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※状況によって活動が変更になる場合があります。主催団体にお問い合わせください。

この一年ですっかり生活が変わりましたね。
でも、変わらず人とのつながりを大事にできる
ボランティア活動の新しい工夫がありますよ！
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これから
～こんな工夫しています～

自分たちができることをやる！

コロナ禍の子ども食堂
嵐山こども食堂  代表  髙畑さん
（以下、髙畑さん）
　「大変な中でも地域の子どものために活動したい」とい
うスタッフの強い思いと、他の子ども食堂の皆さんも嵐山
こども食堂の動きを参考にされるのではとも考え、お弁当
の持ち帰りで活動を続けることを決めました。

コミュニティ・スペースsacula  代表  木村さん
（以下、木村さん）
　感染リスクを考えたなかでも、「子どもが食事をできて
いるのか」という懸念もあり、事前予約で参加者を把握し
て開催しようと考えました。子ども食堂の必要性を普段か
ら発信しておくことで、地域の理解も得られていたと思い
ます。

NPO法人happiness  理事長  宇野さん
　休止やお弁当持ち帰りなど、近隣の小中学校の感染状
況を見極めながら活動していました。活動はホームページ
やFacebookで随時発信しました。

コロナ禍で見えた課題と新たな取組
髙畑さん : 失業したり、雇い止めにあったりと実際に困って
いる世帯も来られます。そんな状況を発信していくことも子

ども食堂の役割だと思います。新たに、困っている家庭に
食品の支援を行うフードパントリーの活動を始めています。

木村さん :学校が休みになったり、リモートワークなどで大
人も子どもも自宅で過ごすことになって、しんどくなる世
帯もあります。子どもも保護者もほっとひといきつけるよ
う、一時的に子どもを預かる取組を開始する予定です。

大人も子どもも居場所を求めている

共感が広がる　子ども食堂の取組
髙畑さん : 子ども食堂は、子どもが大人に期待をしてくれ
ている活動です。手探りで始めた子ども食堂ですが、強力
な助っ人が大勢います。スタッフとして活動してくださる方、
お米や食材の提供や寄付をしてくださる個人や企業、子ど
も食堂への助成金制度など、社会のさまざまな人が「子
どもの役に立ちたい！」という思いを持っていることを実感
しています。

誰もが必要としている居場所
みんなに魅力ある子ども食堂
木村さん : 子どもにとって魅力のある居場所は、いっしょ
に活動するボランティアや地域の大人にも魅力のある場で
す。学校が休みになった学生ボランティアや保護者も、人
と話したい・つながりたい思いを持って、子ども食堂に来
ていると感じています。子どもの主体性を大切に、子ども

新しい生活様式にもようやく慣れてきましたね。
しかしコロナ禍で、活動ができないボランティア団体や、
ボランティアを受け入れることができなくなった福祉施設なども多く、
人とのつながりや地域の福祉にも、大きな変化をもたらしました。
そんななか、各団体が手探りしつつ活動の工夫を重ねています。

も大人も楽しく過ごせる場をいっしょに作ることができる活
動が子ども食堂です。

やりたいと思った今はじめよう！

髙畑さん : 他の子ども食堂の見学や子ども支援に関わるさ
まざまな人との交流や意見交換の中で、よいアイディアを
もらいながら活動を進めてきました。「いつか時間ができ
たらやりたい」思いを持っているなら、近くの子ども食堂
への寄付からはじめることもできます。地域の中に理解者
がいてこそ、必要な人に支援が届きます。

木村さん :「楽しいから行く子ども食堂」「しんどいから行
く子ども食堂」と、地域の中で子どもの居場所がたくさん

ある社会になればす
てきですね。もっと人
と人がつながれる場
所が必要です。

村井さん : 困っていて
も、知らない人に「助
けて」ということは難
しいですよね。子ども
の声に耳を傾けたり、
関係づくりをはじめや
すい子ども食堂です
が、それぞれが今できることを少しずつやっていくことし
かできません。子ども食堂も情報発信をして、地域の中で
関係づくりをしながら活動していくことが大切ですね。

この１年、子ども食堂も開催方法や運営の変更を
余儀なくされました。
子ども食堂を取り巻く状況の変化や工夫したこと、
これからの思いをお伺いしました。
この座談会は、感染予防対策としてZoomによる
オンライン開催で、子ども食堂や関係機関の
多くの方にご参加いただきました。

3 月4日 オンライン座談会報告

～子ども食堂運営者が受け止める
　子ども・親のニーズとサポートのあり方～これからの子どもの居場所づくり
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いずれの団体も活動支援の寄付・寄贈を受付中。
ホームページをご覧になるか各団体へご相談ください！

＜ファシリテーショングラフィック＞
三宅 正太 さん
特定非営利活動法人
山科醍醐こどものひろば

木村 友香里 さん
コミュニティ・スペースsacula　代表
子どもや大人、みんなが「思い思いに」ゆっくりすごす「コミュ
ニティ・スペース」づくりを、京都市西京区を中心に活動し
ている非営利活動団体。みんなの食堂ひまわり食堂、自主
学習スペースすみれ等の活動。
西京区牛ヶ瀬林ノ本町42 メゾン・ド・戸倉205
TEL　090-9338-0393
メール　sacula.office@gmail.com

＜コーディネーター＞
村井 琢哉 さん
特定非営利活動法人
山科醍醐こどものひろば　理事長
地域に住むすべての子どもが、心豊か
に育つことをめざし、地域の社会環境・
文化環境がより良くなることを大きな目
的に、子どもと大人が一緒になっても
のごとに真剣に向き合うことで、 “共に
育ちあいたい”との願いを大切に活動。
山科区竹鼻堂ノ前町 18-1
TEL・FAX　075-591-0877
メール　kodohiro@gmail.com

子ども食堂の活動をもっと知りたい！ ボランティアしたい！ と思ったら
子どもの居場所づくり「支援の輪」サポート事業ホームページをチェックしてね。

髙畑 高嗣 さん
嵐山こども食堂　代表
子どもの通う幼稚園のお父さん
仲間と 2015 年に活動開始。
SNS を積極的に活用して活動
を発信。
嵐山こども食堂事務局
右京区嵯峨野神ノ木町 10-7 株式会社みつばちハウジング内
TEL　075-873-3707

HP Facebook

＜会場協力＞
happiness＊café
はぴねす＊かふぇ
南区唐橋川久保町 1-20
TEL　050-5218-9179
宇野 明香 さん
NPO法人 happiness　理事長
ハピネス子ども食堂、学習支援等の活動。

ハピネス
子ども食堂

はぴねす
＊かふぇ
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　この講座では、自分のスマホで Zoomと LINE でオ
ンライン会議ができるよう学びます。「今までオンライ
ン会議があると、できる人の横で画面をのぞいてたけ
ど、発言もできひんし…」「定例会議をオンラインです
るって言われたから…」と参加者の皆さんもお困りの
様子。

　花パソさんのゆっくり、じっくり
ペースの講義に沿って、自分の
スマホを操作しながら学びま
す。講座終了時には皆さん笑
顔で、ZoomとLINE で話せ
るようになります。

新しいつながり方の工夫、応援します！
これから 京都市福祉ボランティアセンター・各区ボランティアセンター

～こんな工夫しています～

花パソ
シニアの情報通信技術を活用したコミュニケー
ションをサポートするボランティア団体。定期
的にパソコン・スマホ・タブレット講座を開催
しています。
メール：hanapaso001@gmail.com

オンライン会議がはじめての人を応援します！　
「今度の会議、オンラインで開催するよ！」
そう言われてお困りの方も多いのでは？
人と人が集まりにくい状況下での新たな活動方法として、
オンラインでの会議や講演会等が増えています。
「はじめてのオンライン会議（Zoom＆LINE）講座」で
ボランティア活動を応援しています！

エフェクト機能
（画像加工）を
使って、より楽しく♪

操作のために一時的にマスクを外しています。

慣れることが一番の上達です！
年齢に関係なく、
楽しみながら

使いこなせますよ。� 簡単にできてびっくり！ これからはどんどん
　  オンライン会議や講演会に参加します。
� 他の人と顔を合わせて話すのは、やっぱり楽しい！ 
　  友達ともLINEで顔を合わせて
　  おしゃべりしたい。
� 先生に教えてもらえるので安心。
　  チャレンジしてよかった！

参加者の声

フォローアップ講座もある
から、操作を忘れないよ。
はじめてのオンライン会議
（Zoom ＆ LINE）講座は

毎月開催します。7ページを見てね。

申込先
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直接出向いてのボランティア活動は不安…でも何かできることはないかな？ って
思ったら、赤い羽根共同募金やボランティア団体への寄付等での協力ができます ！
身近な地域のボランティア活動の応援や、災害支援ができるよ ！

ボランティアやりたい時が始めどき！ 近くであなたの活動を待っている人がいます！
各区ボランティアセンター（各区社会福祉協議会）では区域の福祉ボランティア活動を
支援しています。ボランティア活動の相談、講座・イベント等の企画や情報発信、
ボランティア保険等の受付など、ボランティア活動をサポートします。
ボランティア情報は、京都市福祉ボランティアセンターのホームページでもチェックしてね ！

北区
ボランティアセンター

上京区
ボランティアセンター

左京区
ボランティアセンター

中京区
ボランティアセンター

東山区
ボランティアセンター

山科区
ボランティアセンター

下京区
ボランティアセンター

南区
ボランティアセンター

西京区
ボランティアセンター

伏見区
ボランティアセンター

右京区
ボランティアセンター

北区小山上総町 3
☎075-441-1900

上京区今出川通室町西入堀出シ町 285上京区総合庁舎 2階
☎075-432-9535

左京区高野西開町 5　京都市左京合同福祉センター内
☎075-723-5666

中京区大宮通御池下ル三坊大宮町 121-2
☎075-822-1011

東山区五条通大和大路東入ル 5丁目梅林町 576-5
「やすらぎ・ふれあい館」内　☎075-551-4849

山科区西野大手先町 2-1
☎075-593-1294

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　☎075-361-1881

南区吉祥院西定成町 32　京都市南老人福祉センター内
☎075-671-1589

右京区太秦下刑部町 12　右京区総合庁舎 5階　☎075-865-8567
［京北事務所］右京区京北周山町下寺田 1-1　☎075-852-0527

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 1階
☎075-394-5711

伏見区紙子屋町 544 京都市伏見社会福祉総合センター 2Ｆ
☎075-603-1287
［醍醐分室］伏見区醍醐高畑町 30-1 京都市醍醐老人福祉センター内
☎075-575-2070

コロナ禍で人と会うことさえ難しくなるなか、孤立感を募らせていたり、一人で悩みを抱えていたり、
困っている人は今まで以上に増えています。
さまざまなボランティア団体が、知恵を絞って誰かとつながる工夫を続けています。
スマホやインターネットなどを苦手に思う方を支援するボランティアグループもあります。
ちょっと勇気を出して手を伸ばせば、悩んでいる人と応援したい人が支えあうことができるかも。
あなたの声や活動を待っている人が、あなたのまわりにたくさんいますよ！

おわりに

京都府
共同募金会

@kamigyoshakyo

@higashiyama_syakyo

@yamashinashakyo

@shimogyokusyakyo

@simogyokusyakyo

@sakyokusyakaifukushikyogikai

@sakyokusyakyo

@kitakusyakyo

@yamashinashakyo

社会福祉法人京都市左京区社会福祉協議会

山科区社会福祉協議会

京都市南区社会福祉協議会
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ボランティア募集

子ども

障がい

上京区ほか

　「つくる・たべる・つながる」をコンセプトに料理教室
という場を通して、こどもの自立や成長をサポートする
団体です。学生、教員、栄養士、主婦などさまざまな立
場や年代のスタッフがいっしょに活動しています。
　食に興味があれば見学からでも大歓迎！
＜活動内容＞
・市内小学校でのこども料理教室の運営
・児童養護施設のこどもを対象とした料理教室の運営
施設を訪問し、こどものニーズに合わせた料理教室を展
開しています。

・スタッフ・講師派遣
　主に市内開催のこども料理教室・イベントへの派遣

� イベントによる 
� HP 内のスタッフ登録フォームで申込
京都こどもクッキング
� kyoto.kodomo.cook@gmail.com
� https://sites.google.com/view/kyotokodomocook

京都こどもクッキング
スタッフ募集

料理でこどもも大人も元気に！

左京区

　地域の子どもと保護者、近隣住民のための、バランスの
よい食事をみんなで食べる、学習支援も行う居場所です。
　学習支援は楽しく学べる工夫をしながら、宿題に取り
組んだり、みんなで出かける課外授業も行っています。

� 毎週土曜日14：00～ 21：00 
� 京都市養正福祉センター（左京区田中馬場町 20） 
� 京阪電車「出町柳」徒歩7分、市バス「飛鳥井町」徒歩5分 
� メールでお問合せください
京都Tera.Coya（担当：小林）
� teracoya.kyoto@gmail.com

てらこや子ども食堂スタッフ募集

食と居場所、学習支援

左京区

　主に精神障がい者を対象とした障害者福祉サービス事
業所です。1 回あたり 10 食前後の昼食を作ります。特に
一人暮らしの利用者の皆さんは揚げ物などが中心のお弁
当やお惣菜の利用が多いので、手の込んだモノではなく
て野菜を中心にバランスの取れた料理を希望します。

� 火か水 9：45～ 12：00 
� 市バス「南田町」、「錦林車庫前」すぐ 
 � 謝金あり  
楽々堂（担当：大野・橋本）
左京区浄土寺下南田町 112-2
� 075-761-1200　FAX：075-761-1209
� rakurakudo@maia.eonet.ne.jp

昼食作り　有償ボランティア

お料理好きの方！ 年齢不問です

ボランティア提供

子どもの「楽しい」を一番に！

オンラインで、大学生といっしょに
遊ぼう！参加家庭募集

　満 5 歳から14 歳（中学 2 年生）までの発達障がいのあ
る子どもたちといっしょに遊ぶ、京都府立大学生を中心とし
た大学生のボランティアサークルです。
　コロナ禍以前は毎月 1 回、外遊びや料理、工作などさま
ざまな活動を、みんなで楽しんでいました。
　現在は Zoomを利用して、絵しりとり、ジェスチャーなど
楽しいオンライン遊びをしています。
　きょうだいもいっしょに参加できます。体験もお気軽にど
うぞ！

 � 発達障がいのある5～ 14歳とそのきょうだい
� メールで申込（要 ①氏名 ②学年 ③性別 ④手帳の種
類 ⑤参加のきょうだいの有無 ⑥電話番号（自宅＆
携帯電話） ⑦メールアドレス）後、活動日時等相談

発達障害児の余暇支援ボランティアサークル
たろうとはなこ
� tarohana_happy@yahoo.co.jp
� https://www3.hp-ez.com/hp/tarohana/

毎月楽しみに
しています

すごく
楽しい！
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イベント・講座

下京区 スマホで簡単！ 顔を見て話せる！

はじめてのオンライン会議
（Zoom＆LINE）講座

　やってみたら意外と簡単！ 便利なZoom＆
LINEでのオンライン会議を体験しましょう。
受講後、フォローアップ講座もあります。
＜内容＞
・Zoomアプリのインストールから始めよう
・LINEで体験

� 4 月 9 日（金）、5 月 7 日（金）、6 月 4 日（金）
10：00 ～12：00

※1回完結　いずれも同じ内容です。 
� ひと・まち交流館 京都　1階パソコンコーナー
� 市バス4・17・205「河原町正面」下車すぐ、京阪電車
「清水五条」徒歩8分 

 � スマホをお持ちで、普段 LINEを使用している方 
 �  無料　� 10 名（先着順）
� メールか QR コードで申込（要 ①希望日 ②氏名 ③
所属 ④携帯電話番号 ⑤メールアドレス）

京都市福祉ボランティアセンター
� 075-354-8735　FAX：075-354-8738
� v.info@hitomachi-kyoto.jp

下京区 ご家族のギャンブルの問題で悩んでいませんか？

全国ギャンブル依存症家族の会

　ギャンブル依存症は WHO でも認定された病気ですが、
日本では性格や道徳の問題だと誤解されています。家族も
正しい知識を知る機会が少なく、苦しみが続いてしまいます。
一人で悩みを抱えず、いっしょに対応の仕方を学びましょう。

� 4 月17日（土）10：00～ 12：00
　 　3階　福祉ボランティアセンターミーティング室
　 5 月8日（土）15：00～ 17：00
　 　2階　第１・2会議室
　　　特別講座あります。講師：安東 毅 氏（安東医院 院長）  
� ひと・まち交流館 京都
� 市バス4・17・205「河原町正面」下車すぐ、京阪電車
「清水五条」徒歩8分 

 � 家族・自身のギャンブルの問題で困っている方、ギャン
ブル依存症について知りたい方など、どなたでも参加
できます。

　 ※秘密は厳守されます。 
 � 参加費 1，000円  
� 申込不要。直接お越しください。
NPO法人「全国ギャンブル依存症家族の会」
（担当：安東）
� 080-4497-1811

下京区 摂食障がいのある仲間と支えあい

あかりトーク京都

　摂食障がいのひとが、自分の力を感じ、 より自由に生き方
を選んでいくための支えあいをする自助グループです。
　当事者でフリートークをしています。
　途中入室・退席可なので、気軽にご参加ください。 

� 4 月１８日（日）14：00～ 16：00
　 5 月 9日（日）10：00～ 12：00
　 原則第２日曜日開催
　 ※参加の際は、ホームページで日程をご確認ください。 
� ひと・まち交流館 京都
　  3 階福祉ボランティアセンターミーティング室
� 市バス4・17・205「河原町正面」下車すぐ、京阪電車
「清水五条」徒歩8分 

 � 食べることに難しさを感じておられる方、生きづらさを
抱えておられる方（ジェンダーを問いません） 

 � 参加費 500円  
� 申込不要。直接お越しください。
NPO法人あかりプロジェクト関西
� https://future-butterfly.net/

下京区 悩む家族等の方ならいっしょに！

KA平安京・家族会「さくらの集い」

　クレプトマニア（窃盗症）の方の家族や関係者、支援者
の家族の会です。悩んでいることを仲間と話してみませんか。 

� 第１土曜日10：00～ 11：30 
� ひと・まち交流館 京都
　  3 階福祉ボランティアセンターミーティング室
� 市バス4・17・205「河原町正面」下車すぐ、京阪電車
「清水五条」徒歩8分 

 � クレプトマニア（窃盗症）の家族・関係者、支援者
　 ※ニックネームで参加できます。本名・連絡先等不要 
 � 無料  
� 申込不要。直接お越しください。
KA平安京・家族会「さくらの集い」
� sakura39heiankyo@yahoo.co.jp
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ひと・まち
交流館 京都3階 

JR 京都駅

〒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

〈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
� http://v.hitomachi-kyoto.jp/
� v.info@hitomachi-kyoto.jp
� 京都市福祉ボランティアセンター　� @kyoto_vora

編集・発行／京都市福祉ボランティアセンター

京都市福祉ボランティアセンター

【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 ： 9：00～21：30　● 日・祝：9：00～17：00
 ● 休館日 ： 第3火曜日(祝日にあたる時は翌日)、年末年始

携帯電話から
簡単アクセス

ボランティア
保険の加入は
済みましたか？

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。

2

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。

「もっと活動を充実させたい！」そんな時は助成金を
活用しましょう。コロナ禍での新しい取組を支援する
助成金もあります。当センターのホームページではさ
まざまな助成金情報を随時発信しています。助成金の
趣旨をよく読んで、助成実施団体ともいっしょに、よ
りよい地域福祉活動をすすめましょう！

ボラセンFacebook・Twitterやってます！
ボランティア活動に関する情報を毎週金曜日に発信しています！

Facebook Twitter

助 成 金 情 報

公益財団法人　オリックス宮内財団
“子ども食堂”応援プロジェクト
2021年度助成
●対象分野 子ども食堂
●対象団体 京都市内で子ども食堂を
 月 1回以上開催している団体
●助成品目 運営費、設備費
●締 切 日 5 月 31日（月）
各区社会福祉協議会か当センターの推薦が必要
※推薦が必要な場合は事前に相談のうえ、
　5月 24日（月）申請書類一式必着

詳細は実施団体のホームページでご確認ください。

公益財団法人　みずほ教育福祉財団
第 38回「老後を豊かにする
ボランティア活動資金助成事業」
●対象分野 高齢
●対象団体 メンバーが 10～ 50人程度で、
 満 2年以上活動するボランティアグループ
●助成品目 用具・機器類
●締 切 日 5 月 21日（金）必着
※推薦が必要。当センターの推薦が必要な場合は事前に
　相談のうえ、5月 14日（金）申請書類一式必着

各助成金情報

2月号

助成金申請書の書き方は
2 月号（195 号）も
参考にしてね！

公益財団法人
京都オムロン地域協力基金
イベント助成事業
●対象分野 社会福祉
 【高齢・障がい・子ども】
●対象団体 社会貢献活動をしている
 団体・個人
●助成品目 イベント事業予算の
 50％以内
●締 切 日 通年

公益社団法人　さわやか福祉財団
「地域助け合い基金」で
コロナ禍を乗り越えて共生社会へ
●対象分野 社会福祉
●対象団体 法人格の有無を問わず
 非営利の組織
●助成品目 地域で暮らす人同士の
 助け合い活動に必要な費用
●締 切 日 通年

公益財団法人　はるやま財団

障がい者支援

●対象分野 障がい
●対象団体 障がいのある人及び
 法人格を有する支援団体
●助成品目 社会参加活動費、
 自立支援事業費
●締 切 日 通年


