
きょうとこども食堂フェスティバル
３月10日土（於：ひと・まち交流館京都）
　きょうとこどもフェスティバル開催。300人超が集う。

さまざまなイベントでは、多くのボラ
ンティアが活躍しています。企画・
運営から関わる、当日だけお手伝い
する、広報だけお手伝いなど、参加
の仕方もさまざまです。「楽しみなが
らボランティア」やってみませんか！

ボランティア×イベント表紙特集

   きょうとこども食堂
フェスティバル
「広がれ、こども食堂の輪！全国ツアー」
2 やる気を後押し　助成情報
3 ホームページリニューアル
4 広報お役立ち情報「SNSの活用」

特集

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
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特集1
広がれ、こども食堂の輪！全 国ツアー in京都
「ええやん！こども食堂フェスティ バル」取材レポート

　地域みんなで食を通じた子どもの居場所づくりを行う“子ども食堂”の
取り組みが京都でも広がる中、子ども食堂を運営する実践者や支援者、
社会福祉協議会、行政等が実行委員会をつくり、それぞれの取り組みや
課題の交流を通して、なくてはならない子ども食堂を考える機会として
開催しました。
　トークセッション「いいやん！わたしのまちのこども食堂～こども食
堂の意義と可能性～」では、実践団体などから、子ども食堂が持つ様々な
機能と特色、期待が発信されました。

こども食堂同士がつながれ
ば、進化し改善できること
がたくさんあると手応えを
感じています。

こども食堂に来るこどもの
家族や生活にまで関心をも
ち、包括的にとらえようと
していくことを大切にして
います。

私たち大学生が、来た子ど
もたちの未来のモデルとな
るような食堂を目指してい
ます！

社会問題には、地域だけで
対応できない。できること、
できないことの課題整理が
必要。

タノシメシ（右京区）
髙井さん
（社会福祉法人
宏量福祉会野菊荘）

実行委員長　志賀さん
（大谷大学助教）

嵐山こども食堂
（右京区）
髙畑さん

こども食堂＠まほロバ
（上京区）
山﨑さん
※ 2018年4月より「白梅町
子ども食堂」に名称変更
し開催しています

子どものはぐくみ文化の醸
成を、地域のみなさまとと
もに進めてまいります。

子どもには安心と自信と自
由を。当たり前にあるはず
の子どもの権利を保障する
ことが大切。

京都市　上田さん
（京都市子ども
若者はぐくみ局
子ども若者未来部長）

副実行委員長
村井さん

（山科醍醐こどもの
ひろば理事長）
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広がれ、こども食堂の輪！全 国ツアー in京都
「ええやん！こども食堂フェスティ バル」取材レポート

　今回の取組では“子ども食堂の活動を目で見て体験
できるエリア”として、実践団体や学生ボランティア
等が得意技を持ち寄り楽しい企画を実施。各地の子
ども食堂で活躍するスタッフ手作りの豚汁もふるまわ
れ、学びながらほっこりできる、そして、参加者同士
もつながれる機会となりました。さまざまな思いで取
り組まれている「子ども食堂」。京都市福祉ボランティ
アセンターでは、今後も子ども食堂など子どもの居場
所の取組を応援していきます！

温かい美味しい豚汁でほっこり

向日市立寺戸中学校吹
奏楽部

によるオープニング

各団体の特技を持ち寄って、
みんなが楽しめる取組となりました。
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募集要項および申込書は本センターで配布中！詳細は
http://v.hitomachi-kyoto.genki365.net/gnkk15/pub/sheet_multi.php

ボランティア活動を応援！ 助成情報
各種助成金制度の申請シーズンが始まります。
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。自分達の団体について、改めて
確認できるきっかけにもなりますよ。

 対象団体  シニア（年齢満60歳以上）が80％以上のグループ
 対象事業  高齢・障害・子ども福祉に関する活動
 助成金額  １件　原則10万円

 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（法人または団体）
 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    開設頻度によって異なる 月２回未満の場合▶年間６万まで

 月２回以上の場合▶年間12万まで

公益財団法人　大同生命厚生事業団　シニアボランティア活動助成

オムロン基金 子ども食堂助成制度

特集2

締切日
５月25日㊎

 対象団体    高齢者が主な活動対象またはスタッフが高齢者で
比較的小規模なグループ

 対象事業  高齢者を対象とした活動に必要な用具・機器
 助成金額  １件　最大10万円

公益財団法人　みずほ教育福祉財団
第35回 老後を豊かにするボランティア活動資金助成事業

締切日
５月25日㊎

 対象団体  他の団体・機関・住民組織等と協働で活動する団体
 対象事業  地域包括ケアシステムの展開、そして深化につながる活動等
 助成金額  １件　最大400万（２年間）

ニッセイ財団　2018年度 地域福祉チャレンジ活動助成

締切日
５月31日㊍

締切日
５月31日㊍
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子ども

ボランティア募集

　京都市の児童館・学童保育所ではひとり親家庭、両親の共働き
家庭、その他の事情で昼間留守になる家庭の小学生を預かる「学
童クラブ事業」を行っています。
　学童クラブに通う障がい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。
●活動内容
　本を読んだり、ゲームをしたり、遊びを通して楽しい時間を過
ごしてください。
（子どもにより関わっていただく内容はさまざまです）

   （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
   募集条件　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）
※活動するには登録手続きが必要です

京都市児童館学童連盟（担当：竹田）
南区東九条東山王町27番地　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

障がいのある子どもと遊びませんか？
京
都
市
内

子どもたちと楽しく遊びませんか

　大学の夏休みを就活やインターンシップで過ごした新社会人の
皆さん、今年の夏はしまなみ海道の島で、子どもたちとキャンプ
しませんか？
　小学生・中学生が対象のキャンプ（参加者60名程度）にて、同
行するボランティアスタッフを募集します。
　島ではテント泊ですが、毎日、温水シャワー入浴が可能です。
半日程度（3泊）からの参加も可能。看護師さんや保健師さんも大
歓迎！事前のミーティングや参加費、内容などの詳細はお問い合
わせください。

   8月11日（土）～8月17日（金）6泊7日
所    いまばり「風の顔らんど・小島」（愛媛県今治市）他
   往復とも大型観光バス・チャーター船を利用
特定非営利活動法人冒険キャンプ実行委員会
（担当：事務局）

 075-801-7066
 nonchi-tomo@leto.eonet.ne.jp

新社会人の皆さん！
キャンプでボランティアしませんか

京
都
市
外

仕事場と家の往復で物足りないあなたへ！

　10月から子育て支援ボランティアとして活動していただく方
を募集しています。子どもたちの素敵な笑顔に囲まれて活動して
みませんか？

説明会にて活動内容をお聞きいただいたうえで、
応募をご検討ください。
●説明会　いずれかの日でお申込みください
5月17日（木）9:50 ～ 11:45
5月19日（土）9:50 ～ 11:45
●養成講座（6月～ 9月）
ボランティアとして活動いただく前に受講していただきます。
基礎編・実践編・実習編が各数回あります。

   上記参照
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」駅徒歩５分、市バス「烏丸丸太町」徒歩３分
   ●平成30年10月１日時点で18歳以上の心身ともに健康な方
●養成講座を全講座参加できる方

¥    無料　申    郵送・FAX・電話、又は申込用紙持参
備    説明会の申込締切日：5月16日（水）
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

 http://www.kodomomirai.or.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！

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
できる分だけ始めるのがコツです。
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。
ご不明な点は福祉ボランテイアセンターまで

人生

変わっち
ゃう？

はじめのいっぽ
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　午前中の利用者さんとのお話し相手や、お茶を配ったり、入浴
後のドライヤー等のお手伝いをしてくださる方。資格、経験は問
いません。利用者さんの身になって活動できる方、お話しをゆっ
くり聞いていただける方歓迎です。

   月～土　9:30～15:00、9:30～12:30、13:00～15:00
所    デイサービスやすらぎ
   市バス「西大路松原」、阪急「西院」駅、
嵐電「西院」駅　各徒歩5分
   資格・経験不問
医療法人 啓誠会 谷口医院　
デイサービスやすらぎ（担当：後藤）
中京区壬生桧町14-1

 075-326-7666　FAX.075-326-7677

デイサービスやすらぎ 
ボランティア募集

中
京
区

みどり豊かなデイサービスです！

　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」駅より徒歩3分　
※駐車場完備しております。
   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♪

高齢

障がい

　ハンディのある子もない子も共に遊んで食
べて、みんなが一緒に楽しんでいます。子ど
もたちと手をつなぎ、出かけてみませんか？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。

●いずれも日曜日　●詳細はお問い合わせください
5月13日　比良げんき村でバーベキュー
　持ち物：参加費1,000円、おにぎり、お茶、切り野菜、
　　　　　敷物、タオルなど
　参加されるボランティアさんの交通費は補助します。

★たかのおもちゃライブラリー例会に参加★
左京区のおもちゃライブラリーと合同で活動します。
エアトランポリンやボールプールなど。どなたも参加可能。
日時：6月24日　13:30 ～ 16:00（申込不要）
場所：障害者スポーツセンター（左京区高野玉岡町5）
　　　重度体育室プレイルーム
6月24日に関する問合せ：野村さん075-711-9111

   初めての方もサポートします。まずはお問い合わせください。
¥    内容によって、実費をご負担いただきます。
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.zaq.jp
 http://www.geocities.jp/new_tantan123/

タンタンおもちゃライブラリー
ボランティア募集

山
科
区

楽しい仲間が待ってます！

　学童クラブに通う、支援の必要な子どもが、安心して楽しく遊
べるよう見守ってくださる方を募集しています。
♪グラウンドでボール遊びや鬼ごっこ
♪室内で折り紙やゲーム　など一緒に楽しく過ごしてください。
※ 京都市児童館学童連盟に登録後、活動していただきます。

   （平日）放課後～18:00　（土曜・学校休業中）8:00～18:00
ご都合のつく曜日・時間でOK

所    京都市西野児童館
   京阪バス「川田町」徒歩5分、
地下鉄「東野」駅徒歩12分、自転車・バイク可

¥    謝金　１時間700円
備    ボランティア保険加入あり
（費用の負担はありません）
京都市西野児童館（担当：角

かどや
谷）

山科区西野櫃川町27番地の3
 075-644-9585

 nishino@kyo-yancha.ne.jp

学童クラブの子ども達と遊んでくださ
る介助ボランティアさん大募集!!

山
科
区

主婦や社会人のみなさんが活躍中！
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　主に高齢者施設のご利用者を対象に、高齢
者が元気になる「獅子舞奏楽」と「無病息災
獅子頭頭かみ」のメンバーを募集します。
●烏天狗の太鼓奏　2名
●篠笛　1名
●獅子舞（獅子頭）　1名
※専用の面、衣装あります

   1年を通じて10～15回程度、土日祝中心です
（1月・9月は3～ 4回あり）

所    京都市を中心に関西で活動しています
   男女不問　青少年～ 75歳位までOK
¥    活動日のみ交通費支給あり（500円～ 1000円程度）
NPO法人　アプリ（担当：小松・大西）
南区吉祥院西ノ庄西浦町20-1
   090-8385-2356（小松）
または090-8164-0739（大西）

FAX.075-874-6117
 komatsu-yasushi@nifty.com
 http://npo-appli.jimdo.com/

獅子舞メンバー募集！
京
都
市
内

初心者大歓迎！ていねいに指導します

その他
　嵐山寮では自主性をもってボランティア活動していただける方
を随時募集しています。初めての活動という方はまずはオリエン
テーションにてお話を伺います。自分にあったボランティア活動
を嵐山寮で見つけてみませんか？
●活動内容
　施設を利用されている方、入所されている方に対する間接的な
ボランティア活動。レクリエーション活動のお手伝い、ボランティ
アさんが持っている趣味や特技を活かした活動の提供など
※多種多様な活動をご提案いたします

　ボランティア活動に興味がある方は
お気軽に下記担当者までお問い合わせ
ください。

   ご希望の活動内容に応じてご案内します。
所    嵐山寮（嵐山を起点に、嵯峨野、広沢、宇多野と大きく4つ
の活動先があります）
   JR「嵯峨嵐山」駅徒歩10分、京福電鉄「嵐山」駅徒歩5分、
市バス「嵐山天龍寺前」徒歩5分

嵐山寮ボランティアの会「ふれんど」（担当：小園・川崎）
右京区嵯峨天龍寺北造路町17　嵐山寮
 075-871-0032　FAX.075-861-9157

 friend@arashiyamaryo.or.jp
 https://www.arashiyamaryo.net/volunteer/

高齢者施設でレクリエーションの
お手伝い

右
京
区

あなたの生きがいを応援します！

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
075-822-8613
〈TEL〉075-822-8601
〈FAX〉075-822-8087

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 手続きスタート！

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（2018年 4月1日～2019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！

※2017年度に加入し、2018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

2018
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

情報発信で困ってませんか？
「活動する仲間が増えない…」
「イベントに人が集まらない…」
みなさまのボランティア募集情報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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　備えとしての「任意後見制度」と、約40年ぶりの民法（相続関係）
大改正について各分野の専門家がわかりやすく解説いたします。
「終活」に関心のある方ならどなたでもお気軽にご参加ください。
●テーマⅠ　安心の備えとしての「任意後見制度」について
　～あなたが最も信頼できる人を後見人に選べます～
　講師：市民後見センターきょうと　代表者　内藤 健三郎
●テーマⅡ　約40年ぶり民法（相続関係）大改正について
　～配偶者は優遇されるのか～
　講師：司法書士法人みかた　司法書士　三方 正行　氏

   5月19日（土）13:30～16:00（開場：13:00）
所    ひと・まち交流館　京都　3階第4会議室
   市バス4・17・205号系統「河原町正面」すぐ、
京阪電車「清水五条」駅徒歩8分

¥    500円
定    90名（先着順）
※定員を超え、参加いただけない場合のみ連絡します

NPO法人　ユニバーサル・ケア（担当：服部・赤星）
 075-361-8567　FAX.075-361-8568

 info@kyoto-koken.net
 http://www.kyoto-koken.net

後悔ないエンディングを迎えるために　
備えそして生きがい

下
京
区

終活セミナー

　障害に向き合いながら
日々物づくりに勤しむ方々や
農作業の傍ら伝統の織物づ
くりを続けるフィリピンの
方々と私を繋いでいるのは、
手を使って「物を作る」という
言葉を超えた共通の目的・体
験だと思います。個人的な活
動から、今障害者支援、途上
国支援へ広がりつつある横の
つながりについてお話しいた
します。 〔井澤 葉子〕
●ゲスト　井澤 葉子（ジュエリー・アーティスト）
　パッケージデザイン事務所勤務の後、1998年渡英。2003年
ロイヤルカレッジオブアート卒業。イギリスにてジュエリー・
アーティストとして活動の後2013年に帰国。帰国後は制作の傍
らフェア・プラスとの商品開発プロジェクトに参加。

   5月20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
   京阪電鉄「三条」駅、または地下鉄東西線「三条京阪」駅徒歩5分
¥    社会人800円　学生500円　定    20名
フェア・プラス（担当：事務局）
東山区巽町442-9　東山いきいき市民活動センター内

 075-525-0064
 info@fairplus.org　  http://fairplus.org

第34回ツキイチカフェ「物づくり：言葉を超えて
つながる」～障害者福祉と途上国支援への広がり～

東
山
区

デザイナーから見た社会貢献とは

イベント・講座

　病気や事故で失語症になった人達の作品
展。絵、写真、書道、陶芸、手芸等、心の
こもった作品をぜひご覧ください。

   5月29日（火）～6月3日（日）
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号系統「河原町正面」すぐ、
京阪電車「清水五条」駅徒歩8分

グループ　ゆめひろば（担当：坂本）
京都府八幡市八幡柿ヶ谷7-16

 075-982-2084

第28回　ゆめひろば展
下
京
区

失語症者の作品展です

ぶんげい一座　メンバー募集
京
都
市
内
かほ

一緒に笑いの輪を広げてみませんか

イベント・講座

　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。

●公開リハーサル行います
　活動の様子（お芝居ショー）を見に来てください。
　日時：5月23日（水）19:15 ～ 20:30
　場所：東山いきいき市民活動センター 104号室

所    主な練習場所：東山いきいき市民活動センター
   京阪電車「三条」駅、または地下鉄東西線「三条京阪」駅徒歩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

 https://www.facebook.com/bungei.ichiza/
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関係機関からの情報

　社会的不安を抱える若者とウエスづくりのボランティアに参加
しませんか？関心をお持ちの方、お問い合わせください。

●活動に使う物品を募集しています。
①綿100%の使用済みTシャツ（メリヤスのシャツもOK）
　古タオル（バスタオル、タオルシーツもOK）
　※特に白色メリヤス歓迎します
②書き損じハガキ・古切手・古テレホンカード
下記問合せ先へお送りください

京都ボランティア協会（担当者：森）
下京区梅湊町83-1「ひと・まち交流館　京都」1階

 075-354-8714　FAX.075-354-8715
 info@kyoto-v.info　  http://www.kyoto-v.info/

社会的不安を抱える若者の
ウエスづくりに参加しませんか

下
京
区

若い方も大歓迎！一緒に活動しましょう！

●プログラム　医療講演（各20分）
「骨貯金をはじめましょう！」
　講師：井尻整形外科　院長　井尻 慎一郎 先生
「脊椎外科の発展と今後」
　講師：医療法人　相馬病院　脊椎外科部長
　　　　独立行政法人　国立病院機構
　　　　京都医療センター　整形外科　池永 稔 先生
●医療相談&懇談会
　先生方とともに『前田珈琲』のケーキセットを楽しみながら、ご
ゆっくり懇談していただけるお時間を予定しています。ぜひこの
機会にご参加ください！

頚髄症を学びあう会　勉強会100回記念
脊椎（首・腰）ティータイムセミナー

中
京
区

首と腰の症状でお悩みの方へ

   6月3日（日）　受付 13:00 ／開催 13:30～16:30
所    ハートピア京都4階 第5会議室
   地下鉄烏丸線「丸太町」駅5番出口すぐ
¥    500円（ケーキセット代800円のうち、300円を当会より補助）
   40名（先着順）

申    氏名、住所、電話番号と参加人数を明記のうえ、FAX・郵送・
メールにて
※ご参加いただける場合のみ、受付票をお送りします

備    申込受付：5月20日（日）まで　定員になり次第、締切
頚髄症を学びあう会事務局（担当：竹内）
北区紫竹東栗栖町20-5

 075-491-5653（不在時）080-5327-8580
 kei_manabi_info@yahoo.co.jp
 http://www.geocities.jp/kei_manabi/

第26回ハートフルシネマ
　聴覚障害・視覚障害のある方だけでなく、
高齢の方にも喜ばれているバリアフリー上映
「ナミヤ雑貨店の奇蹟」
東野圭吾原作の感動作を映画化
それは手紙がつなぐたった一夜の優しい奇蹟
生きることに迷った時　時を越えた手紙が届いた
出演：山田諒介、鳴海璃子、門脇麦、尾野真千子、西田敏行　他

   5月20日（日）10:30～／ 14:00～　2回上映
所    ハートピア京都　    地下鉄「丸太町」駅5番出口すぐ
¥    前売り500円（当日一般のみ800円）
申    電話・FAX・メール　※予約をおすすめします
備    映画予約・手引きの必要な方は下記へご連絡ください
京都リップル（担当：深田）

 075-464-0565　  michiko@kyoto.zaq.ne.jp

日本語字幕・副音声付き
「ナミヤ雑貨店の奇蹟」上映会

中
京
区

すてきな映画です。ぜひ見に来てください。

私には特技とかありません。
それでもボランティア活動に参加できますか？

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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Q.
はい、特技がなくてもボランティア活動に
参加できます。
　初めての人でも、自分ができることをできる範囲で活動していただ
くのがボランティア活動です。
　ボランティアの活動内容は多種多様。自分の興味のあることから探
してみてはいかがでしょう。

A.
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京都市福祉ボランティアセンター
ホームページリニューアル

４月２日より、新しいホームページでみな
さんのボランティア活動をサポートしてい
きます。ボランティア団体の皆さんが発信
したい情報を載せることもできます。ボラ
センのホームページを活用して活動の幅を
広げてみませんか。

月刊誌「ボランティアーズ」の
表紙を飾っていただいた団体が登場！

福祉ボランティアセンターからの
お知らせ
新しい情報はこちらでお知らせします。

ボランティアしたい方はこちら
ボランティア募集や、講座・イベント情報はこ
ちらです。各区のボランティアセンターもここ
からどうぞ。

ボランティア募集・活動中の方は
こちら
ボランティア団体は本センターに登録すること
で情報発信が可能です。その他、助成金情報な
ど活動をサポートする情報をまとめています。

安心して、納得して、
ボランティアを始めましょう！
ボランティア保険のご案内、メールでのご相談
などはこちらから。ボランティアに関わる知識
や情報もぎっしり詰まっています。

特集3
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特集4

　インターネットやSNSで情報発
信すれば「すごくたくさんの人が
見てくれるに違いない」と思い込
んでいませんか??
　開始時から効果が出るとは限り
ません。地道に継続することで、
何かをきっかけに効果が表れるでしょう。（右記図参照）

●効果=影響力×発信内容×回数 であることをする
●まずは身近な人とつながる（巻き込む）こと
● 誰に届けようとして、見た人に何をしてほしいかを明言す
ること

● すぐに効果が出なくてもあきらめず地道に発信することが
大切です

広報お役立ち情報 … SNSの活用
本センターではボランティア活動サポート講座として「SNS活用セミナー」を
平成30年2月28日に実施しました。その内容を一部抜粋してご紹介します。

2月の講座は多くの方にご参加いただき好評に終了しました。今年度も、平成30年度ボランティ
ア活動サポート講座を開催いたします。みなさんの関心の高さがうかがえた「SNS」をテーマに
実施予定です。詳細が決まり次第ご案内いたします。どうぞお楽しみに！

SNSを始めれば、多くの人が見てくれる？

見た人に、何をしてほしいのか明確に

効果の出るSNS広報とは

SNS広報の効果

※ 影響力が低いと、良い内容をたくさ
ん発信しても効果が出にくい
※ 影響力が高くても、発信内容が悪け
れば効果が出にくい（ただし上記は予
算がない場合）

×

×

　情報発信に欠かせないことは、どういう人に情報を届けた
いのかという「ターゲット設定」が必須です。例えば…

●年齢・性別・地域
●そもそもパソコンやスマホをもっているか
●そもそもSNSを使っているか
●どのSNSを使っているか
●普段どんなことを思っている人か
●どんな情報を探しているか

など、届けたい人をイメージしつつ（ターゲット設定）、その
人が情報を見たら何をしてほしいのかという「目的設定」も必
須です。例えば…
●イベントに来てほしい　●募集に応募してほしい
●協賛・寄付してほしい　●拡散・共有してほしい
●コメントしてほしい
など、目的を明確にして常に意識することが大切です。

思考

属性

「影響力」
立ち上げ時に、

いかに多くの人とつながるか
➡ 現実世界のつながりを
できるだけインターネットでも実現
➡ 対面で、口頭で、チラシで、ポスターで
あらゆる方法で「SNSでつながって！」
と呼びかけなければならない

「発信内容」
❶ターゲット設定
「誰に向けて発信するのか」
❷目的設定
 「何をしてほしいと思って
 発信するのか」
上記２点を明確に！
なんとなくやるとほぼ失敗します

「発信回数」
▶  多ければ多いほど良いわけでもない
●SNSによって文化の違いがある
●  TwitterやInstagramは１日に数件～
数十件もOK
●Facebookは多くても１日１～３件
●LINEは多くても週に１度程度

▶定期的であるほど良い

成果の出方の例
見
て
く
れ
る
人
の
数 すぐには成果が出ず
なかなかつらい

地道にやっていくと
どこかで良いことがある

開始時 １年後 2年後

（ ）講師：  NPO法人やさしいデザイン
宮嶋健人氏

http://www.yasashiidesign.jp/
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京都市福祉ボランティアセンター @kyoto_vora

こんな方におすすめ！

スケジュール（予定）

★新しいことをはじめたい。新しい自分に出会いたい。
★ボランティア活動を通して、人とふれあいたい。
★子どもや高齢者や障害がある方の力になりたい。
★どんな分野があり、どんな団体があるのか、興味がある。

日　程
参加
申込 受付中

開催時間 14:00 ～ 16:30（150分）

会　場 ひと・まち交流館 京都 第4・5会議室（3階）

申込方法 お申込は本センターへ下記事項を
電話・FAX・メール・郵送にてご連絡ください。
①お名前　②電話番号　③ご住所
④参加希望日時

その他 保育、要約筆記、手話通訳が必要な方は、
事前にお申し込みください。

ボランティア
講座 参加費 無料

第 1回

6月16㊏
日

第 2回

9月29㊏
日

第 4回

2月24㊐
日

第 3回

11月17㊏
日

今年度もボランティア講座を実施します。「ボランティアにつ

いて知りたい」、「興味はあるけど、実際どうなの？」といった

みなさんの疑問を解消します。どなたでもご参加ください。

 受講者の声

活動者の声を聞き、楽しんでボ
ランティアされているのがよく
わかった。

ボランティア訪問を希望してい
たので、各団体の内容がよくわ
かった。

実際に活動されている方とお話
ができて良かったです。

不安や葛藤に対する対処の方法
を聞くことができて参考になり
ました。

定　員
各30名

高齢者福祉施設での活動テーマ

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/


