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ボランティア×子どもの居場所表紙特集 あおいこども食堂
　おもに精神に障害のある人が働く作業所であるハッピーハウス葵を会
場に「あおいこども食堂」は開催されています。一見すると普通の民家で
すが、ある時は障害のある人が働く作業所、またある時は高齢者の配食
サービス拠点、そして「子ども食堂」にもなる、いろんな顔を持つ施設です。
徒歩や自転車で、近所の親子連れや小学生たちがやって来ると、静かな
作業所が子どもの遊び場に変身。地域住民ボランティアや、大学生ボラ
ンティア、様々な立場の人たちが集う子ども食堂は今日もにぎやかです。

FREE 無料
2019 年 4 月

問合せ  
あおいこども食堂（ハッピーハウス葵）
京都市左京区
下鴨北園町29-2
Tel・Fax：
075-702-9457

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

　不登校生徒の居場所で、子ども達と関わるボランティアです。
子ども達の成長を肌で感じられるので、継続す
ればするほどやりがいを感じられると思います。

　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、ドッジボールなどを
したり、遊びを通して楽しい時間を過ごしてください。

   週１回決まった曜日（火・水・金）
11:00～17:00の間で応相談

所    フリースクール　ほっとハウス
   近鉄「十条」徒歩10分
   20歳以上の大学生もしくは大学院生の方（女性）
¥    要交通費・行事参加の場合は参加費　定    若干名
備    ボランティア保険は任意です　各自でご加入ください
フリースクール　ほっとハウス
 075-672-3125

 gotohothouse@ybb.ne.jp
 http://www.geocities.jp/go_to_hothouse/

   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

フリースクール
ボランティアスタッフ募集

南
区

 子どもの大切な居場所の一員になれる 

障害のある子どもと遊びませんか？
京
都
市
内

 子ども達と楽しく遊びませんか 

何かするなら人の役
に立ちたいと思って参加

しました。無理なく気軽に、楽
しみながら活動させてもらって
います。

前からこども食堂に関
心があり、ネットで知りま

した。自分はお手伝いを楽しんで、
それが人に喜んでもらえるのは嬉
しいです。

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

いろんな人と話せて一緒
に過ごせるこの場所を、私自身
が楽しみながら参加しています。常連
が居たり、新しい人も居たり、人との

出会いが面白いです。

あおいこども食堂学生ボランティア
 しもお あやのさん

あおいこども食堂ボランティア 千葉さん

あおいこども食堂ボランティア 瀬﨑さん
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障がい
　学童クラブに来ている子どもたちと一緒
に遊んだり、お話をして楽しみましょ
う！現在、高校生からシニアの方ま
で幅広い年齢の方々がボランティア
に来てくださっています。教師をめ
ざす方はもちろん、子どもが大好き
な方、少しでも興味のある方はお気軽
にお越しください。元気な子どもたちが待っ
ています♪

   月～金 15:00～18:30、土・長期休暇 8:00～18:30
ご都合のつく時間で参加可

所    西陣児童館　    市バス「千本今出川」徒歩3分
西陣児童館（担当：野﨑）
上京区元誓願寺通千本東入元四丁目430-2
 075-451-8972　FAX.075-451-5700

 jidoukan@nishijin.org

児童館ボランティア
上
京
区

 子どもたちの笑顔たーくさん♪ 

わくわく

ボランティアボイス 今はやりの遊びやゲー
ムを子どもたちと一緒にでき、
ちょっとした子どもの成長にも気が

つけるとうれしくなります！
未来と希望が一杯

つまった子どもたちから
元気をもらってます！

（大学生 女性）（60歳 男性）

　「Belief」は年１回・春定期開催のイベントです。
　夢を追いかけ、自立を目指す若い世代と多彩なジャンルのプロ
のアーティストが共に同じ舞台で発表します。障害・性別・生育
歴に関わらず、全員参加で「分けない」空間を作ること、イベント
を通して子ども達が「諦めない」心を育むきっかけになることが私
達の願いです。
【活動内容】
●  ステージ周りの整備　●来場者誘導　●体験ブースの補助
【参加条件】①と②の条件を満たす方
①いずれかの日程のうち、1回参加できること
　4月６日（土）18:00 ～ 20:00　ボランティア説明会
　4月25日（木）  9:00 ～ 16:30　警備（舞台設営）
　4月26日（金）  9:00 ～ 16:30　警備（照明・音響搬入）
②4月27日（土）イベント当日に参加できること（時間帯は希望考慮）
　1日屋外での活動のため、動きやすい服装・水分持参

   4月27日（土）　13:30～20:30
所    世界遺産 真言宗総本山 教王護国寺　東寺（南区九条町1）
   近鉄「東寺」徒歩10分　JR・近鉄「京都」徒歩15分
   音楽・芸術イベントに興味のある方、幅広い次世代の子ど
もたちと関わりたい方歓迎します

一般社団法人 changes（担当：尼
あまさき
崎）

左京区静市市原町1151-36
 075-741-1405　FAX.075-231-1270

 changes.to.the.world@gmail.com
 http://belief-kyoto.com/

第2回 Belief 世界遺産 東寺フェス～未来の部
とプロの部による現代アートフェスティバル～

南
区

 京都発信で分けない社会を作る！ 

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

18

ボランティアセンターでは何ができるの？

福祉ボランティアに関する情報収集ができます！
　ボランティア募集している団体情報、イベント案内などのチラシをパークに
配架しています。（パークとは、ボランティアセンター内、誰もが無料で使え
る場所です）　気になるチラシを見るのもよし、さらにボランティアについて
詳しい話を聞きたいときはセンターの職員に相談してもよし！ボランティアを
したい人、している人にとって便利で活用しやすい場所を目指しています。春
とともに新しいこと、始めてみませんか。みなさんのお越しをお待ちしています。
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その他

　私たちのグループは
車いすを安心して利用
していただくために、
社協、特別養護老人
ホーム、病院等に出向
いて車いすの点検・整
備を行っています。
　施設の方、メンテナ
ンスに興味をお持ちの
方、車いす安全整備士取得を目指されている方、ていねいに指導
いたしますので、安心して気軽に参加してください。

   定例会　　毎月第四土曜日　10:00～12:00
活動日　　月曜～日曜日　　10:00～16:00（半日でも可）
活動頻度　月4～ 5回程度

所    活動先　主に京都市内の福祉施設など
   市バス4・17・205「河原町正面」すぐ、
京阪「清水五条」徒歩8分
   年齢性別問わず、誰でも参加いただけます
京都車いす点検ボランティア「スイマルク」（担当：谷口）
下京区梅湊町83-1　ひと・まち交流館 京都　長寿すこやかセンター気付
 090-4763-5058　  suimaruku@gmail.com

車いすの点検ボランティアを
募集しています

京
都
市
内

 車いすの点検・調整が学べます 

　市原寮は、特養・養護・ショート・
デイなどがある高齢者総合福祉施
設です。介護を必要とするご利用
者に、入浴・排泄・食事などの
介護サービスを行っております。

①  ご利用者との手作業やお話
し相手をしていただける方

②  年に1、2回、歌・コーラス・手
品などの余興をしていただける方

資格・経験の有無に関わらず、お気軽にお問合せください！

   月～日曜日（ご都合のよい日で）
①手作業・お話相手　10:00～12:00または14:00～16:00
②余興　14:00～15:00　※年に1、2回ほど可能な方

所    高齢者総合福祉施設　市原寮
   京都バス「市原駅前」より徒歩3分　叡山電鉄「市原」徒歩3分
※駐車場完備しています
   性別・年齢問いません　¥    交通費出します

備    ボランティア保険あります
高齢者総合福祉施設 市原寮（担当：三

み
角
すみ
）

左京区静市市原町1278
 075-741-2102　FAX.075-741-2633

 izimushitsu@itihara.or.jp　  http://www.itihara.or.jp/

高齢者総合福祉施設「市原寮」
ボランティア募集！

左
京
区

 地域の方々や学生の方々も活躍中♪ 

　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】
●麻雀やゲーム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    東山老人デイサービスセンター
   市バス「馬町」徒歩1分　京阪「清水五条」徒歩10分

申    お電話にてお問合せください
東山老人デイサービスセンター（担当：中村）
東山区渋谷通り本町東入鐘鋳町415-4
 075-541-6102　FAX.075-541-6106

デイサービス・ボランティア募集！
東
山
区

 新しいことはじめてみませんか？ 

高齢

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
　「わかちあい祭り」
は人と人とのふれあ
いと出会いの場です。
困った時はお互いさ
ま、みんなで手をつ
ないで、生きていき
ましょう。
　誰もが「同じいの
ち」を大切にされる
社会、生きていてよ
かったと思える社会を願って、第9回「わかちあい祭り」を開催し
ます。みなさまのご来場をお待ちしています。
【内容】 11:00 ～　オープニング
 12:00 ～　阿部ひろ江さんライブ
 13:30 ～　Chi-Ka-Tsuさんのライブ
 15:00 ～　ISSINさんライブ
 17:00　　 終了
　会員さんの手作り品、チャリティー販売のほか、似顔絵コー
ナー、わなげコーナーなど作ります。被災地、避難者、国内外の
いのちを支援する製品の販売も行います。

　京都駅前 龍谷大
学響都ホールにてス
マホやタブレットを
使って合奏します。
指１本で奏でられる
楽器アプリを使って
合奏するコンクール
です。
　参加したいけどタ

ブレットがない、持っているけど古くて音が割れるなど必要な方
にタブレットを差し上げます。問い合わせください。

　絵本はおとなにとっても、気づきや感動するきっかけになる
ツールになることがあります。読んでもらう体験、受講者さんた
ちが作り出す空間は心地よさを感じる時間となることと思います。
どなたでもお越しいただけます。日常から少し離れることの効果
も大きいと思います。
　絵本の世界へ遊びに来てください。
【講師】絵本セラピスト 今村清子さん

   5月３日（金・祝）11:00～17:00
所    ゼスト御池（京都市役所前地下街、河原町広場）
   地下鉄「京都市役所前」すぐ　京阪「三条」徒歩10分
¥    無料（募金箱を置きます）
特定非営利活動法人
ドネーションシップわかちあい（事務局）
 075-621-3128　  yume@donationship.org

   7月14日（日）13:00～16:30
所    龍谷大学 響都ホール（南区東九条西山王町31アバンティ9階）
   JR「京都」徒歩２分　    どなたでも
¥    参加費１グループ3,000円
NPO法人 花パソ（担当：馬場）
伏見区東町206
 075-612-6099

 infogassou@gmail.com　  http://www.hanapaso.jp

   4月16日（火）14:00～16:00
所    ギャラリー「ちいさいおうち」
（下京区四条室町角鶏鉾町478（SUINA前））
   阪急「烏丸」・地下鉄「四条」すぐ
   会場が2階、和室で受講可能な方
¥    2,000円（当日会場にてお支払）　定  7名
こころのまいはうす（担当：野々口）
 070-1741-9677　

 myhouse@abelia.ocn.ne.jp

チャリティー☆ライブ&バザー
わかちあい祭り！

中
京
区

 手をつなごう困った時はお互いさま 

第3回 スマホ&タブレット
合奏コンクール参加グループ募集

南
区

 だれもが音楽家！ 

りすくんのおとなの絵本セラピー®
下
京
区

 こころほのぼの絵本の世界へ 

　この講座は、ひと・まち交流館を拠点にして、区役所・社協・
施設・病院等で車いすの点検活動を行っている京都車いす点検ボ
ランティア「スイマルク」の皆さんに、指導していただきます。
　車いすに試乗した後、実際に車いすを触ってみんなで楽しく点
検方法を学びます。今まで車いすを触った経験のない方も、一度
講座を受講してポイントさえ掴めれば、点検作業は意外と簡単だ
と実感していただけると思います。
　車いすの点検ボランティア活動をして、車いすを利用している
皆さまに安全・快適・笑顔を届けてみませんか？

   5月17日（金）13:30～16:30
所    ひと・まち交流館 京都 3階 第5会議室
   市バス4・17・205「河原町正面」すぐ
京阪「清水五条」徒歩8分
   概ね50歳以上ですが、関心をお持ちの方はどなたでも
¥    無料　備    締切4月19日（金）
公益財団法人　京都SKYセンター（担当：武井）
中京区烏丸通丸太町下る　ハートピア京都2階
 075-241-0226　FAX.075-241-0204

 offi  ce@kyoto-sky.com　
 http://www.kyoto-sky.net

乗ってさわって車いす体験を！
下
京
区

 意外と簡単！車いすメンテナンス体験講座 
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　「地域で活動する自分たちにできることっていろいろあるか
も！」救急車が来るまでの間に周りの人が応急処置できれば救命
率は確実に上がります。実践しながら心肺蘇生やAEDの使用方
法等を学び、ボランティア活動中や普段の生活の中でのいざ！に
備えるための講座です。
【主催】山科区社協・山科ボランティアグループ連絡会

   4月22日（月）10:00～12:00
所    山科総合福祉会館　2階
   JR・京阪・地下鉄「山科」徒歩10分
   どなたでも　¥    無料　定    30名

備    締切4月12日（金）※先着順
山科区社会福祉協議会
西野大手先町2-1
 075-593-1294　FAX.075-594-0294

 fukusi08@mediawars.ne.jp

普通救命講習
山
科
区

 救急車が来るまでにできること 

　保育園、幼稚園、小学校、介護施設などで手品
を披露してふれあいや交流をしながら、楽しんで
いただけます。テーブルやテーブルクロスなど簡単なものをご用
意いただけたらと思います。（要相談）

OZe Magic（担当：尾関）　
 075-642-9482

手品を上演します
京
都
市
内

 素人の手品を楽しんでください 

ボランティア提供

区ボランティア
センター　　からの情報

　多くの患者、家族の方々に聞いていただきたい内容の医療講演
を開催します。
【講演内容】「知っておきたい！パーキンソン病患者が活用できる
制度」（講師：NPO法人京都難病連 社会福祉士　石井 小百合 氏）

   4月21日（日）13:30～15:00（受付13:15より）
所    ひと・まち交流館 京都 3階第4会議室
   市バス4・17・205「河原町正面」すぐ
京阪「清水五条」徒歩8分
   友の会会員・家族、パーキンソン病患者及び家族等
¥    無料　定    先着60名
申    当日会場にて受付（事前申込受付はしません）
全国パーキンソン病友の会　京都府支部事務局
（担当：佐竹）

 075-791-0987

医療講演「パーキンソン病患者が活用
できる制度」を開催します。

下
京
区

 いろんな制度を使い明るい明日を 

　要約筆記（文字通訳）とは、病院・役所・講演会等色々な場面で
の音声情報を文字に変えて「聴覚障害者」に伝える方法です。「要
約筆記（文字通訳）者養成講座」では、伝わりやすい文章にする方
法を、手書きコースとパソコンコースに分かれて学びます。
　「中途失聴・難聴者」のよきパートナーとして、要約筆記（文字
通訳）者をひとりでも多くの方が目指して下さいますよう心から
期待しています。
★受講希望者を対象に講座の説明会を開催します。
　講座の内容をよく理解していただくために、説明会の参加をお
すすめします。説明会当日も申込を受付ます。
【日　　時】４月14日（日）14:00 ～ 16:00
【会　　場】京都アスニー（京都市中京区聚楽廻松下町9-2）
【アクセス】市バス「丸太町七本松」徒歩2分

   当講座は、途中からパソコンコースと手書きコースに分か
れて履修するため、共通科目以外の日程はお問い合わせく
ださい（全11回）
共通科目：  5月12日（日）・19日（日）・26日（日）・6月1日（土） 

所    京都市聴覚言語障害センターなど（中京区西ノ京東中合町2）
   地下鉄「西大路御池」徒歩10分
   住所または通勤・通学先が京都市内で18歳以上の方
講座修了後認定試験を受けて要約筆記者として派遣に応じ
られる方

¥    テキスト代　3,600円　定    50名（先着順）
申    郵送・FAX・メールにて
①住所 ②氏名（ふりがな） ③性別 ④年齢 
⑤電話 or FAX番号 ⑥市外の方は勤務先 or 通学先を明記

備    締切4月27日（土）
特定非営利活動法人　京都市中途失聴・難聴者協会
（担当：橋本）
中京区西ノ京東中合町2　京都市聴覚言語障害センター
FAX.075-841-7771　  kyounanchou@gmail.con

要約筆記（文字通訳）を
学びましょう

中
京
区

 養成講座を始めます！ 

6 アイコン説明…  日時　所  場所　  アクセス方法　　　  対象　¥  費用　定  定員　申  申込方法　備  備考



各区のボランティアセンター
　みなさんのボランティア活動（NPO・市民活動）を、より身近な地域でサポートし、ボランティア活動を充実
していくことを目的に、京都市が設置し各区社会福祉協議会が運営しています。

　「ボランティアってなんかいいよね」そのように感じる方が、一人でも増える
ように、これらの活動に取組んでいます。ボランティア活動が暮らしの中に根
付いている、そんな社会になることを目指しています。お近くのボランティア
センターをぜひ一度のぞいてみてください！

ボランティア活動に関する
“さまざま”をサポートします！
ボランティア活動に参加したい人が誰でも参加でき
るように、住民ニーズの積極的な把握に取り組んでい
ます。活動にあたって必要なサポートを行い、いつで
も、どこでも、だれでも、ボランティア活動に参加で
きることを目指し事業に取り組んでいます。

はなし合う場づくり
（ネットワーキング事業）

区域の多様なボランティア・NPO市民活動団体等とつな
がり話し合う場づくりをすすめています。

  必要な機材や部屋の貸出、
ボランティア保険の窓口
（活動振興援助事業）

ミーティング等の部屋、機材などを貸し出ししています。
借りることのできる機材や利用については、区によって異
なります。お近くのボランティアセンターへお尋ねを！（裏
表紙の区ボランティアセンター一覧をご覧ください）

情報をお届け
（情報の収集・啓発事業）

広報物やインターネット等を活用して、広く住民やボラン
ティア活動されるみなさんへ情報をお届けします。

学びの場づくり
（人材育成・活動参画促進事業）

講座や体験学習など、活動への一歩をふみだせるような機
会をつくります。

想いをつなぐお手伝い
（相談・コーディネート事業）

「ボランティアしたい」をはじめとする、ボランティア活動
に関するさまざまなご相談をお受けしています。

？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？何をしているの
1

  必要な機材や部屋の貸出、
ボランティア保険の窓口5情報をお届け2

学びの場づくり3

想いをつなぐお手伝い4

京都市内の行政区ごとにボランディアセンターがあることはご存知ですか？

ボランティアセンターボランティアセンター
▼▼▼▼▼▼▼▼

災害に備えた取り組み
（災害対策のための環境整備事業）

いつ起きてもおかしくない災害に対し、災害ボランティア
活動に関する、さまざまな備えも行っています。被災者に
対するボランティア支援活動が円滑に行われるよう日頃か
らの関係づくり、人材育成などです。

災害に備えた取り組み6

お近くの
ボランティアセンターについては、
裏表紙ボランティアセンター一覧
をご覧ください。

★

★

★

★
★★

★

★
★

★

★ ★

★

★

★

★

★
使 っ て み よ う ★
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京都市福祉ボランティアセンター @kyoto_vora

京都
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北大路

国際会館

三条

祇園四条

出町柳

宝ヶ池

竹田

上鳥羽口

竹田

くいな橋

伏見 墨染

藤森

深草

伏見稲荷

鳥羽街道

稲荷

JR藤森

東福寺

太秦嵯峨嵐山

二条

西大路

太秦天神川

嵐電天神川

北野白梅町

帷
子
ノ
辻

嵐山

嵐
山

西院

西院

桂

大宮

四条大宮

山科

ファミリー
マート

周山中学校

京北第一
小学校

醍醐

区ボランティアセンターをご活用ください

北  TEL  075-441-1900
 北区小山上総町3

上京  TEL  075-432-9535
   上京区葭屋町通中立売下ル

北俵町317

左京  TEL  075-723-5666
   左京区高野西開町5

左京合同福祉センター内

中京  TEL  075-822-1011
   中京区大宮通御池下ル

三坊大宮町121-2

東山  TEL  075-551-4849
   東山区梅林町576-5

「やすらぎ・ふれあい館」内

山科  TEL  075-593-1294
 山科区西野大手先町2-1

下京  TEL  075-361-1881
   下京区花屋町通室町西入乾町292

下京総合福祉センター内

南　  TEL  075-671-1589
   南区吉祥院西定成町32

京都市南老人福祉センター内

西京  TEL  075-394-5711
  西京区樫原百々ケ池31-18

西京ふれあい地域福祉センター 1F

右京  TEL  075-865-8567
 右京区太秦森ヶ前町22-3

伏見  TEL  075-603-1287
   伏見区紙子屋町544

伏見社会福祉総合センター 2F

  TEL  075-575-2070
   伏見区醍醐高畑町30-1

醍醐老人福祉センター内

  TEL  075-852-0527
 右京区京北周山町下寺田1-1
右京
京北事務所

伏見
醍醐分室

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

区ボランティアセンターでは、ボランティアに関する相談・支援、助成金活用相談、
福祉の保険の受付などを行っています。お気軽にご相談ください。お待ちしています!!

1

2

3

4

5

6

7

8 11

9 12

10 13

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/




