下京区

ボランティアセンターだより

社会福祉法人

ボランティアグループ・サークルさんのお力に

ボランティアグループ・
サークル連絡会で、
他の団体さんと
考えてみたら ？

一緒に考えてみませんか？
様々なボランティア情報も
ありますよ ！

「 災害に強いまちづくり」を通して目指す、
「 みんなで『 顔の見える関係 』になれる下京のまち」

…そうだ！

その2

ボランティア
入門講座を開催して、
地域福祉活動に
ご協力頂ける方を
増やしていこう…！

先輩職員

その1

役割

ボランティア相談を受けたり
調整を行ったりします

役割

ボランティアグループ・
サークルの活動支援をします

その3

ボランティア人材の育成や、
活動の参画促進をします

オリエンテーション
（ボランティア
活動前の説明）の
様子

「ボランティア活動したい」
「ボランティアを募集し
たい」等の相談の受付や、ボランティア活動希望者と
募集者の仲介を行っています。

ボランティアグループ・サークルから寄せられる
相談を共に考えたり助成金情報の提供を行ったりし
ています。また、
定期的にボランティアグループ・サー
クル連絡会を開催し、団体間の連携を進めています。
困った時はお互い様。
助け合っていきましょう ！

ボランティア
タンポポ代表
恒川 和子さん

Q

下京区内にお住いの方を対象に

無料貸出を行っています。
（最長１ヶ月）

ティ
ボラン
発行所 :

アに

ボランティア
活動先の様子
（庭に散乱している
屋根瓦）

につながるまでの利用も可能

熊本市災害
ボランティア
センターの様子

2016（平成28）年、下京区社会福祉協議会の職員が熊本地震の被

です。下記連絡先までお気軽
にご相談ください。

災地に派遣され、災害ボランティアセンターの運営に携わりました。
被災地では、
「どこに相談したらいいかわからない」という高齢の方

ださい。

社会福祉法人
京都市下京区社会福祉協議会
下京区ボランティアセンター

や障害がある方を、地域や関係機関の方々がセンターに繋いでくださっ
た場面があり、
「1日も早い復興のためには、地域の人みんなで

だと感じました。
『顔の見える関係』
を築いておくことが大切」
下京区社会福祉協議会では、
「災害に強いまちづくり」を通して
を目指す取り
「みんなで『顔の見える関係』
になれる下京のまち」

五条通
五条

下京総合福祉センター

住

組みを、地域や関係機関の方々と共に進めています。

花屋町通
烏丸通

東本願寺

七条通

新町通

西洞院通

堀川通

デイ、
1階は下京老人
人
2階は下京老
す！
福祉センターで

西本願寺

所 : 〒600-8166
京都市下京区花屋町通室町西入乾町292
京都市下京総合福祉センター 3階
T E L :（075）361-1881
F A X :（075）361-1663
メール : fukusi09@mediawars.ne.jp
ホームページ : http://mediawars.ne.jp/fukusi09/

下京にボランティアの
輪が広がっている…！
一歩ずつ
取り組んで
いきましょうね。

病院への通院や旅行、制度

A 短期

関するご相談は、下記までご連絡く

ボランティアに
ついて

あ…ありがとう
ございます ！

車いすが借りられるって本当？

職員による、
ボランティア
派遣前の
現地調査の様子

「ボランティア入門講座」等を通したボランティア
人材の育成や、広報・啓発活動を通した活動の参加
促進を行っています。

うんうん

ファイト！

頂いたボランティア
情報にチャレンジして
みよう。
人のために活動して、
人生充実させるぞう！

第 35 号

特集

むずかしそ
う…

ボランティアグループ・
サークル連絡会…？

役割

今回の
「下京区社協だより」
の
内容を進めていくために、
ボランティアセンターには
何が出来るんだろう…？

担当職員

ボランティア
活動希望者さん

そんな時はぜひ
ボランティアセンターを
ご活用ください ！

でも、どんな
ボランティアを
したらいいのか
わからない…

ボランティアの輪を広げます

あのボランティア
グループさん、
運営の方法で
悩まれているみたい…

ボランティアに
興味がわいて
きたんだけど…

2 0 1 7 年3月発行

下京区社協だより

マンガ「ボランティアセンターの役割ってなんだろう？」
ボランティアしてみたい時は…

京都市下京区社会福祉協議会

詳しくは中面へ！
下京区社会福祉協議会（下京区社協）とは…
「住民参加」
と
「住民主体」
の考え方を軸におき、下京区内の地域団体、当事者団体、福祉関係団体、ボランティア団体、福祉施設、
行政などとネットワークを組み、課題の解決に向けた地域福祉活動を進めていく、公的な位置付けをもった民間の団体です。

「 災害に強いまちづくり」を通して目指す、「み んなで 『 顔の見える関係 』になれる下京のまち」
区災害ボランティアセンター設置運営訓練と区地域福祉シンポジウムにご協力頂いた

9月3日
区災害ボランティアセンター設置運営訓練
地域や関係機関の方々の参加に
よる
「お困りごと聞き取り訓練」や
「ボランティア受け入れ訓練」を行
い、出席された方々に
「センター立
ち上げ時にどういう形で協力出来

京都手をつなぐ育成会 下京支部 支部長
寸劇で、お困りごとの
聞き取り方法を確認したので、
実際の災害時の動きを
イメージすることが出来ました。
他の役員さんにも
伝えますね。

るのか」
を確認して頂きました。

訓練・シンポジウムへの協力を
依頼された時の思い…

下 冨久子 さん
地域の皆さまへ

地域に住む知的障害児・者とその家族を知っていた
だき、地域の皆さまと交流を深めていきたいと思いま
した。

障害のある方の中には、声かけしても答えられない
方がいらっしゃいます。
「答えられないから、理解でき
ないのかな」と思われがちですが、みんな、周りの方々
の会話や様子を見聞きして育っています。
「大丈夫です
よ！」と明るく声かけしていただければ、きっと思いは

シンポジウムが終わった後の感想…

伝わります。

「育成会活動を通した地域との交流」について報告し
ました。観客の皆さまは熱心に耳を傾けてくださり、
嬉しく思いました。これからも、災害ボランティアセン
ターや防災の訓練、学区の行事に、子どもたちと一緒
に積極的に参加していきたいと思いました。

災害が起きた時の不安な気持ちは、障害のある方も
ない方も同じです。私たち障害児・者とその家族も、地
域の皆さまとお互いに
「大丈夫ですよ！」と明るく声を
かけあい、手をつなぎ、支え合っていきたいです。これ
からも、どうぞよろしくお願いいたします。

10月19日

ボランティア入門講座
「私にもできる災害ボランティア」
ボランティアコーディネーター、
被災された方の支援者、社協職員の

災害はいつどこで起こるか
わからないので、
自分ごととして受け止めました。
災害が起きた時は、
出来る範囲で協力させて

立場から見た災害についての講演

頂きたいと

や、災害ボランティアクイズを行う

思います。

こうした取り組みが、
下京区内23学区
社会福祉協議会の
普段の取り組みに
つながっているんだね！

出張何でも相談会

ことで、出席された方々に災害ボラ

困りごとをキャッチする場づくり

健康すこやか学級

介護予防を通した顔が見える関係づくり

ンティアについて学びを深めて頂き
ました。

11月30日

区地域福祉シンポジウム
「誰もが安心して暮らし続けられる
下京のまちを目指して」
災害ボランティアセンターの訓練
などに参加された地域役員の方、災
害時に配慮が必要な方のご家族の
方、関係機関の方にお話し頂き、出
席された方々に
「誰もが安心して暮
らし続けられる下京のまち」の姿に
ついて考えて頂きました。

災害の話を通して、
普段の見守り活動や居場所
づくり活動の大切さに

見守り訪問活動

配慮が必要な方の把握

見守りの手引き学習会・福祉教育

配慮が必要な方への理解を深め、支援について考える

気づきました。地域みんなで
お互いに見守りあい、
気づかいあって
いきたいです。

みんなで「顔の見える関係」になれる取り組みを、これからも

地域や関係機関の皆さんと一緒に取り組んでいきます。事業に

ついては、チラシ・広報誌・ホームページ等で広報いたしますので、
皆さんのご協力・ご参加のほど、よろしくお願いいたします！

三世代交流事業

交流を通した顔が見える関係づくり

