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ボランティア×子どもの居場所表紙特集 ハピネスこども食堂 
　「今、共働きやシングル家庭の増加などから、ひとりで食事をとっている子ど
もたち（孤食）がすぐ近くにたくさん居る」、「子どもの孤食を減らしたい」代表宇
野さんの気づきから取組は始まりました。“「食事」を通じて子どもたちがすくす
くと育っていける居場所にしたい。”宇野さんの思いはボランティアの運営スタッ
フや参加者、地域など、さまざまな人たちを巻き込みながら日々発展中です。季
節イベントも取り入れた取組はいつも大賑わい！元気すぎる子どもたち相手に、
時には手を焼きながらも、ハピネスこども食堂は今日も笑顔があふれています。

問合せ  
ハピネス運営局　Tel：080-8344-8399
E-mail：happiness.kyoto@gmail.com
URL：https://happiness.localinfo.jp/

FREE 無料
2019 年 2 月

携帯電話でも情報提供中！編集・発行／京都市福祉ボランティアセンター
運営／社会福祉法人京都市社会福祉協議会 京都市福祉ボランティアセンター @kyoto_vora

携帯電話のバーコードリーダーで右のQRコードを読んで簡単アクセス!!
京都市福祉
ボランティアセンター



子ども

　子育て中の方を育児援助する有償ボランティアを募集していま
す。子育てを「手助けして欲しい方」と「手助けできる方」が会員とな
り、地域で助け合う京都市の事業です。保育所や幼稚園などへの送
迎、自宅での子どもの預かり等、子どもにとって楽しい
安全な時間となるよう一緒に過ごしてください。
【会員登録の方法】
事前にセンターに電話の上、来所し申込手続
き、講習会を受講していただきます（無料）
【講習会日時】2月14日（木）9:20 ～ 16:50
【講習会会場】アスニー山科（山科区竹鼻竹ノ街道町92）
【アクセス】  地下鉄またはJR「山科」すぐ

京阪バス「山科」または京阪「京阪山科」徒歩3分

　学童クラブに通う障害のある子ど
もが安全に楽しく過ごせるよう、子
どもの気持ちに寄り添って一緒に遊
んだり、見守ったりしていただける
方を募集しています。子どもによっ
て関わっていただく内容はさまざま
ですが、本を読んだり、ボードゲームや鬼ごっこをしたり、遊び
を通して楽しい時間を過ごしてください。

   京都市内在住の18歳以上（高校生不可）で、心身共に健康で
援助活動に理解と熱意があり、講習会に参加できる方

¥    謝礼あり（1時間700円）　申    電話にて受付
京都市ファミリーサポートセンター（担当：大野）
南区東九条東山王町27 元山王小学校北校舎2階

 075-682-6238　FAX.075-682-6263
 famisapo@kyo-yancha.ne.jp
 http://www.kyo-yancha.ne.jp/famisapo/

   平日　放課後～18:30
土曜日・長期休業中　8:00～18:30　※相談に応じます

所    京都市内の児童館・学童保育所
※ご都合のよい場所で調整いたします
   概ね18歳以上70歳以下で健康な方（高校生不可）
¥    謝金　1時間700円
申    電話等で事前に連絡の上、連盟事務局での登録会（毎週金曜
日11:00～）にご参加ください

備    ボランティア保険加入（費用は連盟負担）
京都市児童館学童連盟（担当：竹田）
南区東九条東山王町27 元山王小学校北校舎2階

 075-682-6260　FAX.075-682-6263
 tougou@kyo-yancha.ne.jp
 http://www.kyo-yancha.ne.jp

自宅で子どもを預かるボランティア
募集

京
都
市
内

 地域で子育てしませんか 

障害のある子どもと
遊びませんか？

京
都
市
内

 子どもと楽しく関わりませんか 

ボランティア募集

自分のために、地域のために。
ボランティア活動は
できるときにできるぶんだけ
はじめるのがコツです。
ピンと芽が出たところに
まずは問い合わせてみましょう。

人生

変わっち
ゃう？

はじめのいっぽ

ご不明な点は福祉ボランテイアセンターまで

これまで色んな人にお世
話になってばかりだったので、
社会に役立ちたいと考えて
参加しました。

みんなで食べることや、
宿題をしたり、遊んだり一緒
にできるこの場所は子どもたちに
とっても居心地が良いようです。私自身

も楽しんで参加しています。

ハピネスこども食堂ボランティア
川添龍平さん

ハピネスこども食堂ボランティア
富永瑞生さん（立命館大学4回生）

ハピネスこども食堂に親子で参加
森本久美さん、寧

ねいろ
彩さん、楓さん

お母さんは配膳など
ボランティアとしても参加

子どもたちが笑顔で迎えて
くれて、自分のことを待ってく
れているのが伝わると、また
来たいなと思います。
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高齢
　小規模多機能型施設におけるレクリエーションのボランティア
さんを募集しています。利用者さんとのお話し相手や貼り絵、工
作、体操やゲーム、外出行事、毎月恒例のおやつ作り、菜園のお
世話などあります！初めての方でも大丈夫です！
　利用者さんは、気さくでお話し好きな方が多く、職員も明るく、
元気な者ばかりです！ご利用者さんにとって、ボランティアさんは
「笑顔の素」だと思います！誰かの笑顔の素になってみませんか？

   随時　所    小規模多機能型居宅介護支援事業所 栗栖野の家
   京阪バス17・88・88B・88C「栗栖野」徒歩2分

申    電話にて受付
社会福祉法人ヴィラ端山 小規模多機能型
居宅介護事業所 栗栖野の家（担当：田中）
山科区栗栖野打越町36-3 コンフォーレ栗栖野1階

 075-644-7250　FAX.075-644-7251

日常のレクリエーションなどの
ボランティアさん募集！

山
科
区

 笑顔の素になりませんか？ 

　デイサービスご利用者の皆さんと、ゆったりした時間を過ごし
ていただくボランティアを募集しています。おはなし相手や、お
茶出し、お風呂あがりの整髪、一緒にレクリエーションを楽しん
でいただくなど、デイサービスでの活動内容は多種多様にありま
す。活動をはじめるのに資格や経験は一切不要。初めての方も大
歓迎！ぜひ一度、下記センターまでお問合せください。

【その他・活動内容の例】
●囲碁や将棋などご利用者のお相手
●絵画や習字など特技を活かした活動

　この他にも、みなさんのできることをおたずねして活動してい
ただきます。たくさんのご応募お待ちしています。

   月～土曜日・祝日　※ご都合の良い時間で活動していただ
けますのでご相談ください

所    葛野老人デイサービスセンター
   市バス「光華女子学園前」徒歩5分

申    お電話にてお問合せください
葛野老人デイサービスセンター（担当：山根）
右京区西京極葛野町3
 075-322-2213　FAX.075-322-2241

デイサービス・ボランティア募集！
右
京
区

新しいことはじめてみませんか？

　当施設は東高瀬川、津知橋のすぐ左に建ち、窓からの眺めがと
ても美しい場所にあります。そんな施設で利用者さんと共に楽し
い時間を共有しませんか？
【内容例】 お話し相手、入浴後のドライヤー、イベント時のお手伝

い、レクリエーションでの体操　など
　お年寄りと関わることが好き！自分の趣味を活かしたい！など、
そんな思いのある方、まずは見学にお越しくださ
い。活動前には、オリエンテーションをしっかり
と行いますので、初めての方でも大歓迎です！

   随時　所    東高瀬川センターショートステイ
   近鉄「伏見」徒歩10分
社会福祉法人 京都老人福祉協会　
東高瀬川センターショートステイ（担当：近藤・前谷）
伏見区北端町44-7
 075-602-3073　FAX.075-604-5327

レクリエーションのお手伝いや
お話し相手をしてくださる方募集！

伏
見
区

 私たちと一緒に笑顔の花を咲かせませんか？ 

情報発信で困ってませんか？
「活動する仲間を増やしたい！」
「イベントに人を集めたい！」
みなさまのボランティア募集やイベント情報を本誌の
他、ホームページ・メルマガ・SNSでもご紹介できます！
月刊誌は毎月10日〆切、他は随時受付中です。

くわしくは京都市福祉ボランティアセンターまで

ふたばのきもち
あなた

の

活動を

広めた
い！
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イベント・講座

　みんなの想いや願いなどを書いた紙コップにキャンドルを灯し、
つなげて大きなキャンドルアートを描きます！誰かへの想い、叶
えたい願い、みんなで持ち寄って一緒に作り上げましょう!!
　手ぶらでOK、どなたでもご参加いた
だけます！みなさんもぜひご一緒に！

   3月9日（土）13:00～20:00
※雨天の場合は10日（日）
※点灯17:00～

所    折戸公園（伏見区醍醐折戸町）
   地下鉄「醍醐」すぐ（パセオダイゴロー西隣）　¥    無料
だいごキャンドルネットワーク（担当：髙向）
伏見区小栗栖中山田町20-8
 090-9116-2127　FAX.075-573-6205

 daigocandle@gmail.com

だいごキャンドル
～想いつながるひかりの和～

伏
見
区

 みんなでまちに明かりを灯そう！ 

　当センターは、城南宮の隣で利用者さん・ボランティアさんの
心地よい居場所になりたいと考えています。お話し相手や編み物
や園芸などを一緒に取り組んでもらうなどの活動をしてくださる
ボランティアさんを募集します！ウクレレや唄、フラダンスなど
特技を活かしたい方も大歓迎！
　みんなで一緒に、利用者さんが自宅では味わえない楽しみを提
供しませんか？

   ご相談に応じます（日曜以外）
所    ウェルフェアー城南デイサービス（城南宮の隣です）
   地下鉄「竹田」徒歩15分　申    いつでもご連絡ください
ウェルフェアー城南デイサービス
伏見区中島鳥羽離宮町23
 075-623-5252　FAX.075-623-5253

 letszenigata@zenigata-kikaku

ウェルフェアー城南デイサービス
ボランティア募集

伏
見
区

 城南宮の隣にこんな空間が!! 

　専門職の方を招き、介護に役立つお話をしていただきます。ヴィ
ラ稲荷山の職員も参加する茶話会も開催します！ちょっとひと息
ついてお話ししませんか？
　実際に介護されている方だけでなく、介護に興味のある方もご
参加ください！
【内容】
＊『疲れたこころの息ぬき方法』（稲荷山武田病院 梅村臨床心理士）
＊ 『お風呂で使えるグッズのいろいろ』（（株）ブリッジサポート 
尼嵜福祉用具専門相談員）

＊介護者同士で茶話会（ヴィラ稲荷山の職員も一緒に）

   2月21日（木）14:00～16:00（開場　13:30）
所    特別養護老人ホーム ヴィラ稲荷山 5階 多目的室
   京阪「鳥羽街道」徒歩5分　
JR「東福寺」または「稲荷」徒歩10分
   ご自宅で介護されている方　介護に関心のある方
¥    無料　申    電話にて受付
特別養護老人ホーム ヴィラ稲荷山 地域交流・
ボランティアサポート委員会（担当：髙木･寺元･亀山）
伏見区深草正覚町23

 075-561-6550　FAX.075-561-6552

ちょっとひと息～介護者のつどい～
伏
見
区

 介護講座&茶話会のご案内 

　同じ地域に暮らすハンディキャップのある人とともにつくる、
笑顔がいっぱいの音楽の祭典です。1年に1度のこの舞台に向け、
みんな楽しみながら練習に取り組んでいます。出演者も観客もス
タッフもみんなで一緒に笑顔いっぱい音楽を楽しみましょう！
　子どもたちの描いた「笑顔の絵」も会場に大集合！家族、友達、
みんなのスマイルがフェスティバルを彩ります。
●『笑顔のポスター展』
　東山区総合庁舎1階　2月12日（火）～ 3月1日（金）
　「スマイルミュージックフェスティバルを笑顔の絵で盛り上げ
よう！」と、区内の子どもたちから募集した、とびっきりの笑顔
の絵、「笑顔のポスター展」を開催します。期間中、ご来場の皆様
からの投票及び実行委員会による審査により、区長賞他全5作品
を選出。フェスティバル当日には、表彰式を行います。皆様のご
来場をお待ちしております。
●主催：スマイルミュージックフェスティバル実行委員会

   3月3日（日）12:00開場　12:30開演（15:45終演）
所    東山区総合庁舎北館3階大会議室
   京阪「清水五条」徒歩15分
市バス206･207「清水道」徒歩すぐ

¥    無料
スマイルミュージックフェスティバル
実行委員会（担当：森・西田）
東山区梅林町576-5「やすらぎ・ふれあい館」内
（東山区社会福祉協議会内）

 075-551-4849　FAX.075-551-4858
 yasufurekan@yasufurekan.com
 http://www.yasufurekan.com

スマイルミュージックフェスティバル
東
山
区

 SMILE MUSIC FESTIVAL 12th 
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　エルファは、故郷を離れ苦
労を重ねてきた在日コリアン
高齢者が「自分」を隠すことな
くあるがままの姿で安心して
歳を重ねられるようにと活動
が始まりました。
　真の理解とは互いを知るた
めの努力があってこそ。その
一歩はふれあいから。ふれあ
いは抱いていた先入観を取り
払ってくれます。そして自分
の世界が広がります。すると
きっとつながる、わかり合えます。［南 スヒョン］
【ゲスト】　南 スヒョン（NPO法人京都コリアン生活センターエ
ルファ 事務局長）　1966年生まれ、在日コリアン2世。2002年
からエルファに勤務。

   2月17日（日）14:00～16:00
所    東山いきいき市民活動センター 1階　和室
   京阪「三条」または地下鉄「三条京阪」徒歩5分
¥    社会人 800円　学生・会員 500円
（コーヒー、お菓子代等含む）
定    20名　申    電話、FAX、メールにて
特定非営利活動法人フェア・プラス（担当：事務局）
下京区月鉾町52 イヌイ四条ビル3階Flag四条

 075-744-0646　FAX.075-744-0945
 info@fairplus.org

第41回ツキイチカフェ「共に生きる社会
をめざして」～ケアから新しい社会～

東
山
区

 その一歩はふれあいから！ 

　視覚障害児・者の存在やその生活、彼らをとりまく社会の現状な
どを、ステージの催しや展示、体験を通して学ぶことができます。視
覚障害当事者による講演会やお琴・三線の演奏会や作品展示なども
あります。体験型ゲームでは、ゲームクリアで景品ゲットできます！
【桂 福点さん、レモンさんによるトークショー】
★2月16日（土）14:00 ～　桂 福点さん（視覚障害者の落語家）
★2月17日（日）14:00 ～　レモンさん（山本シュウ ラジオDJ）

   2月14日（木）～2月17日（日）10:00～18:00
（17日のみ17:00まで）
所    大丸京都店 6階 イベントホール
   阪急「烏丸」、地下鉄「四条」地下道直結
¥    無料
あい・らぶ・ふぇあ実行委員会
北区紫野花ノ坊町11（京都ライトハウス内）
 075-462-4400　FAX.075-462-4402

視覚障害者福祉啓発事業「見えない・見え
にくいを知ろう！ あい・らぶ・ふぇあ」

下
京
区

 見えない・見えにくいを知ろう！ 

傾聴ボランティア指導者を養成する
ための講座です。

第1日
4月15日
（月）

午前 受容と共感　会話記録の書き方　
ロールプレイと討論

午後 反復の徹底　会話記録の添削
ロールプレイと討論

第2日
4月22日
（月）

午前 スピリチュアルペインとケア　会話記録
DVDキュプラーロスの討論

午後 ナラティブ傾聴とスピリチュアルペイン　
会話記録　ロールプレイ　人生物語を語って討論

第3日
4月29日
（月・祝）

午前 バリデーションとスピリチュアルペイン　
会話記録DVD　高齢者認知症の傾聴を討論

午後 ホスピスとスピリチュアルペイン　
会話記録DVD　末期がん患者の傾聴を討論

【講　師】  安井潔（京都PANA-ALC相談役　傾聴歴20年　傾聴指
導者歴19年　400名の傾聴ボランティア養成　指導者
12名養成）

【参考書】『初めてのカウンセリング入門（下）』　諸富 祥彦 著

   4月15日、22日、29日各月曜日
9:15～12:00（午前）、13:00～16:00（午後）

所    ひと・まち交流館京都2階　
市民活動総合センター　ミーティングルーム
   市バス4・17・205「河原町正面」すぐ
京阪「清水五条」徒歩8分
   他の傾聴団体の養成講座を修了していること
¥    PANA-SKY会員は3,000円　その他は6,000円（全3日間）
申    氏名・住所・連絡先（TEL、FAX、メール）を教えてください
備    3月14日（木）締切
PS傾聴ボランティア指導者養成講座会
（担当：会長　安井 潔（京都PANA-ALC相談役））

   075-602-7323　090-6975-5097

傾聴ボランティア
指導者養成講座

下
京
区

 傾聴ボランティアを広めたい方、どなたでも！ 

　今年の介護教室は、「ダマされないぞ！特殊詐欺」をキャッチフ
レーズに伏見署による特殊詐欺対策の講演や高齢者のための食事、
脳トレーニングを開催いたします。
【内容】 14:00　  講演「特殊詐欺にダマされないための対策」

伏見警察署より
 14:30　「高齢者のための食事」管理栄養士 藤井 尚子氏
 14:45　  「みんなでチャレンジ！」

脳トレーニング 介護福祉士 伊藤 康彦 氏

   2月23日（土）14:00～15:00
所    喜美商事ビル2階（蘇生会総合病院東側）
（伏見区下鳥羽上三栖町134）
   京阪「中書島」より無料送迎バス　
市バス19・20・22「国道大手筋」すぐ

¥    無料
備    2月18日（月）締切
（締切後も受付可　お気軽にお問い合わせください）
老人保健施設アールそせい（担当：松山・福永）
伏見区下鳥羽広長町101
 075-603-7511　FAX.075-603-7515

 r_sosei_1@soseikai.or.jp　  http://www.soseikai.or.jp

第6回　介護教室
伏
見
区

 どなたでも参加できる楽しい研修会です 
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京都市福祉ボランティアセンターに

寄せられるギモンにお答えします。

教えて!
ふたばちゃん

その

17

ボランティアーズはどこで貰えますか？

各区役所や図書館はもちろんですが、
生協や、郵便局にも置いています！
　全店舗ではありませんが、イオンさんや大学にも置いています。
　今後、京都市内の様々な場所にと考えておりますのでこんな所に
あったらいいな！や、あれ？ここにはないの?! のご意見などもお待ち
しています。ふたばの居場所を探しています（新規開拓）！ご協力よろ
しくお願いします。

　童謡、唱歌、叙情歌など、
歌集からリクエストをいただ
いて、ピアノ等の生伴奏で一
緒に歌い交流します。
　会場の「ジョイント・ほっ
と」は、社会福祉法人てりて
りかんぱにいが運営しており、
うつ病や統合失調症などの精
神障がいを抱える人たちが地
域で安心して暮らせるように
と1997年に設立されました。
　当団体では、障がいを持ちながら働く利用者の皆様が、より多
くの市民の方と仕事を通して出会いの場を提供できれば、と願い、
定期に開催しております。
　現在、うたごえカフェの開催中、利用者さんたちが受付、喫茶
内勤、手話うたリーダーに携わってくださっています。平成30
年度京都府地域力再生プロジェクト支援事業交付金の補助を受け
ています。京都市みやこ子ども土曜塾事業。

   2月24日、3月24日　各日曜日　14:00～16:00
所    ジョイント・ほっと（下京区寺町通仏光寺下る恵美須之町534）
   市バス「河原町松原」徒歩3分、阪急「河原町」徒歩6分
   どなたでも参加できます
¥    800円（ワンドリンク・お菓子付　小学6年生以下は300円
のみ徴収）

定    35名　備    事前申込不要
京都ピアノとうたの音楽ひろば
 080-9161-1580　FAX.075-493-1580

 chopinpetite@gmail.com

うたごえカフェジョイント・ほっと
下
京
区

 ひとりで歌うのもいいけど、みんなで歌うともっと楽しい！ 

　てんかんの基礎知識・医療情報のほか、発作の際の介助の仕方
について実演を交えてお話ししていただきます。
【内容】 13:00 ～ 14:30　  講演「てんかんの基礎知識と発作の介助」

講師　川崎 淳先生（川崎医院院長）
 14:45 ～ 15:30　質疑応答

   2月9日（土）13:00～16:00（開場:12:30）
所    京都社会福祉会館3F　第5会議室
   市バス「堀川丸太町」徒歩3分、地下鉄「二条城前」徒歩10分
¥    一般：1,000円　　協会会員：200円
申    予約不要　直接会場へ
公益社団法人 日本てんかん協会京都府支部（担当：入川）
上京区堀川丸太町下ル 京都社会福祉会館4F 京都難病連内

 075-822-7881
（土曜日13:00～17:00　第3土曜日とそれ以外は留守電対応）

第26回 専門職・患者・家族のための
てんかん医学 連続講座

上
京
区

 発作がおきたらこのように介助を 

　失語症の心の憩いの勉強会です。それを見守り、助けるのが家
族の役目です。当事者も家族も悩みをうちあける場所です。当事
者も家族も多少でも肩の荷を降ろしたいですね。

   第2・4日曜日 13:30～16:00
所    洛南身体障害者福祉会館内（南区吉祥院西定成町35）
   JR「西大路」徒歩15分　市バス「九条御前通」徒歩5分
¥    6,000円（6ヶ月分 一括納入） 申    電話にて受付
ほっこりくらぶ（担当：杉本）
南区吉祥院這登東町44-3

 075-682-0097

高次機能障害者・失語症言語の勉強会南
区

 失語者の心の癒しです 

自分だけではな
いと思え、明るい気持
ちになれた

勉強で自信がつき、
自分の思いを失敗しながら
でも言えます

参加者の声
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東 山 区

要約筆記（文字通訳）講座のお知らせ

東山区社会福祉協議会・東山区ボランティアセンター
東山区梅林町576-5「やすらぎ・ふれあい館」内　　  075-551-4849　FAX.075-551-4858

 yasufurekan@yasufurekan.com　  http://www.yasufurekan.com
問合せ

 障害への理解を地域でどう広げていくか 

障害者デイ銭湯公開講座
　知的に障害のある方の施
設「なづな学園」と地元、修
道学区の方々がどのように
関わり、支え合ってきたの
か、双方の思いや交流の様
子などを聴き、誰もが安心
して暮らせる地域社会をつ
くるために何が必要か考えます。
●発言：なづな学園職員・修道学区の方
●主催：  障害者デイ銭湯運営委員会

東山区社会福祉協議会
   3月2日（土）14:00～16:00

所    やすらぎ・ふれあい館
   市バス・京阪バス「五条坂」すぐ （担当：森・西﨑）

手話入門講座
　聴覚に障害のある人は、周りから見て障害がわかりにくいため理
解されにくく、病院や鉄道・バス等でいろいろ不自由な思いをされ
ています。
　今回の講座は、聴覚に障害のある人がどんなことで困っているか
お話を聴くとともに、言葉を伝えるお手伝いとしての「手話」の基本
的なことについて学び、体験します。
　「聴覚障害のこと知ってみたい」「何かお手伝いできることはない
か」と思っている方、ご参加をお待ちしています。

①聴覚障害の方によるお話（体験談など）
②手話の基本的な知識と実技による体験

   2月1日（金）、4日（月）18:30～20:30 ※どちらかお選びください
所    やすらぎ・ふれあい館 会議室1・2
   市バス・京阪バス「五条坂」すぐ　¥    無料　定    20名

申    電話・FAX・メールにて受付 （担当：森・西田）

 障害のある人の「支え」になりませんか 

内容
（両日とも）

楽しく実
践！

一度体験
してみて

ください

日時・連絡先

   2月16日（土）13:30～15:30
所    やすらぎ・ふれあい館
備    定員になるまで受付

東山区社会福祉協議会
（担当：森・西田）

 075-551-4849
FAX.075-551-4858

   2月9日（土）13:30～15:30
所    ホテルビナリオ嵯峨嵐山
備    締切：2月6日（水）

右京区社会福祉協議会
（担当：松田・松山）

 075-865-8567
FAX.075-865-8569

   2月16日（土）・23日(土）
（全2回）13:30～16:00
所    山科総合福祉会館
備    締切：2月13日（水）

山科区社会福祉協議会
（担当：河村・永井）

 075-593-1294
FAX.075-594-0294

参加費
無料

先着
20名

 
 
 

要約筆記とは、手話の使えない中途失聴・難聴の方とのコミュニケーションや
社会参加をサポートするために文字を書いて情報保障をすることです。
要約筆記を学んで、自分にできることを考えてみませんか？

お申込み  各区社会福祉協議会（ボランティアセンター）にお問い合わせください！

区ボランティア
センター　　からの情報

先着
20名

先着
30名

山科区東山区右京区
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京都市福祉ボランティアセンター @kyoto_vora

子どもの居場所づくり
シンポジウム

京都市内でも広がっている「子ども食堂」の取組。
食事を提供する場であることに加えて、子どもたち
への学習支援の場、大人も参加できる場、運営のお
手伝いをすることで誰でも活躍できる場である等、
子ども食堂の取組は、いろいろな顔を持っています。
このシンポジウムでは野尻先生をお呼びし、子ど
もたちの置かれている現状、講師が実践される取組
から見えてきたこと、また京都市内各地で取り組ま
れる実践の報告を通じて、子ども食堂に期待される
役割や効果を学ぶことを目的に開催します。
実践を知りたい方、もうすでに取り組んでいる方、
関心のある方などなど、みなさんのご参加をお待ち
しております。

［日時］  2月24日日
14:00～16:30（150分）

［場所］ひと・まち交流館 京都 第4・5会議室（3階）
［対象］  子ども食堂実践に関わる方、子育て支援に関わ

る方、児童館職員、教育関係者、子ども食堂に
ついて知りたい方など

［後援］京都市（予定）
 基調講演    子どもを真ん中に

～ほっとする場・学び合う場～
 講　　師    日本福祉大学 

社会福祉学部 社会福祉学科 准教授 
 野尻 紀恵 氏

定員
100名

参加費
無料

京都市内こども食堂
実践団体 3団体（予定）

|事|例|発|表| あおいこども食堂
　左京区下鴨・葵地域にて、2016年5月よりスタートした実践。
　「こども食堂」ですが「障害のある人が働く作業所」にも「配食サービス拠
点」にもなっています。地域団体や大学生ボランティア、様々な立場の人
たちが一緒に活動されています。

嵐山こども食堂
　右京区嵐山地域にて、2015年11月よりスター
トした実践。
　「美味しいから食べに来た」「何か手伝いたい」
「役に立ちたい」など、実践を知った人たちのさま
ざまな思いを受け止めながら活動されています。

1団体は
調整中

あおいこども食堂

嵐山こども食堂

● 京都市の子ども食堂実施団体へのアンケート調査「子ども食堂はいま」
（調査期間：2018年12月～ 2019年１月）報告も行います。

指定障害福祉サービス事業所（就労B型）
ハッピーハウス葵

ひと・まち
交流館 京都 3階

JR京都駅
【交通機関】 ●京都市バス4・17・205号系統「河原町正面」停留所下車
 ●京都市営地下鉄烏丸線「五条」下車、⑤番出口より徒歩約10分
 ●京阪電車「清水五条」下車、①番出口より徒歩約8分
 ●立体駐車場　最初の1時間410円、以後30分ごとに200円
 　（混雑が予想されますので、できる限り公共交通機関をご利用ください）
【開所日時】 ●月～土：午前9時～午後9時半　●日・祝：午前9時～午後5時
 ●休館日：第3火曜日（祝日にあたる時は翌日）、年末年始

本 誌 に 関 す る
ご意見・ご感想を
お待ちしています

京都市社会福祉協
議会は、KESステッ
プ2を取得し、環
境負荷低減につと
めています。

2

見やすく読みま
ちがえにくいユ
ニバーサルデザ
インフォントを
採用しています。

〒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（河原町通五条下る東側）「ひと・まち交流館 京都」3階

京都市福祉ボランティアセンター
〈設置〉京都市　〈運営〉社会福祉法人京都市社会福祉協議会

 TEL  075-354-8735　 FAX  075-354-8738
v.info@hitomachi-kyoto.jphttp://v.hitomachi-kyoto.jp/


