：1,000円

賛助会員：

年会費：2,000円

グループの活動内容

グループの活動内容

●例会：月1回
●会報：年3回
●備考：活動目標
1.視覚障害学生の学内環境改善
2.各大学の点訳サークルのネットワーク化
3.視覚障害者と晴眼者との多面的相互理解の推
進

●例会：月に1回 役員会・交流会又は学習会
●会報：「ほほえみだより」2 ヶ月に1回発行
●その他活動：第4火曜日にコミュニケーショ
ン教室（13:00 ～ 15:00）

京都ライトハウス、各支部福祉施設

視覚障害、または本会趣旨に賛同され、京都府に
在住、勤務地を有する人

グループ会費

グループ会費
入会金：なし
1口3,000円

グループの活動内容
●例会：役員会、総会等
●電話相談：相談員派遣
●会報：「点字京都」毎月1回発行

○情報交

○現行法への改善要求

連絡先

〒603-8302 京都市北区紫野花ノ坊町11
京都ライトハウス内
TEL 075-462-4400
E-mail：J06-0575@bukkyo-u.ac.jp
URL：http://sl.soc.or.jp/

京都府・大阪府・兵庫県を中心

グループ会費
入会金：なし
1,800円

換

○啓発活動

グループの活動地域
京都府内

入会金：なし

代表者名：土居 勝行
会員数：92名
発足年月日：平成15年4月18日
グループの目的：○親睦・交流 ○学習機会

連絡先

社会参加奉仕

グループの活動地域
京都市内全域

京都盲ろう者 ほほえみの会

グループの活動場所
公的な場所
グループの制限

グループの活動場所
京都ひと・まち交流館、京都市聴言センターな
ど

視覚障害者と点訳サークルの学生
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軽・中度難聴者グループ
「かものはし」
代表者名：浅井 信一
会員数：約20名
発足年月日：平成11年10月
グループの目的：○親睦・交流

○学習機会

○情報交

ひこばえあおむしの会
代表者名：坂本 周子
会員数：20名
発足年月日：平成17年5月
グループの目的：○親睦・交流
機会

換

○わかちあい

○学習

○情報交換

代表者名：外村 律子
会員数：約150名
発足年月日：昭和60年10月
グループの目的：○親睦・交流
機会

○相談活動

ネットワーク

連絡先

連絡先

〒604-8437 京都市中京区西ノ京東中合町2
京都市聴覚言語障害センター内 京都府難聴者
協会気付
TEL 075-841-8336 FAX 075-841-8311

〒616-8208 京都市右京区宇多野福王子町
45-2 フォーラムひこばえ
TEL 075-463-0438 FAX 075-463-0438
E-mail：office@hikobae.org

グループの沿革

グループの沿革

平成11年に軽・中度難聴者が集まって、「難聴
であることを周辺の人になかなか理解されなく
て困ることが多い」お互いの悩みを話し合った
ことがきっかけで発足した。

主に京都市内

軽・中度難聴者とグループの趣旨に賛同する人
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グループの沿革
アレルギーの子どもをもつ家族どうしが顔を合
わせて情報交換し合える場が少ない為、悩みを
語りあい、子どもも親も共に成長していく場を
つくりたいと思い、発足させた。

グループの共有するテーマ

グループの活動内容
●例会：第2金曜日10:30より
●会報：季刊号 年4回発行
●その他活動：料理教室 学習会
等

グループの活動場所

グループの制限
アレルギーに関わるすべての人

グループの活動地域

バザー出店

グループの共有するテーマ
アレルギーの子どもをもつ家族とその家族につ
ながっている人々の交流
グループの活動地域
左京区および北区

年会費：2,500円
グループの活動内容

年会費：未定

フォーラムひこばえ
グループの制限

グループの沿革

入会金：なし

グループ会費
入会金：なし

グループの活動場所

連絡先
〒606-8047 京都市左京区修学院烏丸町35-6
TEL 075-701-3203 ／ 090-9621-5088
FAX 075-701-3203
E-mail：akkunmoyuchan.mama@yahoo.co.jp

昭和60年｢山科アレルギー患者会｣として発足、
ほどなく「鮎の会」と改名

グループ会費

グループの活動地域

グループ会費

グループの活動内容

〒611-0002 宇治市木幡桧尾26-7
TEL 0774-32-7931 FAX 0774-32-7931

京都・滋賀中心に全国に会員。例会などは京都
市内で。

右京区

●例会：3 ヶ月に1回、不定の土曜日か日曜日
の午後1時30分～ 5時

○学習

○専門機関との

○現行法への改善要求

グループの共有するテーマ

グループの活動地域

なし

○わかちあい

○啓発活動

食物アレルギーを持つ親の会

様々な食物アレルギーの親子が集う

京都府近辺

○情報交換

代表者名：連絡係 原 有希
会員数：11名
発足年月日：平成19年8月26日
グループの目的：○親睦・交流 ○情報交換

連絡先

平成17年、きょうだいと同じように、アレル
ギーのある末っ子にもおいしいケーキを食べさ
せてあげたいという思いからケーキ教室を開催。

グループの共有するテーマ
難聴

京
（みやこ）AF
はんなりっこくらぶ

鮎の会

●例会：年5 ～ 6回
●電話相談：代表宅へtelまたはfaxで適宜
● 会 報： 年11回 発 行（8月 休 み ）2009年7月
242号まで発行
●その他活動：スタッフ会議を月1回開催 編
集会議を兼ねる
●備考：科学的根拠にもとづいたアレルギー治
療を基本として、親の精神的負担を軽くすると
りくみを「親の会」は担当していると考えます。
「アレルギー・アトピー直し」ではなく子育てを
手助けできることを目指しています。

グループ会費
入会金：なし

グループの活動内容
●例会：主に月1回土曜日又は日曜日（アレル
ギーや安全な食品についての情報交流など）
●会報：不定期発行「京 AF はんなりっこくら
ぶ通信」
●ホームページによる広報：なし
●備考：活動場所が遠くても来たい方なら誰で
も参加ができるところです。アレルゲンを除去
した料理をつくって食べて、おしゃべりをして
楽しんでいます。
グループの活動場所

グループの活動場所
京都市内・宇治市内中心

会員の自宅（主に岩倉）
グループの制限

グループの制限
アレルギーで悩む親、家族など。本人やアレルギー
に興味を持つ専門家にも入ってもらっている。

年会費：なし

なし
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舞鶴アレルギーの会
おにぎりくらぶ
代表者名：工原 友子
会員数：約30名
発足年月日：平成13年3月15日
グループの目的：○親睦・交流 ○わかちあい
機会

○相談活動

○情報交換

あけぼの会

○学習

○啓発活動

京都支部

京都IBD友の会

京都肝炎友の会

代表者名：由井 佳子
会員数：年度初め80名、顧問医4名、相談医3名
発足年月日：昭和54年4月
グループの目的：○親睦・交流 ○学習機会 ○相談活

代表者名：藤原 勝
会員数：140名 賛助会員数：1名
発足年月日：平成10年4月
グループの目的：○親睦・交流 ○わかちあい

動

機会

○情報交換

○啓発活動

○その他：講演会

○相談活動

○情報交換

○学習

○その他：難病対策の拡充へ

代表者名：永来 保夫
会員数：130名
発足年月日：昭和63年3月27日
グループの目的：○親睦・交流 ○学習機会
動

○相談活

○その他：関係機関への働きかけ

の活動など

連絡先
〒626-0074 宮津市上司398-4
TEL 0772-25-0219
E-mail：m_mount@nifty.com

連絡先
〒614-8353 八幡市西山丸尾3-6
TEL 075-981-7234 FAX 075-981-7234
E-mail：akebono_kyouto@yahoo.co.jp

グループの沿革

グループの沿革

地元でアレルギーで悩んでいる者同志が励まし
助けあい、互いに学びあうことで、少しでも症状
の改善を図っていけたらと会を作った。

現あけぼの会会長のワット隆子が乳がんで苦し
んでいる患者を集め立ち上げた。現在は全国に
支部・ネットワークがある。

グループの共有するテーマ
アレルギー（特に食物アレルギー）

グループの共有するテーマ

グループの活動地域
主に京都府下

グループ会費
入会金：なし

年会費：1,200円

グループ会費
入会金：なし

年会費：1,000円

グループの活動内容

グループの活動内容

●例会：月1回 第2火曜日10:00 ～ 14:00
●会報：大体月1回発行
●その他活動：クリスマス会、海水浴等のイベ
ント

●例会：役員会 約隔月
●母の日キャンペーン：母の日に京都タワー
ホテル前で、乳がんの自己検診とマンモグラ
フィー検診受診を呼びかけ、ポケットティッ
シュ・グロブを配布。
●プチサロン：9月、相談医を交えての相談・
学習会
●講演会：当会。他団体主催についても紹介。
●電話相談：あり
●会報：年1 ～ 2回、その他必要に応じて
●その他活動：クリスマス会、総会・新年会、同
時に必要に応じた学習を組む。

グループの活動場所
舞鶴市中総合会館5F 女性センター
グループの制限
会の趣旨に賛同していただける方
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連絡先

グループの制限
主として京都府内在住者。乳がんの術前・術後
の患者および体験者。会の趣旨に賛同いただけ
る方及び団体。

〒611-0002 宇治市木幡南山12-54
TEL 0774-32-2481 FAX 0774-32-2481
E-mail：kyokanyuu@yahoo.co.jp

グループの沿革

グループの沿革

稀少難病の会に所属する潰瘍性大腸炎、クロー
ン病会員が、会員数の増加と共に活動をより充
実させるために独立。

主として、ウィルス肝炎（Ｂ，Ｃ型など）患者の治
療啓発と交流のため発足した。多くの会員が肝
硬変、癌で次々に亡くなっていっている現状で
ある。

早期発見・早期治療にて乳がん死亡0を啓発し
ている。

グループの活動地域
舞鶴市を中心に近辺・その他

連絡先
〒607-8071 京都市山科区音羽千本町1-6
TEL 075-595-3721 FAX 075-595-3721
E-mail：ANB51383@nifty.com
URL：http://homepage3.nifty.com/kibd/

グループの共有するテーマ
潰瘍性大腸炎、クローン病

グループの共有するテーマ
学習と交流

グループの活動地域

グループの活動地域

主に京都府とその周辺

京都府

グループ会費
入会金：500円
1口1,000円

正会員：3,000円

グループ会費
賛助会員：

グループの活動内容
●会報：年3回
●ホームページによる広報：あり
●その他活動：医療講演会、交流会、レクリエー
ション

入会金：なし

年会費：3,000円

グループの活動内容
●例会：月1回 世話人会 年1回 総会
●会報：年3 ～ 4回
●その他活動：年2回 講演会・相談会

グループの制限

グループの制限

正会員：潰瘍性大腸炎、クローン病患者と家族。
賛助会員：会の趣旨に賛同いただける個人及び
団体。

備考：ウィルス肝炎の患者は全国で300万人く
らいと推定されているが、その原因は予防接種・
薬害等の医療行為、いわゆる医原病がほとんど
である。
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心臓病の子どもを守る
京都父母の会

京都つぼみの会
代表者名：岡 京磁
会員数：約130名
発足年月日：昭和57年
グループの目的：○親睦・交流
換

○専門機関とのネットワーク

代表者名：杉本 寿一
会員数：約1,000名
グループの目的：○親睦・交流
○相談活動

○情報交

○現行法への改善要求

機会

○相談活動

ネットワーク

○情報交換

○わかちあい

○啓発活動

全国膠原病友の会
京都支部

○学習

○専門機関との

○現行法への改善要求

代表者名：萩原 幸子
会員数：約150名
発足年月日：昭和50年
グループの目的：○親睦・交流
動

○情報交換

○啓発活動

○学習機会

大動脈炎症候群友の会
あけぼの会

○相談活

○専門機関とのネットワーク

代表者名：梅本 佳代
会員数：169名
発足年月日：平成14年4月1日
グループの目的：○親睦・交流 ○わかちあい
機会

○相談活動

○情報交換

○学習

○啓発活動

○現行法への改善要求

連絡先
〒523-0051 近江八幡市八木町359
TEL 0748-33-5000
URL：http://www.kyoto-tubomi.com

連絡先

連絡先

連絡先

〒603-8016 京都市北区上賀茂坂口町16-4
TEL 075-702-1215 FAX 075-702-1255
E-mail：toshikazu@h3.dion.ne.jp
URL：http://panda-en.hp.infoseek.co.jp/

〒605-0914 京都市東山区下新シ町337
TEL 075-551-4353 FAX 075-561-4539
（TELも兼）
URL：http://homepage3.nifty.com/KOGEN/Kyoto/Kindex.htm

〒602-8143 京都市上京区堀川竹屋町西入ル
社会福祉会館4F 京都難病連内
TEL 075-822-2691
E-mail：umeka@hotomail.com
URL：http://ip.tosp.co.jp/i.asp?i=a2k0b0n2

グループの沿革
京都の稀少難病者の会の1グループが独立し、
単独疾患の患者会として全国の同病患者を受け
入れている。
グループの共有するテーマ
Ⅰ型糖尿病の患者

グループの共有するテーマ
子どもの心臓病

グループの共有するテーマ

グループの共有するテーマ
大動脈炎症候群

膠原病

グループの活動地域
京都

グループの活動地域

グループの活動地域

滋賀

京都を中心とした全国

京都府下全域
グループ会費
入会金：なし

年会費：5,000円

グループ会費
入会金：2,000円

年会費：なし

グループの活動内容
●例会：年2回春秋
●会報：年4回
●ホームページによる広報：あり

グループの制限
Ⅰ型糖尿病の患者

グループの活動内容
●例会：月1回 第１金曜日
●会報：2 ヶ月に1回
●ホームページによる広報：あり

グループ会費

グループ会費
入会金：なし

年会費：4,200円

グループの活動内容
●例会：不定期
●電話相談：随時
●会報：年3回
●ホームページによる広報：あり

入会金：なし

年会費：3,000円

グループの活動内容
●例会：4か月に1回程度
●電話相談：随時
●会報：年3回
●ホームページによる広報：あり
●その他活動：京都市支援事業講演会 年1回

グループの活動場所
ひと・まち交流館

グループの制限
膠原病の患者と家族
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竹の子の会 近畿支部
京都グループ

（社）
日本筋ジストロフィー協会
京都支部

代表者名：西村 真理子
会員数：全国560名 近畿126名 京都15名
発足年月日：平成3年8月
グループの目的：○親睦・交流 ○学習機会 ○情報交

代表者名：藤井 康久
会員数：152名 賛助会員数：5名
発足年月日：昭和38年10月
グループの目的：○相談活動 ○啓発活動

換

とのネットワーク

○専門機関とのネットワーク

連絡先
〒614-8372 八幡市男山笹谷4-4-404
TEL 075-983-3602 FAX 075-983-3602
E-mail：aki1987@leto.eonet.ne.jp
URL：http://www.pwstakenoko.org/

○専門機関

◎その他：治療法の解明

（社）
日本リウマチ友の会
京都支部
代表者名：三浦 真砂子
会員数：普通会員311名（平成21年8月末現在）
特別会員51名
発足年月日：昭和42年11月27日
グループの目的：○親睦・交流 ○学習機会 ○情報交

代表者名：寺松 由美子
会員数：23名 賛助会員数：457名
賛助会員団体：3件
発足年月日：平成18年3月
グループの目的：○親睦・交流 ○学習機会

換

動

○啓発活動

○現行法への改善要求

連絡先
〒603-8835 京都市北区大宮西総門口町25-2
TEL 075-492-7014 FAX 075-492-7014

（NPO）
パーキンソン病
支援センター

○情報交換

連絡先
〒617-0843 長岡京市友岡1-6-2 三浦様方
TEL 075-952-1384 FAX 075-952-1384

グループの沿革

グループの沿革

プ ラ ダ ー・ ウ ィ リ ー 症 候 群 児 の 親 を 中 心 に
1991年8月東京で発足。子ども達の健やかな成
長発達を願い活動しています。

病因も解らず治療法もない難病、進行性筋萎縮
症患者の親が一日も早く治してもらうため結成
した。
グループの共有するテーマ

グループの共有するテーマ
プラダー・ウィリー症候群（PWS）に関する事

神経筋疾患

昭和35年5月発足

グループの共有するテーマ
リウマチに関する正しい知識を広め、リウマチ
対策の確立と推進を図り、リウマチ性疾患を有
する者の福祉の向上に努める。

連絡先

グループの沿革
パーキンソン病専門ケアセンターを目指して！
（社会の認知はまだまだ低く、患者や家族が普通
に暮らせる社会の実現に向けて、福祉、企業、行
政に働きかけたい為）
グループの共有するテーマ
パーキンソン病と関連疾患（進行性核上性麻痺、
大脳皮質基底核変性症）

グループの活動地域
グループの活動地域

グループの活動地域
京都府内

近畿2府4県

グループ会費
入会金：1,000円

年会費：5,000円

グループの活動内容
●例会：総会、講演会、地域交流、年齢別交流、支
部交流等
●会報：支部会報年4回
●ホームページによる広報：あり

グループの活動場所

グループの活動内容
●例会：総会、研修会
●電話相談：あり
●会報：年6回
●その他活動：療育キャンプ、交流会、訓練指導、
パソコン教室
グループの活動場所
筋ジストロフィー自立支援センター（伏見区）、
宇多野病院他

近畿各所

グループの制限
プラダー・ウィリー症候群児・者の家族
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グループ会費
入会金：なし 正会員：5,500円（23年4月1
日より） 賛助会員：5,500円

グループの制限
患者及びその家族、家族であった者

京都府全域

○相談活

○専門機関とのネットワーク

〒615-0822 京都市右京区西京極中町32-3
TEL 075-313-9064 FAX 075-313-8064
E-mail：npo-pdso.info@pdso.ptu.jp

グループの沿革
本部

○啓発活動

グループの活動地域
全国（現在は京都府が多い）

グループ会費

グループ会費

入会金：普通会員のみ500円 年会費：普通会
員4,000円 特別会員8,000円

入会金：1,000円（正会員） 正会員：3,000円
賛助会員：1口1,000円／団体1口5,000円

グループの活動内容

グループの活動内容

●例会：医療講演・相談会 年2回
●電話相談：支部長宅 随時
●会報：支部報 年3回
●その他活動：交流会・地域交流会・若い人の
会・旅行
●備考：本部（東京）に入会をした後、自動的に
支部会員にもなる（支部費は無し）。全国47都道
府県に支部あり。

●例会：月1回 第2日曜日（平成23年1月から
は第3日曜日になります） 13:00 ～ 15:00
相談、講演、患者同士の話し合い
●電話相談：毎日10:00 ～ 22:00
●会報：年2回

グループの活動場所

グループの活動場所
主にハートピア京都
グループの制限
普通会員：患者・家族
特別会員：医療･福祉関係者等

主に

ひと・まち交流館
グループの制限

パーキンソン病患者、家族
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ベーチェット病
友の会京都
代表者名：曽根 隆
会員数：44名
発足年月日：平成2年6月13日
グループの目的：○親睦・交流 ○わかちあい
活動

○情報交換

全国パーキンソン病友の会
京都府支部

京都わらび会

○相談

○啓発活動

代表者名：東屋 日出男
会員数：92名 賛助会員数：17名
その他協力会員：約30名
発足年月日：昭和56年5月17日
グループの目的：○親睦・交流 ◎わかちあい
活動

連絡先

○啓発活動

代表者名：楠田 晴之
会員数：205名
発足年月日：昭和58年
グループの目的：○親睦・交流
○相談

グループの沿革

グループの沿革

治療法の早期確立

グループの活動地域
京都、滋賀、周辺地域
グループ会費
入会金：なし
含む）

年会費：4,000円（本部年会費

グループの活動内容
●例会：年2回。役員会 2 ヶ月に1回
●電話相談：適宜
●会報：｢人がある｣ 年2回
●ホームページによる広報：本部ホームページ
にて広報
グループの活動場所
京都市内各地

なし
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1981年5月17日に準備期間を経て結成。稀少
難病者・児と家族の会として活動し四半世紀を
超えました。現在会員の疾病数は22症で、数少
ない難病で悩んでいる患者・家族が励ましあう
ことにより会活動を継続している。
グループの共有するテーマ
稀少難病患者・児と家族の会であるため会員お
互いの病気を知ることから始まります。そして
交流をはかることにより励まし合い・勇気付
け・情報交流が生まれます。数少ない同病者は
いるものの病気が異なる会員の集合体であるた
め、会員お互いの理解が不可欠です。会活動の運
営は困難でも共有出来る項目についての強い絆
が出来ることをめざしています。
グループの活動地域
グループ会費
入会金：500円 正会員：3,000円
1口1,000円から
グループの活動内容

賛助会員：

●例会：不定期で月に1回位
●電話相談：難連などの紹介により随時対応
●会報：年2回発行
●その他活動：食事交流会・会員への誕生カードの
送付・会員訪問・しゃべる会・難連行事に参加

グループの活動場所
グループの制限
プライバシーの厳守

○わかちあい

○学習

○その他：機能訓練

機会

○相談活動

〒606-0056 京都市左京区上高野市川町2-6
TEL 075-791-0987 FAX 075-791-0987

○情報交換

○わかちあい

○学習

○専門機関とのネットワーク

連絡先
〒573-0171 大阪府枚方市北山1-18-7
TEL 090-3864-3941
E-mail：nakamanokai@kcat.zaq.ne.jp
URL：http://www.kcat.zaq.ne.jp/nakama/

グループの沿革

グループの沿革

昭和58年、宇多野病院の患者を中心に神経内科
医のアドバイスを受け設立。全国組織に加入。中
央組織と共に疾病の原因究明と医療費の補助を
求めて署名活動や国会への請願活動の実施。又
京都独自の活動として病気への学習、リハビリ、
患者同士の情報交換、患者間の親睦活動、患者間
懇談。

パニック障害患者が支え合える場を提供するた
め発足

グループの共有するテーマ

グループの共有するテーマ
パーキンソン病の人、パーキンソン病家族の方

パニック障害患者の支え合い
グループの活動地域

グループの活動地域
京都、大阪

京都府内一円

グループ会費

グループ会費
入会金：1,000円

年会費：4,000円

入会金：1,000円

●会報：年4回発行
●その他活動：総会（毎年4月）と医療講演会、
バスツアー（会員懇親11月）、役員会（月1回）、
食事と交流（6月）、カラオケと懇親（1月）、医療
講演と医療相談・患者懇談（市委託7月）、リハ
ビリ講習と相談・患者懇談（市委託10月）、必要
な時にはマスコミへの掲載

●例会：年3回
●会報：年3回

グループの活動場所

グループの活動場所
人・まち交流館、他
グループの制限
パーキンソン病の人及びパーキンソン症候群の
人

年会費：2,000円

グループの活動内容

グループの活動内容

京都府近辺

京都市及び周辺
グループの制限

○啓発活動

代表者名：早野 強
会員数：120名
発足年月日：平成8年4月
グループの目的：◎親睦・交流

連絡先

連絡先
〒602-8143 京都市上京区堀川通丸太町南入
京都難病団体連絡協議会内
TEL 090-1592-2580 事務局 吉田
E-mail：kwarabijp@yahoo.co.jp

グループの共有するテーマ

○相談活動

○現行法への改善要求

〒606-0027 京 都 市 左 京 区 岩 倉 中 在 地 町
30-6 南 正章 様方
TEL 075-721-5123 FAX 075-721-5123
E-mail：m-minami@nifty.com

発足当時、京都では友の会が休止中だったので、
大阪府支部員で京都在住者が「京都」も作ろうと
いうことで発足した。また、ベーチェット病の正
しい理解（当時は伝染病と思われていた）、患者・
家族に対してあらゆる情報の提供、患者･家族の
親睦を目指している。

機会

パニック障害患者の会
「なかまの会」

京阪神地区
グループの制限
パニック障害、社交不安障害、患者のみ
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ひこばえ
代表者名：名越 道弘
会員数：27名 賛助会員数：4名
発足年月日：平成7年1月15日
グループの目的：○親睦・交流 ○わかちあい

京都喉友会

○情報

交換

代表者名：森田 恭司
会員数：234名
発足年月日：昭和30年12月
グループの目的：○親睦・交流

○情報交換

（社）
日本オストミー協会
京都府支部

頚髄症を学びあう会

○その他：

咽頭摘出者の発生指導訓練

代表者名：竹内 三紀子
会員数：29名
発足年月日：平成17年10月22日
グループの目的：○親睦・交流 ○わかちあい
機会

○相談活動

○情報交換

○啓発活動

○学習

○専門機関との

代表者名：田桐 敬三
会員数：240名 賛助会員数：1名
発足年月日：昭和46年
グループの目的：○親睦・交流 ○学習機会
動

○情報交換

○啓発活動

○相談活

○現行法への改善要求

ネットワーク

連絡先
〒616-8313 京都市右京区嵯峨野開町14
TEL 075-872-3332 FAX 075-872-3332
E-mail：nagoshi14@cup.ocn.ne.jp

連絡先
〒604-8822 京都市中京区壬生辻町18-7
谷口 健三 様方
TEL 075-801-7264 FAX 075-801-7264

グループの沿革

グループの沿革

同じ時期同じ病院に入院していたリハビリ仲間
と始めた情報誌を発行することから出発した集
まりです。その後、人数が増え、いろいろな活動
をするようになり、年数もたって世間から「脳卒
中者の会」と認識されるようになり、今は「患者
の会」の本やインターネットに登場するように
なりました。

昭和30年12月京都第一赤十字病院で喉頭摘出
者のための食道発声教室を開催（会員は喉頭機
能障害者で組織）。平成17年に創立50周年を迎
え現在に至る。

グループの共有するテーマ
脳卒中の後遺症を持つ人
グループの活動地域

グループの共有するテーマ
発声指導訓練をとおし、社会参加の促進と会員
相互の親睦を図る

賛助会員：2,000円

●例会：毎月第2土曜日 1:30 ～ 3:30
●会報：「ひこばえ」発行 年2回 4月・10月
（B5判16頁）
●その他活動：1月 総会・新年会、4月 お
花見の会、7月 ビールパーティ、秋 日帰り
バス旅行、時に食事会など。
グループの活動場所
京都市

グループの沿革
昭和46年2月に人工肛門、人工膀胱の身となり、
人にも話せず苦しみ悩んでいる人々に対して、
自分の歩んだ体験を生かして社会復帰の手助け
のために会を作った。

グループの共有するテーマ
頚髄症および脳性麻痺の二次障害

グループの活動地域

会則が3つあります。1.この会で知ったお互い
のプライバシーは大切に守り合います。2.この
会は助け助けられる会です。3.この会を政治や
宗教やセールスには一切利用しません。

グループの共有するテーマ
社会復帰

京都府近辺

年会費：600円（中途月割り）
グループの活動内容

グループ会費
入会金：5,000円
上免除）

年会費：5,000円（80歳以

●例会：月1回
●電話相談：なし（メールにより随時受付）
●会報：メールで送信
●ホームページによる広報：あり
●その他活動：懇親会・合宿・講演会など

グループの活動場所
グループの活動内容
●例会：京都・福知山・舞鶴教室、福知山分室
の日時・場所等はお問い合わせください。
●会報：年1回

グループの活動地域
京都府全域

グループ会費
入会金：なし

例会：京都市障害者スポーツセンター
グループの制限
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グループの沿革
自らの頚椎手術を契機に、脳性麻痺者の二次障
害につながる頚髄症への認識不足を実感し、早
期治療の促進を目指して会を発足。勉強会や
ホームページを通して正しい情報の発信に努め
ている。

主な京都を含む2府5県に会員在住

グループ会費

グループの活動内容

連絡先
〒615-8026 京都市西京区桂市ノ前町11-6
TEL 075-381-4365 FAX 075-381-4365
E-mail：kyo-ost@mbox.kyoto-inet.or.jp
URL：http://web.kyoto-inet.or.jp/people/
kyo-ost/

グループの活動地域

京都府及び周辺の府県

正会員：2,000円

連絡先
〒603-8434 京都市北区紫竹東栗栖町20-5
竹内様方 頚髄症を学びあう会事務局
TEL 075-491-5653 FAX 075-491-5653
E-mail：kei_manabi_info＠yahoo.co.jp
URL：http://www.geocities.jp/kei_
manabi/index.html

京都市福祉ボランティアセンター（ひと・まち
交流館京都3F）
グループの制限
なし

グループ会費
入会金：1,000円

年会費：3,500円

グループの活動内容
●例会：月1回 第2日曜日 13:00 ～ 15:00
／ 6月に講習会 年3回 京都府下 相談会
●電話相談：特に定めなし
●会報：年6回
●ホームページによる広報：あり
●その他活動：年2回 旅行、新年会の交流会

グループの活動場所
増田医科器機内

京都府支部事務局

グループの制限
オストメイト及びその家族、医療関係者
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京都ダウン症児を育てる親の会
トライアングル

代表者名：宮﨑 明夫
会員数：756名 賛助会員数：26名
その他協力会員2会員25名
発足年月日：昭和29年3月
グループの目的：○親睦・交流 ○学習機会

代表者名：木村 純子
会員数：210名 賛助会員数：260名
発足年月日：昭和60年11月

高次脳機能障害 当事者の会
チルドレン

（社）京都手をつなぐ育成会

動

◎情報交換

◎啓発活動

◎相談活

○専門機関とのネットワーク

代表者名：上田 裕次
会員数：9名
その他協力会員：4名
発足年月日：平成21年8月
グループの目的：○親睦・交流
活動

ONLY ONEの会
―高機能自閉症・アスペルガー症候群及び周辺の発達障害 京都親の会―

代表者名：中川 徳子
会員数：250名
発足年月日：平成15年5月
グループの目的：○親睦・交流
○わかちあい

○相談

機会

○相談活動

ネットワーク

◎その他：社会参加

○情報交換

○わかちあい

○啓発活動

○学習

○専門機関との

○その他：行政への働きかけ

○現行法への改善要求

連絡先

連絡先

〒616-8155 京都市右京区太秦袴田町9-36
TEL 075-881-4922
URL：http://web.kyoto-inet.or.jp/people/
angle-3

〒602-0067 京都市上京区竹屋町猪熊東入仲
之町519 京都社会福祉会館1F
TEL 075-812-1700 FAX 075-812-1701
E-mail：jimu@kyotoikuseikai.or.jp
URL：http://www.kyotoikuseikai.or.jp/

連絡先

グループの沿革

グループの沿革
専門家が頼りにならない（病院の医師はダウン
症のことを知らない）。だから親がやりましょう。

知的ハンディキャップがあるために、自ら訴え
ることが困難な障害児・者とともに社会に訴え、
福祉の向上に努力するため、昭和29年3月に「親
の会」として結成されました。
グループの共有するテーマ

グループの共有するテーマ

知的障害のある人が、地域で安心・安全に暮ら
せる社会の実現。

ダウン症（染色体異常）

グループの活動地域

正会員：4,200円

賛助会員：

●例会：週1回 事務局員が集まる
会
●電話相談：あり 各世話人が担当
●会報：2 ヶ月に1回
●ホームページによる広報：あり

グループの活動場所
京都市内

グループの制限
なし
38

年1回総

グループの沿革
京都市児童福祉センターでの保護者学習会を
きっかけに発足。

グループの共有するテーマ

入会金：なし 正会員：12,000円
１口1,000円

賛助会員：

●例会：理事会・支部長会 毎月1回開催
●会報：月間「育成ニュース」、機関紙「いくせい」、
機関紙「手をつなぐ」講読推進
●ホームページによる広報：あり
●その他活動：啓発・調査活動、相談活動、24
時間無料電話相談、専門相談事業、相談員研修

グループ会費

グループの活動地域
京都府近郊
グループ会費
入会金：なし

年会費：2,400円
グループの活動内容

参加費：500円
グループの活動内容
●例会：1 ヶ月に1回 第2日曜日 13:00 ～
17:00（ボランティア報告、スポーツか料理で
の協同作業）
●その他活動：ボランティア 1 ヶ月に1回
その月の例会で日を決める。

グループの活動場所

グループの活動場所

事務局・ひかり学園・竹屋町・山科・伏見・西
大路各工房・“七”

主には京都市南区だが、ボランティアで福知山
の「里ボラ」に参加予定

グループの制限

グループの制限

知的障害のある人とその家族

グループの共有するテーマ
お母さんが心身ともに元気でないと、子どもに
良い支援はできない。お母さんが元気になるた
めに定例会を活用しましょう。

京都市及び福知山

グループの活動内容

グループの活動内容

グループの沿革
見掛けではわからない高次脳機能障害を持った
若者達が、職場での悩みを話し合ったり、社会に
でたいけど自信がなく、ひきこもりがちになっ
ている若者には、仲間とボランティアする事で、
社会参加のきっかけになればとこの会を作りま
した。

グループの活動地域
グループ会費

グループ会費

連絡先
〒612-8006 京都市伏見区桃山町大島38-228A-202 中川様方
TEL
FAX 075-603-2652
E-mail：info@only1-kyoto.net
URL：http://www.only1-kyoto.net/

高次脳機能障害のある人

京都市内

入会金：なし
1,600円

〒601-8107 京都市南区上鳥羽南唐戸町5
島村ビル301
TEL 075-672-6005 FAX 075-682-3595

病気や頭部外傷によって中途障害になった若者

●例会：月1回 第1木曜日（原則として）、2
～ 3カ月に1度日曜定例会
●会報：隔月
●ホームページによる広報：あり
●その他活動：年1回 公開講座
●備考：明るく元気になれる定例会は見学ＯＫ
です。お気軽にお越し下さい。
グループの活動場所
中京青少年活動センター
グループの制限
高機能自閉症・アスペルガー症候群の子を持つ
親であること
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京都ADHD親の会
クローバー
代表者名：木村 厚美
会員数：20名 賛助会員数：2名
発足年月日：平成13年11月
グループの目的：○親睦・交流 ○学習機会
換

○啓発活動

京都LD等発達障害親の会
たんぽぽ

○情報交

○専門機関とのネットワーク

代表者名：茶木 敬子
会員数：40名 賛助会員数：8名
発足年月日：平成2年6月
グループの目的：○親睦・交流 ○わかちあい
機会

○情報交換

○啓発活動

○学習

○専門機関とのネットワーク

京都府自閉症協会
代表者名：清水 潔
会員数：（一般）417名 （専門部）15名 賛
助会員数：（個人）303名 （団体）19団体
発足年月日：昭和44年11月
グループの目的：○親睦・交流 ○わかちあい ○学習機

スマイルくらぶ
代表者名：大ヶ谷 紀子
会員数：20名
発足年月日：平成14年4月1日
グループの目的：◎親睦・交流 ○わかちあい
機会

○相談活動

○学習

○情報交換

会 ○相談活動 ○情報交換 ○啓発活動 ○専門機関とのネッ

○その他：行政、
関係機関訪問、
要望活動

トワーク ○現行法への改善要求 ○その他：本人活動、
研修

連絡先
E-mail：kyoto-clover@drive.ocn.ne.jp
URL：http://www14.ocn.ne.jp/~k.clover/

グループの沿革
NPO法人えじそんくらぶの京都の会として発
足。

グループの共有するテーマ
ADHDの正しい理解を地域社会に広めていく。

グループの活動地域
京都府内

連絡先
〒610-1199 京都市洛西郵便局私書箱4号
E-mail：kyotold-oyanokai@hotmail.co.jp
URL：http://www007.upp.so-net.ne.jp/kyotoLDoyanokai/
グループの沿革

LDやADHD・アスペルガー症候群・高機能自閉症
などの発達障害のある子どもや青年の保護者が子ど
もたちに今必要なことは何なのかを学び求め、より
充実した社会生活を目指し活動している。

グループの共有するテーマ
発達障害児・者に対する理解・支援と一般啓発

連絡先

連絡先

〒602-8143 京都市上京区堀川通丸太町下る
中之町519 京都社会福祉会館2F
TEL 075-813-5156 FAX 075-813-5157
E-mail：as-kyoto@ymail.plala.or.jp
URL：http://www3.plala.or.jp/as-kyoto/

〒600-8166 京都市下京区花屋町通室町西入
乾町292 京都市下京総合福祉センター 3階
TEL 075-361-1881 FAX 075-361-1663

グループの沿革

昭和44年「京都自閉症児を守る会」として発足した
が、全国協議会の社団法人化に伴い、平成元年に社団
法人日本自閉症協会京都府支部として活動を続けて
きたが、平成20年の協会の組織改革に伴い、
「京都
府自閉症協会」
として活動を行っている。

グループの共有するテーマ

グループの活動地域

自閉症についての研究調査、療育、教育、医療、福
祉、就労などの充実

京都府近辺
グループ会費

グループ会費
入会金：500円 年会費：1,000円（ただし、え
じそんくらぶにも入会が条件）

グループの活動内容
●例会：不定期（2 ヶ月に1回の予定） 10:30
～ 13:00
●会報：年5回程度
●ホームページによる広報：あり
●その他活動：学習会

グループの活動場所
中京青少年活動センター（ウィングス京都3F）
グループの制限
ADHD児・者及びその家族、本会の趣旨に賛同
していただける方
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入会金：なし
2,000円

正会員：6,500円

賛助会員：

グループの活動地域
京都府
グループ会費

グループの活動内容

●例会：おしゃべり会・会報発送 各2 ヶ月に１回、
勉強会 年3回、レクリエーション 年2 ～ 3回
●会報：年6回
●ホームページによる広報：あり
●その他活動：全国LD親の会活動、行政・関係機関
懇談会・要望活動、講師派遣、発達障害の他の親の会
との連携など
●備考：発達障害のある小学生から成人まで保護者
が活動しています。当事者の加入も可能です。会員一
人ひとりが知恵と力を出し合って、自主的に活動す
ることを基本として運営しています。企画・運営を
すべての会員が行っています。

グループの活動場所
主に中京青少年活動センター
グループの制限
正会員：発達障害児・者保護者 賛助会員：会
の活動に賛同していただける保護者以外の方

入会金：3,000円（正会員） 正会員：12,000
円 賛助会員：10,000円（団体） 3,000円（個
人）
グループの活動内容

●例会：部毎に行っている。
●電話相談：随時
●会報：年3回 本部年6回 研究誌1回
●ホームページによる広報：あり
●その他活動：研修会・セミナー、相談交流会、年齢
別のレクリエーション、クリスマスの集い、親の交流
会・学習会、きょうだいの会、父親の活動、行政との
連携・要望、関連団体との交流連携

グループの活動場所
支部事務所他
グループの制限
正会員：自閉症の家族、本人、専門家
賛助会員：正会員に該当しないが趣旨に賛同さ
れる方

グループの沿革
平成13年に下京区保健所の呼びかけにより、区
内の障害児の親が集まり、自ら交流を図る会を
発足した。

グループの共有するテーマ
発達に不安を持つ親や障害児を持つ親同士がお
互いに支え合い親睦交流を図る。
グループの活動地域
京都市下京区
グループ会費
年会費：2,400円

グループの活動内容
●例会：交流会 親子イベントのない月に開催
平日午前10:00 ～ 12:00
●会報：毎月発行
●その他活動：親子イベント 1学期に1 ～ 2
回 土・日・祝日に開催、食事会 年2 ～ 3回

グループの活動場所
交流会：崇仁保育所
グループの制限
障害を持つ子どもと親及び発達に不安を持つ子
供及びその保護者
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Kyoto Adys Social Club
（発達障害の大人の当事者の会）
代表者名：大久保 亜紀
発足年月日：平成20年2月
グループの目的：◎親睦・交流
機会

○相談活動

○情報交換

○わかちあい

○啓発活動

○学習

○現行法への改

（NPO）こせい舎
代表者名：中野 久美
会員数：18名
発足年月日：平成21年7月1日
グループの目的：○学習機会 ○相談活動
○啓発活動

善要求

オアシス
（セルフヘルプグループ）

えぶりわん

○情報交換

○専門機関とのネットワーク

代表者名：松井 秀彦
会員数：10名
発足年月日：平成9年3月
グループの目的：○親睦・交流

○わかちあい

○情報

交換

代表者名：（世話人）平井 洋
会員数：10名
発足年月日：平成12年4月
グループの目的：○親睦・交流

○わかちあい

○情報

交換

連絡先

連絡先

連絡先

連絡先

〒606-8107 京都市左京区高野東開町1-7
高野第二住宅7-602
TEL 090-5243-1118 FAX 075-791 -2433
E-mail：ak111friend@docomo.ne.jp

〒611-0001 宇治市六地蔵奈良町23-1-517
TEL 0774-32-7261 FAX 0774-32-7263
E-mail：nakko@fa2.so-net.ne.jp
URL：http://kosodate93.blog13.fc2.com

〒606-8104 京都市左京区高野竹屋町50-1
パレス洛北B棟208
TEL 075-723-4264

〒603-8173 京都市北区小山下初音町14-4
YouYou館
TEL 075-495-6085 FAX 075-495-6095

グループの沿革

グループの沿革

京都に、大人の発達障害当事者ならではの視点
で自分達の困り事を話し合う場を作りました。

2008年に発達障害児・者 親の会ジグソー
を発足。当事者への支援活動を拡大するために
NPO法人化に向けて設立。

グループの活動地域
京都府

グループの活動地域

正会員：1回300円～ 600円

グループ会費
グループ会費

入会金：1,000円
会員の場合

年会費：6,000円

入会金：なし

グループの活動内容

●例会：偶数月の第1土曜日か日曜日の定例会
など

●例会：月1回
●電話相談：現在、電話相談は受け付けていま
せんが、会長が相談にのることは可能です。
●会報：現在は作成していません。
●ホームページによる広報：あり

グループの活動場所

グループの制限
発達障害当事者（その自覚のある方）と介助者

年会費：なし（参加費1回300円）

※利用

グループの活動内容

ひと・まち交流館京都

グループの活動地域
京都市内

主に宇治市
グループ会費

グループの共有するテーマ
精神障がいを体験した人なら誰でも参加できる
オープンな集い

発達障害児とその親への支援

グループの活動地域
京都府
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グループの共有するテーマ
精神障害

グループの共有するテーマ

グループの共有するテーマ
発達障害の診断を受けている人、もしくはその
傾向を自覚している人。

グループの沿革
平 成12年4月、YouYou館 で セ ル フ ヘ ル プ グ
ループとして発足する。毎月1回開催し、10年
になる。

グループの活動場所

グループの活動内容
●例会：月1回 第1木曜
●備考：ピザを食べながら雑談する

グループの活動場所
現代医学研究所

グループ会費
入会金：なし

年会費：なし

グループの活動内容
●例会：月1回

第3木曜日

15:20 ～ 16:30

グループの活動場所
YouYou館3F（作業所）

宇治市内
グループの制限
正会員は有資格者、利用会員・賛助会員は希望
者

グループの制限
精神科当事者

グループの制限
精神障がいを体験した人なら誰でも参加できる
オープンな集い
43

宇治おうばく病院家族会
｢ひまわりの会｣

京都ユーザーネットワーク
代表者名：坂根 輝貴
会員数：12名 賛助会員数：15名
協力者2名（連絡と会計監査）
発足年月日：平成13年1月
グループの目的：○親睦・交流 ○わかちあい
機会

○相談活動

○情報交換

○啓発活動

代表者名：樋口 正雄
会員数：35名 賛助会員数：15名
発足年月日：平成13年4月
グループの目的：○親睦・交流 ○わかちあい
○学習

機会

○情報交換

○啓発活動

京都精神保健福祉推進
家族会連合会

○学習

○現行法への改善要求

代表者名：野地 芳雄
会員数：420名
発足年月日：昭和36年
グループの目的：○親睦・交流
機会

○専門機関との

○相談活動

ネットワーク

○情報交換

○わかちあい

○啓発活動

○現行法への改善要求

子どもの強迫（OCD）友の会

○学習

○専門機関との

代表者名：今吉 扶美
会員数：約100名
発足年月日：平成13年4月
グループの目的：○親睦・交流
機会

○相談活動

○情報交換

○わかちあい

○学習

○啓発活動

○その他：当事者支援

ネットワーク

連絡先
〒603-8173 京都市北区小山下初音町14-4
YouYou館気付
TEL 075-495-6085 FAX 075-495-6095

連絡先
〒611-0011 宇治市五ヶ庄三番割32-1
治おうばく病院内
TEL 0774-32-8111

宇

グループの沿革

グループの沿革

有志で講演会をしたら、150人くらいが参加さ
れ、あわててこんなにも情報を求めている人た
ちに何かしなければと有志（当事者）が始めた。

平成9年から病院内での ｢家族教室｣（精神障害
の理解講座)を通し、熱心に参加される家族が自
主的に集まるようになり、発足する。

グループの共有するテーマ
生きる。精神障害者の情報交換。仲間づくり。安
心して暮らせる地域社会の実現。

グループの共有するテーマ
精神疾患・障害のある方

連絡先

連絡先

〒616-8042 京都市右京区花園伊町27
TEL 075-464-3378 FAX 075-464-3381
URL：http://www10.ocn.ne.jp/~kyokaren/

E-mail：ocd-fr-olive@u01.gate01.com
URL：http://homepage3.nifty.com/reno/

グループの沿革
全国で初めてつくられた地域家族会

グループの共有するテーマ
「みんなで歩けば道になる」

グループの沿革
幼少期に発症した子どもをもつ代表者が、情報
の少ない ｢子どもの強迫（OCD）｣ についてわか
ちあえる会の必要性を感じ発足。

グループの共有するテーマ
強迫性障害などによる強迫症状がある30代く
らいまでの子ども：当事者および家族や支援者

グループの活動地域
京都市、宇治市、八幡市など。特定はしていない。
グループ会費
年会費：2,000円

グループの活動地域

京都府・大阪府

賛助会員：3,000円

グループの活動内容
●例会：月1回 第4木曜日 14:00 ～ 16:00
●会報：不定期
●その他活動：全員がそれぞれで関係がある人
たちとのほんとうにゆるやかなネットワーク
●備考：会員はそれぞれ異なった生き方をして
いる。年齢、環境、症状などで、始めた人の中でも
意見が違いつらさも実感で共有できない。これ
は良い成果だと思っています。百人百様あたり
まえ、それを尊重しあうことで何とかつながり
あって生きるのです。
グループの活動場所
現代医学研究所（三条京阪北 田中ビル2F）

グループ会費
年会費：半期2,000円
円

通信会員：半期1,000

グループの活動内容
●例会：月1回 第4土曜日 13:45 ～ 15:45
●会報：毎月お知らせは発送

グループの活動場所
宇治おうばく病院内

グループ会費
年会費：2,000円の他

分担金

グループの制限

グループの制限
基本は統合失調症を持つ家族とする（厳密性は
低い）

グループ会費
入会金なし

交流会参加ごとに200 ～ 300円

グループの活動内容

グループの活動内容

●例会：あり
●電話相談：あり
●会報：あり
●ホームページによる広報：あり
●その他活動：当事者支援コーラス、当事者講
師の依頼

●例会：平日（京都市内）、土曜日（大阪市内）
月1回ずつ
● 電 話 相 談： 月2回 第2水 曜・ 第4火 曜
10:00 ～ 15:00
●会報：不定期 年2回
●ホームページによる広報：あり
●その他活動：年1回 親睦交流会

C棟3階第3会議室

個人会員：精神科入・通院体験のある方
賛助会員：精神科入・通院体験者以外の個人お
よび団体
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グループの活動地域

山城北圏域

グループの活動場所
事務局（京都市右京区花園伊町27）

グループの活動場所
ひと・まち交流館京都（京都市下京区）、大阪市
北区民センター
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京都府断酒平安会
代表者名：岩瀬 勝彦
会員数：239名
準会員132名
発足年月日：昭和48年5月
グループの目的：○親睦・交流
機会

○相談活動

○情報交換

代表者名：花井 拓夫
発足年月日：平成3年5月
グループの目的：○わかちあい
動
○わかちあい

○啓発活動

Narcotics Anonymous

（NPO）京都マック

○啓発活動

（ナルコティックス・アノニマス）
＝

NA京都グループ（関西エリア）
○学習機会

○相談活

○専門機関とのネットワーク

○学習

○専門機関との

会員数：約30名（京都地区） 約100名（関西）
約1000名（全国）
発足年月日：平成2年
グループの目的：○親睦・交流 ○わかちあい ○学習
機会

○相談活動

ギャンブラーズ アノニマス（ＧＡ）
京都グループ
発足年月日：約10年前
グループの目的：○わかちあい

○その他：薬物依存症からの回復

ネットワーク

連絡先

連絡先

連絡先

〒601-8436 京都市南区西九条西柳ノ内町
46-2
TEL 075-672-5786 FAX 075-672-5786
E-mail：k.iwase@kpe.biglobe.ne.jp

〒603-8378 京都市北区衣笠御所の内町4
TEL 075-465-3634 FAX 075-465-3634
E-mail：K-mac3634@lato.eonet.ne.jp
URL：http://jcca.client.jp/kyouto_m.htm

〒530-8693 大阪中央郵便局 私書箱409号
NA関西エリア
TEL 080-5703-4121
E-mail：na-kansai@ezweb.ne.jp

グループの沿革

グループの沿革

昭和48年4人の酒害者が病院の支援を得て発足
昭和49年全日本断酒連盟に加盟

京都マックではアルコール・薬物・ギャンブル
依存症からの回復のプログラムをしている。

12ステップと12の伝統を使った薬物依存症者
の自助グループ。1953年にアメリカではじ
まって以来世界中に広がりをもつ。

グループの共有するテーマ

グループの共有するテーマ

断酒継続 酒害活動
自殺防止活動、飲酒運転撲滅活動

依存症からの回復

グループの活動地域
近畿

グループの活動内容
月

●例会：ミーティング
●電話相談：あり
●会報：月1回

● 例 会： 日・ 月・ 火・ 水・ 金・ 土 多 く が
19:00 ～ 20:00
●備考：関西エリア 毎日19:00 ～ 携帯サ
イ ト あ る い はE-mailで 確 認 を http://katy.
jp/na-kansai/index.html

グループの活動場所
京都こころの健康増進センター、西陣カトリッ
ク教会、バプテスト京都教会等

興正会館（堀川七条）
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グループの共有するテーマ
ギャンブル依存症

グループの活動地域
京都市内

年会費：なし
グループの活動内容

グループの活動場所

酒を止めたいとの意思表示があればよい

グループの沿革
ギャンブルをコントロールすることができなく
なった。わかちあいをすることによって止まる
ので、会が出来た。

グループ会費

グループの活動内容

グループの制限

グループの活動地域

入会金：なし

年会費：24,000円

本部例会

薬物を止めたいという願望とその回復

世界50か国以上

グループ会費

●例会：毎日4 ～ 5会場で開催
2回 第1・3水曜日
●電話相談：毎日
●会報：年2回

グループの共有するテーマ

グループの活動地域

京都府内
全日本断酒連盟行事には全国的に活動

入会金：1,000円

グループの沿革

グループの活動場所
京都マック内（衣笠教会内）

グループの制限
薬物依存症者本人のみ

グループの活動内容
●例会：毎週金曜日 19:00 ～ 20:30
●その他活動：第2金曜日 家族会もあり

グループの活動場所
ひと・まち交流館 京都
（京都市下京区梅湊町83-1）
グループの制限
オープンミーティングのため基本的に誰でも参
加可能
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（NPO）京都DARC
代表者名：塚本 誠一
会員数：10名 賛助会員数：400名
発足年月日：平成18年2月
グループの目的：○わかちあい ○学習機会
動

○専門機関とのネットワーク

親子支援ネットワーク
｢あんだんて｣

パパラギの会
代表者名：川岸 千鶴子
発足年月日：平成18年
グループの目的：○相談活動

○情報交換

○相談活

○現行法への改善要求

機会

連絡先
〒612-0029 京都市伏見区深草西浦町6-1-2
サンリッチ西浦1F
TEL 075-645-7105 FAX 075-645-7105
URL：http://www.yo.rim.or.jp/~kyodarc/

代表者名：福本 早穂
会員数：100名
発足年月日：平成15年4月1日
グループの目的：○親睦・交流 ○わかちあい
○相談活動

○情報交換

○学習

○専門機関とのネットワーク

グループの共有するテーマ

グループの共有するテーマ
摂食障害者をどう援助出来るか

不登校を経験した子どもを持つ9人の母親によ
るボランティアグループ。情報誌「プロン・トン・
トン」「同2号」、進路ガイドブックなど発行。相
談会では「ここはいつも温かい」と言われている。

グループの活動地域
グループ会費

グループ会費
入会金：5,000円

年会費：12,000円

京都、滋賀、大阪、奈良、兵庫
グループ会費

年会費：6,000円
入会金：なし
グループの活動内容

グループの活動内容
●例会：毎月第3土曜日
●電話相談：月～土
●ホームページによる広報：あり

グループの活動場所

●例会：あり
●会報：あり

グループの活動場所

正会員3,800円～
グループの活動内容

●例会：第2水曜・第4金曜 親の会「ゆうスペー
ス」 第3水曜「こなやみカフェ」
●会報：年6回通信発行 情報誌・シンポジウ
ム報告集・講演記録集発行
●その他活動：年3回不登校相談会、年2回進路
相談会、年1回記念イベント開催
●備考：水・金 10:30 ～ 16:00 開所
グループの活動場所

京都教育文化センター

京都市内

連絡先住所地
グループの制限

グループの制限
なし
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摂食障害援助者

○情報交

○専門機関とのネットワーク

連絡先

「子育ての悩みをわかちあう」をテーマに、小さ
い子どもから社会人まで悩みをもつ親の相談、
わかちあい、情報提供をする。

関西

○啓発活動

〒605-0028 京都市東山区三条通大橋東6丁
目分木町74-3 東山三条ライフステーション
TEL 075-752-0289 FAX 075-752-0289
E-mail：kyotoisis@yahoo.co.jp
URL：http://www.kyoto-orange.org/

グループの共有するテーマ

グループの活動地域

換

連絡先

グループの沿革

薬物依存症からの回復

代表者名：稲垣 緑
会員数：約40名 賛助会員数：約30名
発足年月日：平成15年7月
グループの目的：○親睦・交流 ○相談活動

〒607-8081 京都市山科区竹鼻外田町14-3
エクセル竹鼻101
TEL 075-595-8255 FAX 075-595-8255
E-mail：oyakonet-andante2003@kyoto.email.ne.jp
URL：http://www.ne.jp/asahi/oyako-net/andante/

連絡先
〒606-8304 京都市左京区吉田下阿達町15
TEL 075-771-0388 FAX 075-771-0388
E-mail：akusyu216＠kyp.biglobe.ne.jp

（NPO）
京都オレンジの会

グループの沿革
平成4年に ｢ひきこもりの若者｣ を支援する事業
として発起。平成12年に京都市の通所型共同作
業所認可。平成15年NPO法人化。情報センター
ISIS（イシス）の立ち上げにより自立支援と社
会進出の両方を応援できるようになる。
グループの共有するテーマ
「友よ！未来を共に生きよう」
グループの活動地域
京都市東山区拠点。大阪（枚方）、神戸、名古屋
グループ会費
入会金：3,000円 正会員：5,000円
員：月5,000円～ 10,000円

賛助会

グループの活動内容
●例会：活動休み（水・土・日）例外あり
●電話相談：当事者は可能（10:00 ～ 16:00
水曜以外）
●会報：月1回
●ホームページによる広報：あり
●その他活動：面談 予約により受付 5000円
就労支援活動 １．パソコン指導 ２．事務・経
理指導 ３．喫茶Madrid Cafe（マドリッドカ
フェ）で昼・夜の仕事体験等、その他仕事体験
グループの活動場所
京都市東山区 ①交流広場ライフアート共同作
業所 ②東山三条ライフステーション

グループの制限

グループの制限

不登校、ひきこもりなど、子どもや若者の子育て
に悩む親、その支援者、支援希望者、学生

ひきこもりの当事者、家族中心（20 ～ 40才く
らいまで）
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京都・学校に行かない子と親の会
代表者名：恩田 良昭
会員数：50家族
発足年月日：昭和62年7月11日
グループの目的：○親睦・交流 ○学習機会
動

○情報交換

○相談活

○啓発活動

（NPO）恒河沙母親の会
代表者名：福島 美枝子
会員数：20名 賛助会員数：20名
ボランティア等10名
発足年月日：平成11年（法人設立は平成17年）
グループの目的：○親睦・交流 ○わかちあい ○学習
機会

○相談活動

○情報交換

登校拒否・不登校を考える
京都連絡会

登校拒否の子どもと育つ父母の会
代表者名：窪田
会員数：例会10名前後（会員制をとっていない）
発足年月日：平成3年3月23日
グループの目的：○学習機会 ○相談活動 ○情報交換
○専門機関とのネットワーク

代表者名：窪島 務
会員数：約35名
発足年月日：平成10年9月
グループの目的：○親睦・交流
換

○啓発活動

○学習機会

○情報交

○専門機関とのネットワーク

○専門機関とのネットワーク

連絡先

連絡先

〒604-8375 京都市中京区西ノ京池ノ内町
26-43
TEL 075-841-8810 FAX 075-841-8810
E-mail：onsama55@hotmail.com
URL：http://ond.at.infoseek.co.jp/index.htm

〒602-8288 京都市上京区中立売通千本東入
田丸町379-3
TEL 075-414-4192 FAX 075-414-4192
E-mail：gougasya@gmail.com
URL：http://gougasya.hp.infoseek.co.jp

連絡先

連絡先

〒611-0033 宇治市大久保町上ノ山29-1
宇治久世教育会館内
TEL 0774-44-6191

〒602-0000 京都市上京区元誓願寺通元軒町
西入 古河 一秀 様方
TEL 075-461-3120 FAX 075-461-3120
E-mail：pdf00611@nifty.com

グループの沿革

グループの沿革

グループの沿革

グループの沿革

昭和62.6.7奥地圭子講演会に来られた方の中
から発足。当時関西にまともな会がなかった。

平成11年 不登校生徒の居場所から始まり、ひ
きこもりなど心の問題を抱える人とその家族へ
の支援活動を始めた。

当初 毎週（土）のペースで開いていたが、現在
は月2回のペースで例会を開き、現在541回を
数えている。

1998年8月京都で開かれた ｢第3回登校拒否・
不登校全国のつどい｣をきっかけに、府下にある
親の会や相談所、研究者があつまり、情報交換や
交流を深める。

グループの共有するテーマ
不登校をまともに位置づける。病気ではないこ
と、社会や学校社会が不登校を生み出す。

グループの共有するテーマ
心の問題を抱える人とその家族

グループの活動地域
京都中心

関西

グループの活動地域

年会費：1,500円

グループの活動内容
●例会：月1回 第2日曜日
●電話相談：あれば話をする
●会報：不定期年数回

グループの活動場所
中京青少年活動センターの施設を利用すること
多し
グループの制限
なし
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宇治・城陽・久御山
グループ会費

入会金：なし
6,000円

正会員：12,000円

グループの共有するテーマ
不登校やひきこもり

グループの活動地域

グループの活動地域

京都府近辺
グループ会費

入会金：なし

グループの共有するテーマ
不登校の子どもたちを持つ親たちの悩みを交流
しはげましあう場としていきたい。

京都府下

グループ会費
賛助会員：

グループの活動内容
●例会：月1回 母親のつどい
●電話相談：随時
●会報：年2回程度
●ホームページによる広報：あり
●その他活動：月１回 母親の勉強会
グループの活動場所
法人事務局（恒河沙コミニテ食堂）など

入会金：なし
円

年会費：なし

グループ会費
例会参加費500

入会金：なし

グループの活動内容
● 例 会： 月2回 第1、3土 曜 日 13:30 ～
16:30
●電話相談：火・木 13:00 ～ 17:00
●備考：教職員・退職教職員と親で役員会をつ
くり、話し合いながら進めている。

グループの活動内容
●例会：不定期に「京都のつどい」を開く

グループの活動場所

グループの活動場所
南宇治コミュニティーセンター

京都府下

グループの制限

グループの制限
NPO法人に関する法律及び当法人定款による。

年会費：なし

なし
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東山区不登校・ひきこもりを
考える親の会
代表者名：大槻 明美
会員数：15名
発足年月日：平成13年9月
グループの目的：○親睦・交流

○学習機会

○情報交

換

ほっこりスペース・あい
代表者名：平尾 裕子
会員数：40名
発足年月日：平成13年6月
グループの目的：○親睦・交流
機会

○相談活動

○情報交換

双子の会
代表者名：北庄司 智美
発足年月日：平成6年12月
グループの目的：○親睦・交流

○わかちあい

○学習

交換

○わかちあい

京都市里親会
○情報

○啓発活動

○啓発活動

代表者名：鶴丸 富子（Tel 075-861-7967）
会員数：28家族
発足年月日：昭和32年
グループの目的：○親睦・交流 ○わかちあい ○学習
機会

○相談活動

ネットワーク

○情報交換

○啓発活動

○現行法への改善要求

○専門機関との

○その他：他の里親会

との連携

連絡先

連絡先

〒605-0846 京都市東山区五条橋東6-583-14
TEL 075-541-0960 FAX 075-541-0960
E-mail：houseofsion@aol.com
URL：http://www.kyoto-hikikomori-net.
jp/shien/detail/higayama.php
グループの沿革
不登校・ひきこもりで悩みを持つ親同士が、気
軽に話のできる場所を東山区内につくろうと、
世話人2名が設立した。
グループの共有するテーマ

〒611-0002 宇治市木幡御蔵山39-622
TEL 0774-38-5058 FAX 0774-38-5058

グループの沿革
平成13年6月、不登校の子どもを持つ親が子ど
もの居場所が必要と痛感し、一軒家を借りて居
場所作りを始めた。
グループの共有するテーマ
ひきこもりがちの青年を中心とする居場所。地
域の方も居場所として気軽に利用している。

不登校・ひきこもり

宇治市とその周辺の地域

入会金：なし

グループの活動内容
●例会：月1回 第2土曜 19:30 ～（変更あり）、
年3回学習会（東樹にて）
●ホームページによる広報：あり

グループの活動場所
大

グループの制限
不登校・ひきこもりの子を持つ親・当事者、不
登校・ひきこもりを理解しようとする人ならど
なたでも。
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グループの沿革
京都第二日赤内産婦人科に於いて発足

年会費：2,200円

グループの共有するテーマ
社会的養護の必要な子どもを自分の家庭に引き
取って養育する。

グループの共有するテーマ
双子・3つ子・多胎児を持つ（妊娠中も含む）

グループの活動地域
京都市

グループの活動地域
京都市とその近郊

グループ会費

グループ会費
年会費：なし

京都市東山区正面通本町西入ル正面町301
力食堂2F（上坂秀喜）

連絡先
〒602-8155 京都市上京区竹屋町通千本東入
ル主税町910-25 京都市児童相談所内
TEL 075-801-2929 FAX 075-822-4175
E-mail：kyotosi.yurikamome@ceres.ocn.
ne.jp
URL：http://www15.ocn.ne.jp/~satooya/

グループの活動地域

グループの活動地域
京都市（主に東山区）

入会金：なし

連絡先
〒602-8247 京都市上京区葭屋町通中立売下
る北俵町317 上京区社会福祉協議会内
TEL 075-432-9535
E-mail：fukusi04@mediawars.ne.jp
URL：http://futagonokaikyoto.blog29.
fc2.com/

グループ会費
入会金：なし

年会費：1,500円

グループ会費
入会金：なし

年会費：6,000円

グループの活動内容

グループの活動内容

グループの活動内容

● 例 会： 月2回 第2土 曜 日10:00 ～ 16:00、
第4木曜日13:00 ～外へ出かける取り組み
●会報：通信を毎月発行
● そ の 他 活 動： 教 育 相 談 第2・3木 曜 日
13:30 ～ 要予約
●備考：平成21年度は京都府青少年課の委託
事業に力を入れている。ひきこもりがちの青年
の居場所作りとその親のための相談活動を実施
している。

●例会：月1回、平成21年度より月1回おしゃ
べり会を開催
●電話相談：なし メーリングリストによる情
報提供・交換をしている
●会報：年3回、その他数回発行物あり
●ホームページによる広報：あり

●例会：毎月1回、第2木曜日に役員会、その他
年1回の総会と年5回の交流会
●電話相談：各自
●会報：年5回（2・4・6・9・11月）、不定期
で機関誌も発行
●ホームページによる広報：あり

グループの活動場所

グループの活動場所
上京区社会福祉協議会・京都アスニー・植物園
等

ほっこりスペース・あい
グループの制限
不登校中の生徒で居場所がない人、ひきこもり
がちの青年が中心

グループの制限
京都市内その近郊（お問い合わせください）在住

グループの制限
京都市の登録里親家庭であること。
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下京区双子サークル
双子っちくらぶ
代表者名：吉岡 晶
会員数：大人15名、小人38名
発足年月日：平成19年1月
グループの目的：○親睦・交流

○わかちあい

にこにこclub

○情報

交換

（社）認知症の人と家族の会

代表者名：石田 順子
会員数：52組（登録数）
（大人52名、子供104名）
発足年月日：平成18年4月20日
グループの目的：○親睦・交流 ○わかちあい ○情報

代表者名：高見 国生
会員数：約9,000名
発足年月日：昭和55年1月20日
グループの目的：○親睦・交流 ○わかちあい

交換

機会

○相談活動

ネットワーク

〒611-0003 宇治市平尾台2丁目1-9
TEL 0774-33-2634 FAX 0774-33-2634
E-mail：tjtjpro@ybb.ne.jp

○啓発活動

○現行法への改善要求

連絡先

連絡先
〒600-8166 京都市下京区花屋町室町西入乾
町292 京都市下京区社会福祉協議会
TEL 075-361-1881 FAX 075-361-1663

○情報交換

○学習

○専門機関との

さきょう介護者の会
代表者名：外山 登治
会員数：74名
発足年月日：平成17年2月27日
グループの目的：○親睦・交流 ○わかちあい
機会

○相談活動

○学習

○専門機関とのネットワーク

○その他：国際交流

連絡先

連絡先

〒602-8143 京都市上京区堀川通丸太町下ル
社会福祉会館
TEL 075-811-8195 FAX 075-811-8188
E-mail：office@alzheimer.or.jp
URL：http://www.alzheimer.or.jp

〒606-8103 京都市左京区高野西開町5 左
京合同福祉センター内
TEL 075-723-5666 FAX 075-723-5665
URL：http://www.mediawars.ne.jp/
fukusi05/

グループの沿革

グループの沿革

グループの沿革

近所の双子ママ3人がお互いの家で遊ぶのは大
変という理由で児童館で集ったのがきっかけで
す。少しずつ遊びに来てくれる方も増えてきま
した。

昭和55年、「呆け老人をかかえる家族の会」と
して発足。平成18年 ｢社団法人 認知症の人と
家族の会｣と名称変更。全国42都道府県に支部。

H16より、介護者を抱える家族の不安を軽減、
適切な情報の提供を目指して組織化。

グループの共有するテーマ

グループの共有するテーマ
“気楽に”

双子の子育て

グループの活動地域

グループの活動地域

宇治市（宇治田原、城陽、久御山からも参加）

京都市下京区

グループ会費

月100円

グループの共有するテーマ
介護者を抱える家族

グループの活動地域
全国及び国際アルツハイマー病協会加盟各国

グループ会費

グループ会費
0円

グループの共有するテーマ
「ぼけても安心して暮らせる社会を」「ぼけても
心は生きている」

入会金：なし 会員：5,000円 賛助会員：１
口10,000円 団体会員：10,000円

グループの活動地域
左京区全域
グループ会費
年会費：1,000円

グループの活動内容

グループの活動内容

グループの活動内容

グループの活動内容

●例会：毎月第2木曜日 10:30 ～ 12:00（8
月はお休み）
●会報：「双子っちくらぶ通信」例会の報告

●例会：毎月第3木曜日 10:00 ～ 12:00
●会報：「にこにこ通信」を不定期に発行
●その他活動：春・秋にピクニック、フリーマー
ケットなど

●例会：全国各県支部毎
●電話相談：部：全国フリーダイヤル電話相談
平日10:00 ～ 15:00 及び 全国各県支部
●会報：全国版 月1回 及び 各県支部毎
●ホームページによる広報：あり
●その他活動：年1回 国際アルツハイマー病
協会国際会議 及び アジア・パシフィック会
議に参加

●例会：1 ヶ月に1回 第2水曜日 12:00 ～
15:00
●その他活動：年1回研修・学習会の開催

グループの活動場所

グループの制限
双子の子供とその保護者（妊婦さん）
54

グループの活動場所
宇治市社会福祉会館

修徳児童館

グループの活動場所
京都社会福祉会館内

グループの制限
0歳～就園前の双児又は三つ子

事務局

グループの制限
その親・家族

なし

グループの活動場所
左京合同福祉センター及び周辺
グループの制限
区内、介護者（家族）を抱える支援者
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中京区介護家族の会
代表者名：寺井 恒夫
会員数：66名
OB会員49名
発足年月日：平成10年6月11日

山科・介護者の会「はげましの会」
代表者名：甲部 和子
会員数：74名
発足年月日：平成7年7月13日

下京区介護者の会「下京ハーティ」
代表者名：津田 佑子
会員数：60名前後
発足年月日：平成9年2月

ちょっといっぷく会
代表者名：木戸口 キク枝
会員数：13名
OB会員10名
発足年月日：平成11年4月28日

連絡先

連絡先

連絡先

連絡先

〒604-8316 京都市中京区大宮通御池下ル三
坊大宮町121-2 中京区地域福祉センター内
TEL 075-822-1011 FAX 075-822-1829

〒607-8344 京都市山科区西野大手先町2-1
山科区社協内
TEL 075-593-1294 FAX 075-594-0294

〒600-8166 京都市下京区花屋町通室町西入
乾町292 京都市下京総合福祉センター内 社
会福祉法人 京都市下京社会福祉協議会気付
TEL 075-361-1881 FAX 075-361-1563

〒601-8321 京都市南区吉祥院西定成町32
南区社協事務局
TEL 075-671-1589 FAX 075-671-3840

グループの共有するテーマ
介護者家族

グループの共有するテーマ

グループの共有するテーマ

介護者家族の会（介護の悩みを共有し、励まし合
い、よりよい介護を目指す）

スローガン「一人で悩んでいる介護者をなくし
ましょう!!」

グループ会費
年会費：1,000円

グループ会費
年会費：1,000円

グループの活動内容
●例会：世話人会 月1回
4月 総会／中京区地域福祉センター
●会報：年5回
●その他活動：お花見、リフレッシュ旅行、茶
話会、全体会議（総会）、なでしこ合同食事会、バ
ザー出店、各種研修会への参加、誕生日プレゼン
ト、中京ふれあいまつり介護用品の展示、手づく
り品の販売、紙おむつの共同購入と配達、介護用
品のリサイクル
●備考：今後の課題は、OB会員の活動のあり方。

グループ会費
年会費：1,000円

グループの活動内容
●例会：月1回 世話人会 6月 総会
●会報：年12回 ほっとにゅーす
●その他活動：介護者の集い（この指と～まれ）、
リフレッシュ旅行、介護教室の開催、誕生日カー
ドの送付、OBによる訪問活動、公開講座の開催
●備考：ゆとりを持って介護できるよう、介護
経験者であるOB会員が現役介護者をサポート
する仕組みで様々な事業を行っています。
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グループ会費
年会費：500円

グループの活動内容

グループの活動内容

●例会：ハーティサロン 月1回 第2木曜日
13:30 ～／月1回 世話人会／ 4月 総会
●会報：年10回「ハーティだより」
●その他活動：その時々の介護・福祉問題につ
いての学習会や情報提供の実施。在宅介護者の
集い（リフレッシュ）事業に区社協と共催。企画・
運営に協力。
●備考：会員同士の声かけを中心に会員数を増
やしてきました。介護に一区切りをつけられた
OB会員も増えてきています。現役・OB双方に
とって意義のある会となるよう、会員の意見を
集め、情報交換していく必要があります。

●例会：年3回程度 学習会をかねた交流食事
会、茶話会／月1回 花見／年1回 世話人会
5月 総会
●会報：年4回「いっぷくニュース」
●その他活動：1年間に1度も例会に参加がな
かった会員への友愛訪問
●備考：介護者が元気になれるよう楽しい企画
に取り組んでいます。各種事業や行事等になか
なか参加できない現在介護中の会員さんとのつ
ながりづくりや介護に役立つ情報の提供をどの
ように今後行っていけるかが課題です。

グループの活動場所
山科区社協

グループの共有するテーマ
介護者が元気になる。

グループの活動場所
下京区社協

グループの活動場所
南区社協ボランティアセンター
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西京・介護者の会｢虹の会｣
代表者名：広瀬 佐保
会員数：145名（A会員40名、B会員78名、協
力27名）
発足年月日：平成6年7月10日

伏見区介護者の会かいご姫
代表者名：若林 すみえ
会員数：51名
発足年月日：平成13年7月

城陽市介護者の会
代表者名：向井 和子
会員数：93名
発足年月日：平成7年10月14日
グループの目的：○親睦・交流 ○わかちあい
機会

連絡先

連絡先

〒615-8223 京都市西京区上桂前田町29-2
西京老人福祉センター内 西京区社会福祉協議
会気付
TEL 075-394-5711 FAX 075-394-5712

〒612-8318 京都市伏見区紙子屋町544 伏
見社会福祉総合センター内 （福）京都市伏見区
社会福祉協議会 気付
TEL 075-603-1287 FAX 075-603-4532

グループの共有するテーマ
介護者家族

グループ会費
年会費：1,000円

○相談活動

○情報交換

西宇治介護ふぁみりぃの会

○学習

○啓発活動

代表者名：清水 敏明
会員数：54名
発足年月日：平成8年1月
グループの目的：○親睦・交流
機会

連絡先
〒610-0121 城陽市寺田大畔21-13
TEL 0774-53-1266 FAX 0774-53-1266

○わかちあい

○学習

○情報交換

連絡先
〒611-0042 宇治市小倉町堀池39-85 黒川
千里様方
TEL 0774-23-0786（TEL・FAX清 水 ） FAX
0774-23-8470（TEL・FAX事務局 黒川千里）
E-mail：ak.chi8470@h3.dion.ne.jp

グループの共有するテーマ

グループの沿革

グループの沿革

介護者家族の会
介護をしている家族の交流や、学習の機会をつ
くる中で、介護をしている者同士が語り合い、励
まし合い、支えあえる人との出会いの場をつく
ります。

梅林園の支援センターの介護教室の交流会の仲
間が城陽市・城陽市社会福祉協議会・梅林園の
支援で発足。

介護保険が出来る前に家族達でかかえることな
く同じ悩みを持つ者同志の集まりから始め、平
成8年3月に「小倉デイふぁみりぃの会」として
発足。平成12年介護保険導入時に名称変更。情
報交換等も行いつつ今日に至る。

グループ会費
年会費：なし（必要時に集める）

グループの活動内容

グループの活動内容

●例会：月1回 世話人会／ 5月 総会
●会報：年12回
●その他活動：総会、バザー出店、新年会、リ
フレッシュ旅行、お食事会、紙おむつ共同購入、
ニュース発行及び発送作業、配達、講師派遣、地
域交流会（学区毎）、施設見学、勉強会
●備考：現役会員が減少し、OB会員が増加し
ています。10周年で再立ち上げしたOB会員中
心とした｢なな班｣の活動に力を入れています。

●例会：隔月 懇談会、毎月 世話人会、5月
頃 総会
● 会 報： 年3回 か い ご 姫 だ よ り、 年4回
ニュースレター
●備考：会員は伏見区内に在住の高齢者などを
介護している、または、これまでに介護した経験
のある家族の方で構成しています。懇談会を中
心に活動しており、和気アイアイとした雰囲気
づくりを心掛けています。

グループの共有するテーマ
寝たきりや認知症の介護者（家族）の交流を通じ
て相互の親睦をはかり、現在介護にたずさわっ
ておられない方も一緒に勉強していく。

グループの共有するテーマ
介護者家族の会

グループの活動地域
城陽市近辺

グループの活動地域
西宇治地域

グループ会費
入会金：なし

年会費：1,000円

それ以外でも入会可
グループ会費

入会金：なし 年会費：1,200円（初年度に限
り半年以内600円）

グループの活動内容

グループの活動内容

●例会：2 ヶ月に1回、世話人の役員会は毎月
第2水曜 10:00 ～ 15:00
● 電 話 相 談： 介 護 相 談 日 は 毎 月 第2水 曜
13:00 ～ 15:00
●会報：年6回（交流会のお知らせ）
●その他活動：年1回 バスにて見学・食事会
新年会 4月に総会

●例会：年5 ～ 6回
●電話相談：事務局に有り
●会報：年2回
●その他活動：学習会・交流会・施設見学・
食 事 会。い ず れ の 事 業 も 早 く て10:00開 催 ～
15:00終了
グループの活動場所
宇治市内のデイサービスセンター、西小倉地域
福祉センター

グループの活動場所
西京区社協
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会議室

グループの活動場所
伏見社会福祉総合センター

グループの制限

グループの活動場所
福祉センター

なし
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男性介護者と支援者の全国ネットワーク
通称：男性介護ネット

向日市介護者の会
代表者名：乾 正剛
会員数：14名（現役） 2名（OB）
発足年月日：平成12年4月
グループの目的：○親睦・交流 ○わかちあい
機会

○情報交換

○学習

○専門機関とのネットワーク

代表者名：荒川 不二夫
会員数：個人322名、団体71名 賛助会員数：
2名
発足年月日：平成21年3月8日
グループの目的：◎親睦・交流 ◎わかちあい ○情報
交換

連絡先
〒617-0006 向日市上植野町山ノ下4-2
TEL 075-921-2650 FAX 075-921-2650

グループの沿革
平成11年頃、向日市社会福祉協議会の呼びかけ
で、向日市在住の在宅介護者の有志が交流と学
習の場を持つことを意図して発足した。

○啓発活動

の改善要求

○専門機関とのネットワーク

在宅介護者が情報と感性の共有を図ることを通
じて、被介護者への適切な介護と介護者の孤立
化・破綻を防ぐバックアップを築いていく。

グループの活動地域
向日市

グループ会費
年会費：1,200円

グループの活動内容
● 例 会：2 ヶ 月 に1回 偶 数 月 の 第3金 曜 日
10:30 ～ 12:00
●会報：定期の会報はなし。隔月に情報を記載
したチラシを配布
●その他活動：年1 ～ 2回の懇親会（施設見学
や食事会）

グループの活動場所

発足年月日：平成18年9月
グループの目的：○わかちあい

◎その他：メッセージ

を伝える

活動

○啓発活動

○その他：リラクゼーションなど

〒602-0000 京都市上京区堀川通丸太町下ル
京都社会福祉会館内 社団法人 認知症の人と
家族の会気付
TEL 075-811-8195 FAX 075-811-8188
E-mail：info@dansei-kaigo.jp
URL：http://dansei-kaigo.jp/
平成21年、全国の男性介護者の会や支援活動団体を
はじめ、いま介護に直面している男性介護者や介護
を終えた男性、介護専門職、ボランティアなどの支援
者、研究者など、男性介護者をめぐる問題に関心のあ
る皆さんに参加を呼びかけ、急増している男性介護
者および支援者の全国的な交流機会の展開と情報収
集を図り、男性介護者の孤立化防止と介護負担の軽
減に寄与すること、そして家族介護者の抱える課題
について広く社会に発信し解決策を求めていくこと
などを目指し会を作った。

グループの共有するテーマ
男性介護者と支援者、ネットワーク作り

連絡先
URL：http://aca-japan.org/

連絡先
〒604-8181 京都市中京区綿屋町526-1
TEL 075-212-2611 FAX 075-212-2611
E-mail：nae@hana-kokoro.com
URL：http://www.hana-kokoro.com/

グループの沿革

グループの沿革

H18、ACの問題を持つ仲間のわかちあいの場
を持ちたいとグループを始めた。

京都府立男女共同参画センター主催の「DV被
害者のためのグループ」5年間開催後、共催と
してその後4年間活動している。

グループの共有するテーマ

グループの共有するテーマ

子どもの時期をアルコール問題やその他の機能
不全のある家庭で過ごした成人の共同体。

パートナーからの暴言・暴力に悩む女性たちの
エンパワメントと情報交換など

グループの活動地域
京都府近辺

グループの活動地域
京都府近郊

グループの活動地域
全国
グループ会費
正会員：個人1口1,000円、団体1口3,000円
賛助会員：1口10,000円
グループの活動内容
●会報：年4回発行
●ホームページによる広報：あり
●その他活動：「男性介護体験記」の募集並びに
出版、男性介護者の調査研究、年3回（長野・東
京・京都）の交流会、3月に総会
グループの活動場所

グループの活動内容
●例会：ミーティング
毎週金曜日 10:00 ～ 11:30
●ホームページによる広報：あり

グループの活動場所
京都市社会福祉ボランティアセンター

事務局は京都市
グループの制限
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代表者名：長谷川 七重（カウンセリングルームはな代表）
連絡係 田中 敦子
会員数：10数名
グループの目的：○親睦・交流 ◎わかちあい ○相談

○その他：調査、
研究

連絡先

向日市福祉会館

なし

グループしおん

○現行法へ

グループの沿革
グループの共有するテーマ

ACA/Adult Children Anonymous
京都グループ

グループの制限
特になし

グループの制限
ACの当事者とその関係者

グループの活動内容
●例会：第3火曜日

10:30 ～ 13:30

グループの活動場所
京都市内（グループの安全のため、連絡者に知ら
せることに）
グループの制限
DV当事者の女性（過去・現在を問わず）
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（NPO）
アレルギーネットワーク
京都ぴぃちゃんねっと

遺族会「ミトラ」
代表者名：黒川 雅代子
発足年月日：平成20年10月
グループの目的：○わかちあい
動

○情報交換

○学習機会

○相談活

○啓発活動

代表者名：小谷 智恵
会員数：会員制ではない
発足年月日：平成17年4月1日 平成21年7月24日法人化
グループの目的：○親睦・交流 ○学習機会 ○情報交
換

○啓発活動

○専門機関とのネットワーク

（社）京都犯罪被害者支援センター
代表者名：大谷 實
会員数：324名 賛助会員数：1080名
法人46 団体65
グループの目的：○学習機会 ○相談活動 ○情報交換
○啓発活動

病気と子どもネット･京都
代表者名：森田 直子
会員数：10名 サポーター 180名
発足年月日：平成12年5月
グループの目的：○相談活動 ○情報交換

○啓発活動

○専門機関とのネットワーク

連絡先

連絡先

連絡先

連絡先

〒612-8577 京都市伏見区
TEL 075-642-1111（代）
FAX 075-645-8447
E-mail：kurokawa@human.ryukoku.ac.jp
URL：http://www.human.ryukoku.
ac.jp/~kurokawa/

〒600-0000 京都市下京区西木屋町通上ノ口
上る梅湊町83-1 ひと・まち交流館2F 京都市
市民活動総合センター メールボックス No.48
TEL FAX 075-723-2350
E-mail：peechannet@yahoo.co.jp
URL：http://peechannet.ojaru.jp/html

〒602-8827 京都市上京区下立売通新町東入
東立売町195 TEL 075-415-3008
E-mail：kysc7830@mbox.kyoto-inet.or.jp
URL：http://web.kyoto-inet.or.jp/org/kysc7830/

〒600-8127 京都市下京区西木屋町通上ノ口上る
梅湊町83-1 ひと・まち交流館京都2F 京都市市
民活動総合センター メールBox №66
TEL 090-7117-2187 FAX 020-4622-5206
E-mail：kodomonet@npo-net.or.jp
URL：http://www.npo-net.or.jp/kodomonet/

グループの沿革
龍谷大学創立370周年記念事業の一環で設立

グループの共有するテーマ
死別にともなう喪失の癒し

グループの活動地域
京都、大阪

参加費200円

グループの共有するテーマ

●例会：毎月第2日曜日 13:30 ～ 16:00
●電話相談：随時
●会報：未発行
●ホームページによる広報：あり

グループの活動場所
龍谷大学深草学舎4-301

グループの制限
遺族のみ
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平成10年5月27日、任意団体設立。
平成12年4月1日、社団法人許可。
平成15年、早期援助団体指定。

グループの共有するテーマ
犯罪被害者支援

グループの活動地域

グループ会費

グループの活動内容

グループの沿革

グループの沿革
①京都市内にアレルギーの家族会が複数ある
にもかかわらず、その存在を知らずに孤育てに
なる人が多い。一方アレルギー対応のワーク
ショップを家族会が呼びかけても人が集まらな
いという。双方が出会える架け橋になれれば、と
思った。②食物アレルギーや食事療法をしてい
る親子の思いを知る一般の人は少ない。そのた
め地域の食を伴う行事は何ら配慮もなく、また
一般の人の一言に傷つくことも多い。これは一
般の人への周知度が低いと考えた。一般の人に
も広く浅くてもまず存在・思いを知ってほし
かった。

アレルギーの子どもと保護者、そしてそこから
つながる全ての人達
グループの活動地域

京都市を中心とする京都府全域
グループ会費
正会員：5,000円 賛助会員：個人1口3,000
円 団体1口3,000円 法人1口30,000円
グループの活動内容

京都市内
グループの活動内容
①地域の家族会・患者会立ち上げ支援
②地域の家族会・患者会を紹介
③ニュースレター発行（毎月）
④季刊誌の発行（年2回）
⑤アレルギー研修会
⑥災害支援
⑦2010年10月ホットライン開設予定
HP開設もしています。

●例会：特定せず
●電話相談：日～金 13:00 ～ 18:00
●会報：年3回
●ホームページによる広報：あり
●その他活動：ミニカレンダー、地下鉄かわら
ばん、チラシ。面接相談や裁判傍聴等の付添いも
行います。
グループの制限
理事会の承認

グループの沿革
最善の医療や教育、福祉を保障され、子どもにとって
あたりまえの「遊ぶ機会」や「家族との大切な時間」が
持てることを願い、医療・教育・保育・福祉・患者
会などさまざまな分野で病気の子どもたちにかか
わってきた仲間が集まり結成した。

グループの共有するテーマ
病気のために、多くのつらさや痛みを乗り越えなけ
ればならない子どもたちが、病気だからといって我
慢を強いられることのない環境を目指して、同じ思
いを持つ人たちが互いに手をつなぎ子どもたちを支
援するためにネットワークづくりに取り組む。

グループの活動地域
関西を中心とした地域
グループ会費
年会費：個人サポーター
法人サポーター

1口2,000円
1口10,000円

グループの活動内容
●例会：不定期
●電話相談：第一土曜日 11:00 ～ 15:00
●会報：年4回
●その他活動：サマーキャンプ
グループの活動場所
京都市市民活動総合センター内
グループの制限
募集はサポーターのみ
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健康生きがいづくりアドバイザー
京都協議会（健生ネットワーク京都）
代表者名：真田 滋子
会員数：59名
発足年月日：平成7年7月
グループの目的：○親睦・交流
動

◎啓発活動

○学習機会

○専門機関とのネットワーク

○相談活

○その他：高

齢者グループへ出講

連絡先
〒603-8461 京都市北区大宮玄琢北東町3-15
TEL 075-492-9616 FAX 075-492-9616
E-mail：sanada.s@maia.eonet.ne.jp
グループの沿革
厚生労働省所管（財）健康・生きがい開発財団の養成
研修資格審査を受け認定された「健康生きがいづく
りアドバイザー」
の会で、全国をネットに京都府中心
に在住する会員の連携を通して中高年齢者の生きが
いと健康づくりを主に支援している。

グループの共有するテーマ
会社人間から社会人間へのソフトランディング
の手助け（生きがい支援）。高齢者における認知
症のグレーゾーンに居る人への「脳トレーニン
グ講座」の実施に寄り半歩でも認知症を先に遅
らせる実体験講座による実績。
グループの活動地域
京都府各地域に在住する会員による地域活動を
広域地域活動へ実現さす。
グループ会費
年会費：4,000円
グループの活動内容
●例会：年4回 会員全員対象、幹事会（毎月第
2水曜日）、三役会（年2 ～ 3回）
●会報：Kネット通信、年4回発行
●その他活動：毎月第4金曜日、Kサロン（会員
がスピーカーを務める）
グループの活動場所
主に京都市、南丹市、城陽市、宇治市、京田辺市、
長岡京市、他
グループの制限
概ね50才以上
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※本冊子は共同募金の配分を
受けて発行されました。

京都のセルフヘルプハンドブック
発行日／ 2010年10月１日
発行／社会福祉法人
TEL.
（075）
354 - 8731

京都市社会福祉協議会
FAX.
（075）
354 - 8736

〒600-8127 京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1
（河原町五条下る東側）「ひと・まち交流館京都」

URL：http://www.syakyo-kyoto.net/
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