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ボランティア×子どもの居場所表紙特集 やおいちゃんキッチン
　「ここに来たらひとつの家族」。カレーのおいしい匂いが立ち込めるやお
いちゃんキッチンのモットーです。商店街で見かける子どもたちにも、さ
まざまな生活環境があることに気付いた大人たちが協力し合って、少しで
も癒される時間を共有できればとの想いから始められました。毎回飛び交
う会話は「ご飯は５升で足りるかな？７升かな？」。子どもたちの食欲の旺
盛さに笑いとやりがいが尽きません。子どもたちがゆっくり過ごせて、楽
しくご飯が食べられる憩いの場となって。現代のあたたかい大家族が再現
されています。

問合せ  
やおいちゃんキッチン
北区大宮南田尻町58　第２池田ビル1F
801コミュニティ広場（御薗橋801商店街内）
Tel：075-493-3733
活動日：  毎月第１・４火曜日　16:30 ～ 18:30
料　金：３～ 12歳　無料

FREE 無料
2019 年 6 月

いつも自然体で ！

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

　小・中学生が施設に再現した「街」で、接客や販売などの仕事や
生活設計を構築する体験学習を通して、社会や経済のしくみなど
を学ぶ「スチューデントシティ学習」（小学校4～ 6年生対象）と
「ファイナンスパーク学習」（中学校・総合支援学校生徒対象）に
おいて、学習支援をしていただけるボランティアさんを募集して
います。
　特別な知識や経験は必要ありません。まずは、説明会にご参加
ください。

   平　日　9:00～15:00（月１～２回でも大歓迎！）
説明会　６月20日（木）10:00～12:00

所    京都まなびの街生き方探究館
   地下鉄「丸太町」徒歩８分
市バス「府庁前」徒歩３分または「堀川下立売」徒歩５分
   18歳以上の方ならどなたでも

申    ①氏名（ふりがな）②年齢③連絡先を明記の上
電話・FAX・電子メール

備    締切　６月14日（金）
京都市教育委員会　京都まなびの街生き方探究館
企画推進室（担当：不破）
上京区西洞院通下立売下る東裏辻町402

 075-253-0880（平日9:00～17:30） FAX.075-253-0878
 scfp@edu.city.kyoto.jp

スチューデントシティ・ファイナンス
パーク学習ボランティア募集

上
京
区

 リアルな「街」で子どもの学習支援！ 

わくわく

ボランティアボイス スチューデントシティ学
習は社会人としての心構えや接

客態度など、学校では学べない学習で、
ボランティアの自分にも得るものがあ

りました。

ファイナンスパーク学習で
は、最初はとまどっていた生徒た
ちが収入・家族構成などに合わせて真剣
にプランについて考え込んでいる姿を見

てうれしく思いました。

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

何か役に立てたらと思っ
て参加しました。同じ味を提供
し、安心してもらえるよう調理し
ています。子どもたちから、元気

をもらっています。

やおいちゃんキッチン ボランティア
増田正人さん

やおいちゃんキッチン参加者

子どもが小学校でチラシを
もらったので、どんなところかな
と親子で来てみました。今日初めての参
加です。スタッフみなさんが温かく、心地

よい雰囲気です。
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　子どもが好き！野外活動に興味がある！ヒトと関わるのが好
き！自然の中で遊ぶのが好き！将来、学校の先生や教育関係に携
わりたい！自分の可能性を引き出してみたい！自分を変えてみた
い！そんなあなた、トータルアウトドアプランニングの仲間にな
りませんか？子どもたちと一緒に自然を楽しみ、感動を分かち合
いませんか？
【活動内容】●当会主催イベントなどにおける参加者のサポート
　　　　　●活動運営補助　●イベント作成におけるお手伝い

　高校生～ 30歳までのボランティアスタッフが、小学生向けの
スポーツやレクリエーションのイベントを企画しています。活動
を通して、ボランティアスタッフと子どもたちが共に楽しみ成長
することを大切にしています。
　６月には下京青少年活動センターで室内遊び大会、８月には花
脊山の家でキャンプを予定しています。子どもと関わることが好
きな人、児童教育に関心のある人、体を動かすことが好きな人、
何か始めたい人、一緒にイベントを作り上げていきませんか？
【注意事項】
●  活動は楽しいだけではなく、参加者にとって安心・安全である
ことが何よりも大切です。イベント準備のためのミーティング
にできる限り参加していただきたいです。

●  スタッフ・子ども問わずさまざまな人が活動に関わっています。
互いの個性を尊重して活動に取り組んでいただきたいです。

   16歳～ 30歳までの方、将来、学校の先生をめざしている方、
ボランティア・野外活動に興味のある方

¥    交通費は上限1,000円まで支給
※遠方の方は上限考慮いたします

申    電話・メールまたは当会ホームページよりお申込みください
備    当会負担で保険に加入　※入会金はありません
トータルアウトドアプランニング
北区紫野東藤ノ森町12
 075-201-8182 FAX.075-201-8183

 top-main@top.or.jp　  http://www.top.or.jp

   ミーティング：週１回程度18:00～21:00
室内遊び大会：６月15日（土）10:00～15:00
キャンプ：８月17日（土）～18日（日）

所    下京青少年活動センター
   JR・近鉄「京都」徒歩10分、京阪「七条」徒歩7分
¥    下京青少年活動センターまでの交通費
（自己負担でお願いします）
下京青少年活動センター（担当：阿部）
下京区川端町13
 075-353-7750 FAX.075-353-7740

 shimogyo@ys-kyoto.org　  http://ys-kyoto.org/shimogyo/

ボランティアキャンプリーダー
大募集!!

京
都
市
内

 共に学び、成長しよう！ 

しもせいチャレンジ☆キッズ～スポーツ・レクリエー
ションを通して子どもたちと一緒に成長しよう！～

下
京
区

 子どもとの交流 

◆学童保育について◆
　母子支援施設内にある学童保育（通称「ド
リームクラブ」）です。当施設内で生活して
いる児童（小学生）が参加しています。宿題
を見ていただいたり、一緒に遊んでくださる方を募集します。

   【学童保育】 学期中：月～金　15:00～17:00
 長期休暇中：月～金　9:00～17:00

所    東山母子生活支援施設（東山ファミリーホーム）
   市バス・京阪バス「五条坂」徒歩２分
京阪「清水五条」徒歩10分

東山ファミリーホーム　東山区清水四丁目185-1
 075-541-1201 FAX.075-532-1166

 higashiyamaboshi@ksj.or.jp

学童保育の
ボランティア募集！

東
山
区

 「ドリームクラブ」へおこしやす 

障がい

　主に中学校・高校の授業における情報保障を行っていただきま
す。耳の不自由な生徒さんに、授業の音声（先生の発言や教室内
の状況など）をパソコンを使用して文字化し、インターネット経由
で学生のタブレットやスマートフォンへリアルタイムに届けます。
　作業は事務所で行います。現地に行く必要はありません。１回１
時間ほどで、週に10～15コマの依頼があります。情報保障には
聞き取り・要約の技術が必要ですので、職員が
ていねいに研修を行います。タイピング速度が
１分間に150文字以上の人が望ましいです。
　できるようになるととても楽しいので、私た
ちと一緒に情報保障しませんか？
※  他にも修学旅行支援、ヘルパー派遣、ゆにラ
ジオ等の活動を行っています。くわしくはHPをご覧ください！

   中学校や高校などの授業期間随時　所    ゆに事務局
   嵐電「等持院」徒歩５分、市バス「北野白梅町」徒歩15分
NPO法人ゆに（担当：窪

くぼさき
崎）

北区等持院西町60-10
 075-468-1633 FAX.075-468-1666

 info@unikyoto.com　  http://www.unikyoto.com/

NPO法人ゆに 
遠隔情報保障 サポーター募集中！

北
区

 指先でできる社会貢献・在宅可！ 
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　毎月２回、不定期の土曜日に知的障害をもった人たちとバス
ケットボールをしています。
　バスケットボールの経験がなくても大丈夫です。楽しく一緒に
体を動かしましょう！
ボランティアさんにお願いしたいこと
●パスの練習相手　●球出しの補助
●列に並ぶための声かけ　●休憩時の話し相手 他
〈今後の予定〉
６月15日（土）15:00 ～ 18:00 ①向日市体育館
６月29日（土）15:00 ～ 18:00 ②京都市西総合支援学校体育館

　ファミリーカヌー講習会&カヌー講習会をサポートしてくださ
るボランティアを募集します。
第31回パラマウント・チャレンジ・カヌー京都
日時：７月14日（日）8:30集合
内容：  主に陸上からのカヌー参加者のサポート
持物：お皿、スプーン、コップ　※昼食にカレーが出ます

　初めての方はボランティア講習会への参加をオススメして
います。カヌーに乗っていただき、楽しさを体験していただ
きます。
●日時：６月９日（日）10:00集合　　●費用：無料
●内容：カヌー体験　ボランティア講習
●持物：昼食、濡れてもいい服、靴、着替え、帽子、タオル

カヌーに興味のある方の参加をお待ちしております！

　重度の障害のある方が通うデイサービスでのボランティアさん
を募集しています。常時15～ 18名程の利用者さんが来られる
アットホームな施設です。
　レクリエーション（音楽、クイズ、園芸など）のお手伝いしてくだ
さる方を募集しています。新しいことをしてみたい方、特技を活か
したい方、どなたでも大歓迎です！お気軽にご連絡ください。

   土曜日（不定期開催）
所    ①向日市森本町小柳23-1　②西京区大枝北沓掛町1-21-21
   ①阪急「東向日」、JR「向日町」徒歩20分
②市バス「ふれあいの里」徒歩５分

F.F.to F.（担当：深谷）
西京区大原野西境谷町2-10-2 療育作業所 輪の花内
 075-874-6715 FAX.075-874-6745

 fukaya-wanohana@ezweb.ne.jp

所    カヌークラブハウス（京都府船井郡京丹波町坂原シヨガキ20）
¥    2,000円（保険・昼食・記念Tシャツ代）
申    大会URLから募集要項を入手の上、郵送・FAX・メールにて申込
備    締切　7月13日（土）
※ボランティアが初めての方は、講習会（6月9日開催）へご
参加ください

パラマウント・チャレンジ・カヌー in京都実行委員会
南区吉祥院西定成町35
京都市中部障害者地域生活支援センターらくなん内
   090-1070-6044（江村）（20:00以降）
080-6132-7274（佐井）

FAX.075-691-4102
 kyotopara@gmail.com
 http://kyotopara.donburako.com/

   月曜日から金曜日　10:00～16:00
（ご都合のつく時間）
所    重度障害者通所介護 じゅらく
   阪急「西京極」徒歩10分
市バス「光華女子学園前」徒歩3分

重度障害者通所介護じゅらく（担当：西尾・中山・宇津）
右京区西京極葛野町2

 075-321-6832 FAX.075-321-6903
 jyuraku@oboe.ocn.ne.jp
 http://kyoto-fubo.or.jp/work/jyuraku/

知的障害をもった人たちと一緒に
バスケットボールを楽しみませんか

京
都
市
外

 ちょっと体を動かしたい人に最適 

ファミリーカヌー講習会&カヌー講習会
サポートボランティア募集

京
都
市
外

 絶対に笑顔で参加できます！ 

デイサービスでのボランティアさん
募集

右
京
区

 初めての方も大歓迎です！ 

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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高齢

　伏見区深草にある集合住宅「コトーハイツ伏見稲荷」と地域を結
ぶ居場所カフェ「ことはいカフェ」を平成28年９月から開催して
います。この事業を一緒に盛り上げてくださるボランティアを募
集しております。
●うたごえカフェ
●ものづくりカフェ（新聞ちぎり絵）
●  子育て世代のふれあい空間ふわふわ子育てカフェ（ベビーマッ
サージ、手遊びなど）
●朗読カフェ
　この時間・この部分だけという、お気軽な気持ちで参加してい
ただけます。はじめてのボランティアにぴったりな活動です。私
たちと一緒に「ことはいカフェ」を盛り上げてくださいませんか。

   第３水曜日12:45～15:45 ※１回、一定時間でも構いません
所    コトーハイツ伏見稲荷C棟集会所（伏見区深草下川原町1-1）
   地下鉄「十条」徒歩10分、市バス「勧進橋」すぐ
¥    交通費は支給しますが限度額を設けております
ご相談ください

定    若干名
申    当日来場可ですが、事前に電話等でお問い合わせください
備    締切　９月末まで募集中
ボランティア保険要加入（加入費は実行委員会が負担）

コトーハイツ伏見稲荷きずなづくり事業実行委員会（担当：久
ひさもり
守）

 090-1903-3347
 Jzf02757@nifty.com
京都ピアノとうたの音楽ひろば（担当：上

うえひら
平）

 080-9161-1580
 chopinpetite@gmail.com
 http://blog.canpan.info/kyotoongakuhiroba/

コトーハイツ伏見稲荷きずなづくり居場
所「ことはいカフェ」ボランティア募集

伏
見
区

 お話が好きな方、物を作るのが好きな方大歓迎！ 

　利用者のみなさんと、ゆったりとした時間を過ごしていただく
ボランティアさんを大募集しています。
【活動内容の例】
●お話相手・お茶出し　●囲碁・将棋のお相手
●健康麻雀のお相手　　●入浴後の整髪のお手伝い
●レクリエーションのお手伝い
●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。初めての方も大歓迎です！たくさんのご応募お待ち
しています。

   月～土曜日・祝日　8:30～17:15
（１日、半日、１時間でも大丈夫です）
所    久世西老人デイサービスセンター
   JR「向日町」または「桂川」徒歩約10分　申    電話
久世西老人デイサービスセンター（担当：長谷川）
南区久世中久世町5-19-1
 075-934-5811 FAX.075-934-5812

デイサービスセンターでボランティア
をしてみませんか？

南
区

 みなさん楽しく活動されています！ 

　地域の方々が交流できる「居場所」や、デイサービスご利用者の
「憩いの場」として、毎週水曜・木曜にオープンしています。豆か
ら挽いたコーヒーとこだわりのトーストを提供しており、いつも
にぎやかな声が聞こえています。
　今回は木曜日の担当をしてくださるボランティアさんを募集し
ています。まずはお気軽にお問い合わせください。
※  当センター開催「おいでやす食堂（毎月第3金曜）」の調理ボランティアも募集
しています！

   毎週木曜日　9:00～14:00（ご都合の良い時間）
所    西院老人デイサービスセンター
   阪急「西院」徒歩10分、地下鉄「西大路御池」
徒歩５分、嵐電・市バス「西大路三条」すぐ
   カフェに興味のある方、お近くの
方など、老若男女問いません

西院老人デイサービスセンター（担当：頼
らい
、田端、天野）

右京区西院上今田町18番地の3
 075-812-6711 FAX.075-812-6776

コミュニティCafe（カフェ）
ボランティア募集

右
京
区

 おいしいコーヒーを運んでください！ 

5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



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

イベント・講座

◆第１部◆
交響的序曲／ジェームズ・バーンズ
スペイン狂詩曲―スペインのフォリアとホタ・アラゴネーサ／フ
ランツ・リスト
◆第２部◆
企画ステージ「あした雨になあれ」
デイドリーム・ビリーバー、ポップス描写曲「メイン・ストリー
トで」 ほか
◆第３部◆
企画ステージ「KUSB 蒼白歌合戦～吹奏楽でつむぐ“うた”～」
2014年度全日本吹奏楽コンクール課題曲Ⅲ「斎太郎節」の主題に
よる幻想、キャンディード序曲、SING,SING,SING ほか
　第３部ではオリジナルクリアファイルをプレゼントいたします。
ファイルは観客投票にもご利用いただけます。点字パンフレット
もございます。

   6月22日（土）　開場17:30　開演18:30
所    八幡市文化センター大ホール（京都府八幡市高畑5-3）
   京阪バス「八幡市役所前」すぐ、京阪「八幡市」徒歩20分
¥  入場無料
京都大学吹奏楽団（担当：篠原）
左京区吉田本町
 075-761-7851

 contact@kusb.jp
 http://kusb.jp

京都大学吹奏楽団　
第34回サマーコンサート

京
都
市
外

 だれもが吹奏楽を楽しめます！ 

その他

　私たちは、高齢者向けの昭和の歌と親しみやすいお芝居で、笑っ
て歌って元気になっていただく「大衆歌謡お芝居ショー」を行って
います。昭和の家族を演じたり、懐かしい童謡や昭和の名曲を歌っ
て踊り、演じる側も楽しみながら活動しています。
　そんな私たちと共に活動してくださるメンバーを募集していま
す。楽しくボランティア活動したい、お芝居が好き、どなたでも
ウェルカム!!一度お問い合わせください。

   主な練習場所：東山いきいき市民活動センター
（東山区三条通大橋東入二丁目下ル巽町442-9）
   京阪「三条」・地下鉄「三条京阪」徒歩5分
   資格・経験不問
ぶんげい一座（担当：尾崎）
 080-6123-9434 FAX.075-822-1702

 miwapao3838m@yahoo.ne.jp
 https://www.facebook.com/bungei.ichiza/

ぶんげい一座　メンバー募集中！
東
山
区

 一緒に笑いの輪を広げてみませんか？ 
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区ボランティア
センター　　からの情報

　病気や事故で失語症になった人たちの作品展
です。絵画、写真、書道、陶芸、クラフト等、個性あふれた作品
を展示しています。ぜひお越しください。お待ちしております。

   ６月６日（木）～６月10日（月）
10:00～17:00（最終日は15:00まで）

所    ひと・まち交流館 京都 1階作品展示コーナー
   市バス4・17・205「河原町正面」すぐ
京阪「清水五条」徒歩8分、地下鉄「五条」徒歩10分

グループ　ゆめひろば（担当：坂本）
八幡市八幡柿ヶ谷7-16　  075-982-2084

第29回　ゆめひろば展
下
京
区

 失語症者の作品展です 

　2019年４月よりリニューアル！
　認知症とそのご家族の居場所「おれんじサロン右京」では、季節
感を感じながら、みなさまが楽しめるようなプログラムを考えて
運営しています。
〈サロンの内容〉
●ゆっくりお茶を飲みながらお話を楽しむ茶話会
●家ではなかなか体験できないようなレクリエーション
〈いろいろな方が参加されています〉
●若年性認知症（初期）もしくは、初期認知症の方とその家族
●認知症に関心のある方
●  認知症のことを心配している、理解しようとしている地域の方々
●家に閉じこもりがちな方
●昼間独居の高齢の方、ご家族など
　ご本人がお一人で来られるか、ご家族等と一緒に来られる方、
興味関心のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。

   毎月第３火曜日 13:30～15:00
所    京都市右京合同福祉センター２階（右京区太秦森ケ前町22-3）
   市バスまたは京都バス「太秦天神川駅前」徒歩10分
嵐電「嵐電天神川」・地下鉄「太秦天神川」徒歩10分

¥    無料（喫茶代は実費負担100円）
右京区社会福祉協議会（担当：松田・松山）
右京区太秦森ヶ前町22-3

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

「おれんじサロン右京」開催中！
右
京
区

 ほっと一息つきませんか？ 

　傾聴ボランティア指導者を養成するための養成講座です。
9:15～12:00 13:00～16:00

第1日
8月22日（木）

オリエンテーション　会
話記録の書き方　ロール
プレイ　傾聴とは何か

受容と共感、反復　会話
記録　ロールプレイ

第2日
8月29日（木）

受容、共感、反復　会話
記録　DVD　ロールプ
レイ

人生物語を聴く　会話記
録　ロールプレイ　ナラ
ティヴアプローチ　DVD

第3日
9月12日（木）

高齢者認知症のケア　会
話記録　DVD認知症、バ
リデーション

スピリチュアルペイン　
会話記録　DVDホスピ
ス

【講　師】  安井潔（京都PANA-ALC相談役、PS傾聴ボランティア指
導者養成講座会会長、京都市社会福祉協議会会長表彰受
賞、傾聴20年、傾聴指導者歴19年、傾聴指導者14名養
成、410名の傾聴ボランティア養成）

【参考書】 『傾聴力』　大津秀一　著
 『初めてのカウンセリング入門下』　諸富祥彦　著

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、地下鉄「五条」徒歩10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    名前・住所・連絡先（TEL・FAX・メール）を教えてください
備    締切　7月10日（水）
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！ 
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京都市福祉ボランティアセンター @kyoto_vora

ボランティア活動を応援！

助成金で活動を広げませんか ？
各財団等の募集要項から、「助成のねらい（審
査基準）」をおさえて、申請チャレンジしてみ
ませんか？自分たちの活動について、改めて
確認できるきっかけにもなりますよ。 
 
□ 活動を広げたい。いろんな人に応援してほしい。
□ 目的や対象など、活動について見直したい。
□ 経理を強化したい。財政基盤を整理したい。

公益財団法人 太陽生命厚生財団
2019年度 社会福祉助成事業
［対象団体］   地域福祉活動を目的とする

ボランティアグループ及び
NPO

［対象事業］   在宅高齢者または在宅障がい
者に関する活動

［助成金額］   10万～ 50万円
［締 切 日］ ６月30日（日）
［選考基準］   地域に根差した地道な活動 等

一般財団法人 松翁会
2019年度 社会福祉助成金
［対象団体］   非営利法人・団体
［対象事業］   障がい者の福祉向上、難

病、虐待防止案件を対象
とした活動

［助成金額］   10万～ 60万円 
［締 切 日］ ７月31日（水）
［本会への推薦依頼期日］
 ７月17日（水）

みずほ福祉助成財団
2019年度 社会福祉助成金
［対象団体］   非営利法人・団体
［対象事業］   障害児者に関する事

業及び研究
［助成金額］   20万～ 100万円
［締 切 日］ ７月５日（金）
［選考基準］   先駆的・開拓的な

案件 等

②子ども食堂助成制度
［対象団体］   京都府内で非営利活動として

開設・運営する子ども食堂
［対象事業］   子ども食堂の開設および運営

費用の一部
［助成金額］   ８万～ 20万円　年間利用述

べ人数により上限金額設定
［締 切 日］ 通年・随時

①一般助成事業
［対象団体］   京都府内で社会貢献活動

をしている団体・個人
［対象事業］   社会福祉に関わるイベン

ト費用
［助成金額］   事業予算の50％以内
［締 切 日］ 通年・随時

公益財団法人 京都オムロン地域協力基金 　各財団は、みなさんの活動を
応援したいと考えておられます。
　「私たちは小さな団体だから…」
とあきらめるのはもったいない！
気になる方、お問い合わせくだ
さいね。 

こんな相談お待ちしています！
●そもそも助成金って何？
●一度挑戦したがダメだった
●やってみたいけど不安…

助成金申請にはコツがある!?
❶目的に合った助成事業を選ぶ
❷申請内容を明確にする
❸財団やメンバーに「やる気」を伝える
などなど、いっしょに効果的な運営方法
を考えましょう！

１つでもあてはまるならやってみよう！

／やる気を後押し！／

ボラセンが申請をお手伝いします ！

募集要項および申込書
は本センターで配布中！
助成金専用のメルマガ
も配信してるよ！
くわしくは本センター
ホームページまで

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/


