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ボランティア×子どもの居場所表紙特集

笑人カフェどんげね？ ～子ども食堂～
　子どもを、地域に、大人に、つなげる。天ぷらや笑

わろ
人
うど
のもう一つの顔です。自身

もハンディをもつ娘の親である店主が、「障がいのある子どもが気軽に外食できる
場所を作りたい」と始められました。「いろんな人がいるんだということ。そこで出
会う人・食・もの・縁を大切にしたい。つながりをどれだけ持てるかで、人生の豊
かさが変わっていくのではないか」と話されています。家庭では作りにくい本物の
だしを味わってもらうこと、嫌いな食べ物もおいしく食べてもらえることにもこだ
わって。活気とおいしい匂いが新しい出会いを結びます。

春の特別号
2019 年 5 月

問合せ  
笑人カフェどんげね？
～子ども食堂～
山科区日ノ岡鴨土町43-14
Tel：075-595-6570
活動日：第2土曜日　12:00 ～ 14:00
料　金：子ども 200円　大人 寸志
※ 障がいのある子どもから大人までを対象と

し予約制。詳細はお問い合わせください。
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子ども食堂はいま子ども食堂子ども食堂
実践団体への
アンケート

　京都市内で広がりをみせている子ども食堂（子どもの居場所）の
取り組みについて、その全体像を明らかにすることを目的に、京都
市・京都市各区社会福祉協議会と連携し、京都市内78団体へのア
ンケート調査を行いました。その結果を一部抜粋してお届けします。

［調査期間］2018年12月～ 2019年１月／回収数67団体（回収率85.8%）

2013年に『子どもの貧困対策の推進に関する法律』が成立され、“子どもの貧困”やその対応策
が多く聞かれるようになりました。京都市の子ども食堂・子どもの居場所は2016年以降、飛躍
的に増えています。取組内容として9割の団体が食事を提供をしていますが、学習支援を加える
など、子どもをめぐるさまざまな問題意識がうかがえます。

活動の母体では、実行委員会をはじめ、社会福祉協議会や商店街、大学生、NPOなどが見られ、
さまざまな主体がかかわる取り組みとなっています。また社会福祉法人である社会福祉施設は地
域貢献活動として取り組まれていることも注目されます。運営スタッフはボランティアとして、
所属や肩書などにとらわれず、“関心があって参加する”方が多いようです。子どもに対する活動
でもあり、スタッフには、元教師や元保育士、学区社協や民生委員の方も。地域の理解を得なが
ら活動しているということがうかがえます。
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子ども食堂を
支援して
います！

　京都市では子どもの居場所アドバイザーや補助金を実施してい
ます。これから始めようと考えておられる方も今運営されている
方も、悩まれずにいろいろなところに相談いただきながら取り組
んでいただけましたら道は開けると思っています。よ
ろしくお願いいたします。

京都市子ども若者はぐくみ局子ども家庭支援課
貧困家庭の子ども対策係長　野村さん

お手伝いした子どもは
無料という食堂も

対象者を子どもに限定しているのは22団体。子どもとその保護者が一緒に参加という食堂、「ど
なたでもどうぞ」という食堂も数多くあり、それら子ども食堂は、地域住民の交流できる場にも
なっているようです。参加費について子どもは無料や定額、大人は有料とする食堂が多いという
傾向になっています。

対象・参加者

冊子「子どもの居場所づくりのすゝめ」あります！
デジタル版　https://www.city.kyoto.lg.jp/digitalbook/page/0000000310.html 

はい
22団体

いいえ
45団体
どなたでも
保護者
高齢者
近隣の方

（）

子ども無料
33団体有料

34団体
100円～300円100円～300円

対象者を子ども限定にしているか？
（67団体中）

参加費
（67団体中）

●地域貢献 7
●親への支援
（ひとり親、子育て母親） 6

●多世代交流が
できている 11
●子どもや親と
つながりができた 10

●楽しい空間づくり ５
●子どもとのコミュニケーション
（あいさつ・声かけなど） 4

●困りごと、課題を抱えた
子どもの参加が少ない ６
●参加者数が
予測できない 6

設立のきっかけ 困っていること工夫・大切にしていること良かったこと、やりがい

参加費平均
▶  子ども（0歳～高校生）
団体数…32　平　均…¥196.9

▶  大人（18歳以上）
団体数…39　平　均…¥333.3

居場所づくり

26

人とのつながりがで
きている
19

交流・つながり

20
担い手不足

20
例：事務作業、調理
HP作成、学生

子どもを
放っておけない
17

子どもが楽しみ、
喜んでくれている
13

安心できる
場つくり
12

運営資金の
確保
14

一緒に食事をする
機会を提供
7

居場所になっている
（安心して過ごせる）

11

食育
9

子どもに対する専門的
な知識を習得したい

6

自由記述でご記入いただきました（複数回答・主なもの）

　この調査から、子ども食堂・子どもの居場所はみんなの「子どもを放っておけない」という気持ちが共鳴して、子どもだけ
でなく親や高齢者や地域の人を巻き込んで、広がっていることがわかりました。その取り組みもさまざまで、みんなの問題意
識や工夫、個性が発揮されています。一方で担い手や資金面など、課題も見え始めています。
　子どもが健やかに育まれる場所であるために、ひとりの想いも取りこぼさないために、できることはなんでしょう？京都市
福祉ボランティアセンターでは、この調査結果を踏まえ、引き続き「子ども食堂」を支援してまいります。
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イベント報告

子どもの居場所づくり　シンポジウム

子どもを中心に
輪を広げませんか
京都市内でも広がっている「子ども食堂」の取り組み。その実践に関わる方
や、関心がある方に向けて、子ども食堂に期待される役割や効果を学ぶこ
とを目的に開催いたしました。

子ども食堂から地域食堂へ

　子ども食堂は全国的に広がっていますが、これは私たちの
地域の子どものことをもっと知りたい、それだけじゃなくて
子どもも障害者もお年寄りも含めて、地域で誰もが笑いなが
ら暮らしていきたいという思いが再認識されてきたからでは
ないでしょうか。思いがけない出来事で幸せな家族がガタガ
タと崩れていく、そんな家族はたくさんおられます。家族が
崩れてしまっても、丸ごと支援できるような地域づくりが、

今こそ本当に求めら
れています。さらに
言えば専門職は私も
含めて固定観念にとら
われがちです。そこに専
門職ではない力が備わるこ
と、専門職と地域の人たちが“子ども
たちを見守ってるよ”という姿勢の取り組みがあってこそ、当
事者の声が聞こえてくると思います。

誰でも一人では幸せになれない

　全国の支援者から見聞きさせていただいたことをもしまと
めるなら、「人は本当に誰でも一人では幸せになれない」とい
うことです。みんなが笑顔になれる場所では何が起こってい
るのでしょうか。そこには、固定化されない関係性がありま
す。それが小地域にあって、子どもたちがのびのびと、大人
にも文句が言えたり、自分よりもっと小さな子のお世話がで
きたり、非常に豊かな場になっている。そういった経験の積

み重ねが、子どもたち自身が自分の力で変容していくことが
できるような取り組みにつながっていく。だから、これから
子ども食堂を立ち上げたいと思っておられる方は、何か一つ
で大きなことを解消しようというのではなく、自分たちの活
動はこういうところを意識してやってみようとか、こういう
ところに力を発揮しようとかイメージしていただけたらと思
います。子どもたちには食堂も学習も遊び場も全部必要なの
です。そのうちの何かを担うような場づくりを考えていただ
けるととてもありがたいです。

基調講演

講　　師

子どもを真ん中に ～ほっとする場・学び合う場～

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
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京都市内子ども食堂

実践団体
事例発表

京都市内で子ども食堂を実践されている３団体の皆様に発表していただきました。
それぞれ個性を大事にされた取り組みで、これから活動を考えておられる参加者
にも、子ども食堂のさまざまな可能性を自由にイメージしていただきました。

ダイニングあんさんぶる  
わこう

［開　設］2016年12月
［所在地］  社会福祉法人　南山城学園 

デイサービスセンターわこう
［活動日］  月１回　夕方：第３木曜日 

日中：日曜日
［定　員］夕方：15名　日中：20名
［料　金］  子どもお手伝いで無料 

保護者300円

子どもたちが声をかけてくれる 
 ［報告者］細見正枝さん
　この頃は子どもたちから声をかけてもらえるようになり
ました。食堂にはお年寄りもみえますので、昔のことや戦
争の話などは興味深く聞くようです。ひとり親家庭の方も
来ておられます。これからもそういう方たちが来てもらえ
るよう続けていきたいです。参加者が少ない時の不安もあ
りますが、1人でも来られるならやめるわけにはいかないと
思っています。

化学調味料の味しか知らないと、出汁をまず
いと感じるらしいです。食べたことないというの
もあるので、和食もがんばってほしいですね。

誰でも分け隔てなくということでお父さん
の力に感動しました。お手伝いしてくれる
方に気をつけてほしいことはありますか？

社会福祉法人が地域
貢献をということで法律
でも打ち出されていま
すがどうやったらいいか
悩まれましたか？

社協さんと一緒にできるこ
とで、安心して取組めます。
今後、社会福祉法人が地
域により近い存在になれる
ように努力していきます。

なかには和食が好きな子もいる
んですね。酢の物とか白和えと
か。そういうときは嬉しいです。

本人が困っていたら、後から事情を説
明することもあります。参加するみんな
で色んな話を共有できたらと思います。

コーディネーター 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

あおいこども食堂
［開　設］2016年５月
［所在地］  就労継続支援事業所B型 

ハッピーハウスあおい
［活動日］第１・３日曜日 12:00～15:00
［料　金］子ども100円／大人500円

嵐山こども食堂
［開　設］2016年11月
［所在地］  右京区嵯峨折戸町20-7 

美雲荘１階 弁当「うま小屋」
［活動日］第３日曜日
［料　金］子ども100円／大人300円

支援する側とされる側の線引きはいらない 
 ［報告者］髙畑高嗣さん
　僕は施す側と施される側のような線引きはいらないと思って
います。「ここで僕たちが朝手作りした温かいご飯がありますよ、
よかったらどうぞ」くらいの意味です。手伝ってくれる人にもマ
ニュアルがなくても感じ取ってほしいとお願いしています。これ
からは、行政やフードバンクなどとさらにつながっていくことが
必要と思っています。貧困・虐待・育児放棄はどこにでもある
ことだと思いますし、子ども食堂をやり続けていくことで、世間
が無視できないような状態になっていくかなと思っています。

和気あいあいと食事をする機会を
［報告者］ 春日野学区社会福祉協議会　林 信子さん・林 サヨ子さん
 社会福祉法人南山城学園障害者施設 輝

かがやき
 生活支援員　谷口 優太さん

　育ち盛りの子どもたちに十分な栄養と大人数で食卓を囲む楽しさを知ってもらうこと、
子どもたちが安心して過ごせる地域の居場所づくりを多世代の参画を得て進めることを
コンセプトに実施しています。春日野社会福祉協議会の方が調理してくださるおかげで
手作り感ある家庭的な味が出せ、子どもたちも毎回楽しみにしています。職員は子ども
たちとのびのび遊べる環境ができています。食事のマナーや生活のことなども地域のみ
なさんから教えていただいき、子どものいろいろな表情を引き出していただいています。
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子ども

　こども元気ランドで親子の遊びや交流の支援をしたり、子育て
図書館で返本や書架の整理、おはなし会で絵本の読み聞かせをし
ていただきます（１回２時間半程度）。
１.説明会
　 いずれかの日でお申込みください（受付は開始20分前から）
　 ５月16日（木）9:50 ～ 11:45
　 ５月18日（土）9:50 ～ 11:45
２.養成講座
　 基礎編・実践編・実習編が数回あります。
　 ６月～９月中旬

　ハンディのある子もない子も、共に遊んで食べて、楽しんでい
ます。子どもたち青年たちと仲良くなって一緒に遊んでくださる
方を求めています。

今後の予定 5月12日（日） 比良げんき村でバーベキュー！ 
 5月26日（日） サントリービール工場見学 
 6月30日（日） たかのおもちゃライブラリー 
 7月14日（日） 夏キャンプ顔合わせ 
 8月3日（土）～4日（日） 夏キャンプ in 近江舞子

※詳細はお問い合わせください。

所 ���京都市子育て支援総合センターこどもみらい館�
���地下鉄「丸太町」徒歩5分、市バス「烏丸丸太町」徒歩3分
���2019年10月１日時点で18歳以上の方　¥ ���無料

京都市子育て支援総合センターこどもみらい館 事業課
中京区間之町通竹屋町下る楠町601-1

 075-254-5001 FAX.075-212-9909
 https://www.kodomomirai.city.kyoto.lg.jp/

���例会（月1～2回、日曜日）
所 ���山科青少年活動センター・京都市障害者スポーツセンター
���場所等については下記にお問合せください
¥ ���昼食代など若干の実費を参加費としていただいています
山科タンタンおもちゃライブラリー（担当：板野）

 090-6246-8014　  ita-nontan.leo@docomo.ne.jp

こどもみらい館
子育て支援ボランティア募集

中
京
区

 子どもに元気をもらえます！ 

タンタンおもちゃライブラリーで
遊ぼう

山
科
区

 楽しい仲間が待ってます！ 

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

笑人カフェどんげね？
～子ども食堂～ 
ボランティア

巽 久代さん

笑人カフェどんげね？
～子ども食堂～ 
ボランティア

池田 登美子さん

ご近所の私にできることをお
手伝いしています。参加者と地域の架
け橋になれたら嬉しいです。

介護の仕事をしていた経験
を通し、何か役に立てたらとボラン
ティアとして参加しています。スタッフも
参加者も、対等に楽しめるこの場所はとて

も心地よいです。
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障がい

　毎月第2日曜日は、大きな体育館で楽しくスポーツをしましょ
う！ スポーツの好きな人、人と話すのが好きな人、老若男女問
いません。京都障害者スポーツ振興会へお問合せください。
★バスケットボール ★スポーツ吹矢 ★卓球
★バドミントン ★トランポリン ★輪投げ
★車いすハンドボール ★ボッチャ ★風船バレー
★フライングディスク ★ビームライフル ★パラバルーン
★卓球バレー ★サウンドテーブルテニス 等
※体育館シューズを持参ください。
◦7月14日（日）は記念行事「つどい550」です。お楽しみに！

���毎月第２日曜日
所 ���島津アリーナ京都（京都府立体育館）　北区大将軍鷹司町
���市バス「府立体育館前」すぐ、または「大将軍」徒歩３分�
JR「円町」徒歩８分
���ボランティアしたい！　何か協力したい！　スポーツ大好
き！　一緒にスポーツしたい！　しゃべるの大好き！　障
害者スポーツに関わりたい！方など

申 ���不要
一般社団法人　京都障害者スポーツ振興会

 075-712-7010（休み：日・火・第３金曜日）

障害者スポーツのつどい
ボランティアスタッフ募集中

北
区

 楽しくスポーツしましょう！ 

高齢

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
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ボランティア活動って
どうしたら始められますか？
ボランティア活動は自分の好きなことから 
始められます。
　特技のピアノ演奏を生かして施設で活動をする、好きな地元のため
に清掃活動を始める、など様々です。そして“感謝”の言葉が一番の
励みになります。自分だったら何ができるか考えてみましょう。

　デイサービスセンターで過
ごされる利用者さんとゆった
りした時間を一緒に過ごしま
せんか？
　ご自身の得意分野を活かし
て活動してみませんか？

【活動内容例】
　園芸、将棋、手芸、演奏、
踊りなど趣味や特技を活かし
た活動、外出レクリエーショ
ン、行事やレクリエーション
のお手伝い、お風呂上がりの
整髪など、できる範囲でお願
いします。
　この他にも皆さんのできる
ことをお尋ねして活動してい
ただきます。たくさんのご応募お待ちしています。

���月曜～土曜　8:30から17:15のうち、一日または半日でも
一時間でも大丈夫です

所 ���太秦老人デイサービスセンター
���地下鉄「太秦天神川」徒歩5分

申 ���お電話にてお問合せください
太秦老人デイサービスセンター（担当：堀内）
右京区太秦森ケ前町22-3

 075-865-8435 FAX.075-865-8437

デイサービスセンターの
ボランティアさん募集

右
京
区

 新しいことはじめてみませんか？ 
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　資格や経験は一切不要です！
短時間でもOK! 初めての方も
大歓迎です。
　レクリエーション補助、ご利
用者のお話し相手、施設内の清
掃などご希望にあった活動をし
ていただきます。特技（将棋や
歌、絵画や習字など）を活かし
た活動も大歓迎です。

【活動場所】
①デイサービスセンターつるさん・かめさん（北区大宮）
②西賀茂デイサービスセンター（北区西賀茂）
③ショートステイにしがも（北区大宮）
④グループホームほっこり庵（北区大宮）
⑤グループホーム一乗寺ほっこり庵（左京区一乗寺）
皆さんも一緒に活動しませんか？お待ちしています！
※昼食またはおやつを無料提供（活動時間による）

備 ���ボランティア保険要加入（費用は法人負担）
医療法人社団都会（担当：豊嶋）
北区大宮南田尻町59　医療福祉複合施設にしがも3階

 075-493-2628 FAX.075-493-5584
 Info@miyakokai.or.jp

高齢者施設でのボランティア募集！
北・左
京
区

 あなたの笑顔で社会貢献！ 

　高齢者施設等で、ハーモニカ演奏のボランティア活動をしてい
ます。
　ハーモニカの音色に合わせて、皆さま
がよくご存知の童謡や唱歌を歌って盛り
上げてくださる方を募集します。私たち
と一緒に楽しく活動しませんか？事前に
ハーモニカと合わせて練習をするので、
ご安心くださいね。

所 ���京都市内の依頼先
¥ ���要交通費　行事参加の場合は参加費
備 ���ボランティア保険は任意です　各自でご加入ください
関西ハーモニカ連盟（担当：田中）
FAX.075-331-1033

童謡・唱歌を一緒に歌いませんか？
仲間を大募集♪

京
都
市
内

 ♪ハーモニカの音色に合わせて♪ 

　レクリエーションの時間に高齢者の方と一緒に囲碁等をしてく
ださる方、皆様の前で茶道・マジック・体操など披露してくださ
る方を募集しています。
◆依頼内容◆
◦楽器の演奏　◦手品　◦音読　◦囲碁　◦将棋　◦合唱 
などなど♪
　もみじの家は少人数ですが、毎日賑やかに過ごしています。
ぜひ一度、遊びに来てください！

所 ���社会福祉法人洛東園　�
小規模多機能サービス「もみじの家」
���京阪「七条」徒歩7分
¥ ���交通費※要ご相談
社会福祉法人洛東園　小規模多機能サービス 

「もみじの家」（担当：橋本）
東山区本町4丁目130番　ヴォールベフィンデン1F

 075-533-1007 FAX.075-533-1008

高齢者の楽しみ作りに
協力してくださる方募集中！

東
山
区

 はじめての方も大歓迎！ 

　年間通して高齢者施設８カ所に「みんなで歌いましょう」の訪問
をしています。一度見学にいらっしゃいませんか？
♪レッスン：毎週木曜日　代表者自宅（山科区）
♪メンバー：10人で楽しく活動しています
♪内　　容：童謡、唱歌、歌謡曲など

所 ���山科、伏見、醍醐　高齢者施設
サロン・エーデル（代表：西田）

 090-8387-5259

一緒に活動しませんか？
楽器伴奏できる方募集しています！

 和気あいあいで盛り上がっています 
京
都
市
内

「訪問先の方々にとても
喜んでいただいていま

す。職員の方も一緒になって楽
しんでいただくので、とてもや
りがいを感じます」

わくわく

ボランティアボイス
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イベント・講座

　WOMEN'S RA（ウィメンズRA）は女性のための新しい「リウ
マチ患者会」です。リウマチ患者さんが一人で孤立することなく、
同じ悩みや辛さを持つ患者同士が交流できるコミュニティです。
　第1回目の交流会を京都で開催します。他人には理解してもら
えない苦しみを話して、心を軽くしませんか？

　「わらじ医者」の愛称で親しまれた早川先生（昨年６月逝去）が自
ら患者になり、死を見つめた時、現在の医療や介護について何を
感じ、何を伝えようとされたのでしょうか。
　「こんなはずじゃなかった」とは何を指しているのでしょうか？
一緒に考えてみませんか？
◦講師：早川さくら 氏（フリーライター）

���６月９日（日）14:00～16:00（受付：13:30～）
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
���女性のリウマチ患者（家族の参加可、�
小さいお子様や乳幼児連れもOK）

¥ ���１人200円（お菓子、飲み物代として）
申 ���件名「交流会の参加申込」とし、①氏名�②罹患年数��
③お住まいの地域�④参加人数を明記の上申込

WOMEN'S RA（ウィメンズRA）（担当：荒木）
 womens.rheuma@gmail.com
 http://womens-rheuma.hatenablog.com

���５月18日（土）14:45～16:30
所 ���ひと・まち交流館京都　２階�第１・２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

¥ ���会員外500円　定 ���60名
申 ���事前にFAXまたはメールで申込�
先着順　※定員を超えた場合のみ連絡いたします

きょうと介護保険にかかわる会（担当：竹山）
中京区壬生賀陽御所町3-20　賀陽コーポラス809

 075-821-0688
 npokakawarukai@helen.ocn.ne.jp
 http://npokyoto.ec-net.jp/kaigo/

第１回
女性リウマチ患者のための交流会

下
京
区

 新しい出会いを求めて 

きょうと介護保険にかかわる会5月総会記念
講演「早川一光の『こんなはずじゃなかった』」

下
京
区

 長女の早川さくら氏にお聞きする 

　梅小路公園や公園周辺道路の清掃活動に参加しませんか。美し
く親しめる地域づくり、ボランティア活動へ多くのご参加をお待
ちしています。
★参加していただいた方へ飲み物を用意しています。
★  参加者へパスポートを配布しています。参加毎に1つスタンプ

を押します。集めたスタンプの数に応じてお楽しみがあります。
　 ゴミのポイ捨てはやめましょう！ 不法投棄は犯罪です。自分

のゴミは持ち帰りましょう。

���毎月１回、日曜日に活動中　�
8:00から１時間程度�
※雨天中止

所 ���梅小路公園南、ちびっこ広場、周辺道路�
（大宮通高架下に集合）
���市バス「七条大宮・京都水族館前」徒歩５分�
JR「梅小路京都西」徒歩10分

備 ���※８月・１月はお休み�
※��10人以上のグループで参加の場合は事前にFAXかメール
でお申し込みください

NPO法人京のまち・梅小路を美しくする会（担当：糀
こうじた

田）
 075-343-0582 FAX.075-343-0583

 umekouji@marubayashi-8.co.jp

梅小路公園や公園周辺道路の清掃活動
下
京
区

 未来の子どもたちのために地球環境を守りましょう！ 

その他

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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　ミツバチみっちゃんによる、
幼児向け10分程度のステージ
ショーを提供します。

〈プログラム例〉
みんなで歌おう♪
　しあわせなら手をたたこう
一緒におどろう♪
　みっちゃん体操
ミツバチみっちゃんとは？
　ぬいぐるみを作るお手伝いを
している８歳の男の子。なでなでしてあげると喜ぶよ。みんなで
歌って踊れば心ぽかぽか幸せいっぱい！たくさんのお友達に会う
ことを楽しみにしています。

所 ���保育園、幼稚園、病院、施設
¥ ���無料（CDプレイヤー、マイクの準備をお願いします）
申 ���事前打合せにて、シナリオ内容の確認やステージの広さ、
高さ、控え場所の確認などさせていただきます

GSクラフト（担当：大石）
 075-371-3188　FAX.075-371-3110

 ask@gs-japan.net

ミツバチみっちゃん出張ふれあいプロジェクト
～子ども虐待防止オレンジリボン運動共催企業　株式会社GSクラフト主催事業～

京
都
市
内

 癒しと喜びをお届けします 

区ボランティア
センター　　からの情報

　障害のある女性のちょっとした困りごとを
サポートしてくださる方を募集しています。

【活動内容】
①北区内の通院の付き添い　②右京中央図書館への同行
③  パソコンを用いたお手伝い（ワードで文章をおこす作業、検索

など）
　性別・年齢不問、上記のいずれか１つ、短時間でも構いません。
優しく楽しく一緒にお話ししたりして過ごしてくださる方を募集
しています。

所 ���①北区��②右京区��③パソコンができる場所、ご自宅でも可
���交通費は全て自己負担

右京区ボランティアセンター（担当：松田・松山）
右京区太秦森ヶ前町22-3

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

障害のある方への支援
ボランティア募集

北・右
京
区

 本が好きな方お話ししましょう！ 

　毎回どんな楽しい遊びが飛び出すかはヒミツ（＊^_^＊）
　親子でいっぱ～い、楽しい遊びの体験をしよう！
★ベビーマッサージ ★おんぶ体験
★手作りおもちゃ ★寝ころびアート写真
★絵本、手遊び ★ペープサート
★ふれあい歌遊び ★リズム遊び
★プチコンサート ★ママの骨盤体操
★ママとベビーのヨガ

ステップ1　  親子ふれあいタイム 
みんなで観よう！紙芝居 
親子でカンフー

ステップ2　親は学ぼう、こどもはあそぼう
◆パパ・ママ向けセミナー
　「幸せ家族になる！自己肯定感の高め方」
　（日本ほめる達人協会認定講師：高橋 明之氏）
◆こども
　あそびスタンプラリー、わなげ、ペットボトルボウリングなど
ステップ3　親子で歌おう　みんなニコニコ楽しい音楽
※託児コーナー、授乳室もあります。
※絵本のプレゼントもあります。

���毎月第１金曜日（５月、１月を除く）11:00～12:00�
★遊んだ後は会場にランチを持ち込み、�
　一緒に食べよう（最大延長13:00まで）

所 ���ナーシングケアホームおとく（北区小山南上総町7）
���地下鉄「北大路」「鞍馬口」下車、徒歩６分
¥ ���参加費300円（1家族）　※子どもの預かりはありません
京都ピアノとうたの音楽ひろば

 080-9161-1580　  chopinpetite@gmail.com

���６月１日（土）13:00～16:00（12:30開場）
所 ���㈱PHP研究所京都本部�７階ホール
���JR・近鉄「京都」徒歩５分　¥ ���１組につき500円

定 ���30名（先着順、お子さんの年齢・人数は問いません）
申 ���①参加者全員の氏名�②お子さんの年齢��
③住所・電話番号をご記入の上、申込

備 ���締切　５月24日（金）
全国PHP友の会事務局
南区西九条北ノ内町11

 075-681-4519
（平日 9:00～17:30）
FAX.075-672-9134

 syakai@php.co.jp
 https://www.php-fc.jp/news/oyako20190601

わくわく！あそびの広場北
区

 親子で楽しんで！ 

今年も開催します！
親子であいフェスタ2019

南
区

 親は学ぼう、こどもはあそぼう 

◀ 昨年の様子と 
参加者の声を 
ホームページにて 
公開中！ ボランティア提供
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　私たちは50歳～ 100歳までのシニアミュージカル劇団です。
出前ミュージカルでは次々と演目が登場しますので、飽きること
なく楽しんでもらうことができます。婦人会や敬老会向けの演目
と、介護施設や作業所などでの演目は、多少中身を変えることが
できますのでお気軽にご相談ください。
内　容：  参加型のミニミュージカル、ダンスメドレー、簡単な体

の体操など
時　間：40分～ 50分程度
場　所：  3m×5m以上の上演スペース 

（ステージは必要ありません）
準備物：ありません。音響機材などは全て持ち込みます。

　ショベルカーランド京都で体験できる機器を、ぜひあなたのイ
ベントでも実施してみませんか？ ショベルカー、タワークレー
ン、ホイールローダーなど、工事現場で活躍している機器たちの
ミニ版を体験できます。遊具の種類はいくつかあり、なかにはリ
ハビリや福祉施設でのレクリエーションで楽しんでもらえる遊具
もあります。
　いつもと違う企画をしたい、イベントの体験コーナーを担って
ほしいなど、まずはお問い合わせください。

���随時　¥ ���運搬費等として１万円程度�※要相談
申 ���公演希望日の２ケ月前までに電話またはメール
NPO法人 シニアミュージカル発起塾

 0120-86-2615（平日10:00～18:00）
 hokkimail2000@hokkijuku.net
 http://www.hokkijuku.net/

���随時
所 ���遊具のため、実施にはある程度のスペースが必要�
まずはご相談ください

¥ ���遊具搬入などの費用、実費など（ご相談に応じます）
申 ���まずはお問い合わせください
ショベルカーランド京都（担当：本田）

 075-874-5206
 kazimaku@yahoo.co.jp
 https://localplace.jp/t000174333/

笑顔を届ける出前ミュージカル
京
都
市
内

 エンジョイ！シニアミュージカル!! 

ショベルカーなどの体験を
してみませんか？

京
都
市
内
他

 子どもに大人気！ 

京都市福祉
ボランティアセンター
〈TEL〉075-354-8735
〈FAX〉075-354-8738

取扱代理店
株式会社 エスアールエム
専用ダイヤル
075-255-0883
〈TEL〉075-255-0881
〈FAX〉075-255-0882

引受保険会社
三井住友海上
火災保険株式会社

 

この広告は保険の特徴を説明したものです。詳しくは商品パンフレットをご覧ください。

レクリエーション・イベント開催時に福祉行事保険
福祉事業をされる方のための福祉事業総合補償制度
まごころワイドもあります。

新年度スタート！

勇気ある一歩を支える「安心」
安心してボランティア活動を行うための心強い味方「ボラ
ンティア保険」は、ボランティア・市民活動を行う個人を対
象に、年度単位（2019年 4月1日～2020年 3月31
日※）でご加入いただける保険です。ぜひご加入ください！

※2018年度に加入し、2019年度も継続加入を希望される方は、更新手続きが必要
です。詳しくは、郵送される更新案内をご確認ください。

※ボランティア保険および福祉行事保険のパンフレットがそれぞれ別になっています。
福祉行事保険パンフレットをご希望の方は、社会福祉協議会窓口にお越しください。

問合先・申込先

2019
年度

ボランティア
活動保険ボランティア保険

基本プラン （保険料一名につき）
Sプラン

250円
Aプラン

300円
Bプラン

500円
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京都市福祉ボランティアセンター @kyoto_vora

月刊誌「ボランティアーズ京都」で
仲間がふえる！活動がひろがる！

京都市内の区役所や図書館、福祉施設、郵便局などに配架されています。
福祉ボランティア活動の募集情報、イベント案内など、みなさんの団体活動を広報してみませんか。

●ボランティアーズ京都に掲載していただき想像し

ていた以上に問い合わせがありました。

●掲載していただいてから、予想以上の反響でとて

も喜んでいます。

●無料掲載なので、毎年利用させてもらっています。

●紙媒体で中高年層、ネットで若い世代に見ていた

だいていることを感じます。一度の依頼でどちらに

も掲載いただけるので幅広い世代にPRできるのが

ありがたいです。

●一度目にしてもまた今度にしようと思っている方も

多いのではないかと思います。一年に１、２回掲

載することで思いきってやってみようかなと行動起

こされるかもしれないので、また依頼したいと思い

ます。

●ひきこもりの娘さんに、これ読んでみて楽しいこと

いっぱいあるよと１部差し上げました。

●こちらの広報リストにない先にも、広報いただけ

るので新しい方に来ていただくきっかけになって

います。

掲載団体からこんな声をいただいております ！「情報発信シート」にてご依頼ください ！
ボランティア活動をしてみようと考える人は、以下のことが知
りたいといわれています。

便　益
何のために 

なる？

コスト
負担は 

どのくらい？

他　者
どんな人が 
関わってる？

自己効力
自分に 
できる？

╲お申込みはカンタン !╱

だいじな活動を広めたい！

いっしょに効果的な広報を

考えましょう♪

大 事 な お 知 ら せ

このたび月刊誌「ボランティアーズ京都」への掲載申込締切りが変
更となります。長年ご依頼くださっている皆様にはたいへんご迷
惑をおかけしますが、よりよい誌面作りにご協力いただきますよ
う何卒よろしくお願いいたします。

※12・１月号は合併号のため、締切りは10月31日となります。
※２号連続での掲載は不可となります。

９月号から

前々月末日正午
例）９月号掲載の場合、申込締切は７月31日

新

月刊誌「ボランティアーズ京都」へ情報発信をご依頼くださるみなさまへ
前月10日正午旧

締切りが変更になります9月号より

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/


