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山科醍醐こどものひろば
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はじめに

　2021年度もご支援、ご協力いただきありがとうございます。コロナ禍となり2年が経ちま

した。この2年間で出来ることも増えて来ましたが、まだまだ以前と同じ様にとはいかない

日々が続いています。

　この1年で私自身も、子どもの通っている保育園が休園をしたため、仕事を休み、自宅保育

をした日がありました。また、家族の感染により、濃厚接触者として自宅待機をする期間も

ありました。そのため、長期間仕事を休まなければなりませんでした。家族の感染が分かっ

た時に、小さな子どもを抱えて、保護者がダウンしたらどうしたらいいのか、感染するリス

クを承知で親族にお願いをするのか、いつ自分も感染するのかわからない、感染による仕事

への影響はどんなものがあるかなど多くの不安を抱えました。幸い、まわりの理解もあり、

在宅で出来る仕事もあったため、仕事面で影響をうけることはありませんでした。また、私

自身は感染せず、体調を崩すこともなかったため家庭内で収束することが出来ました。

　一方で、自分自身はコロナの影響を受けても、まわりの理解、協力がありなんとか乗り越

えることが出来きましたが、まわりの理解も協力も得られず、不安を抱えたまま過ごさなけ

ればならない家庭も多かったのではないかと思います。コロナだけに限らず、様々不安を抱

えてすごし、頼る人がいない、相談出来ないなど多くの困難が存在します。今回のことで、地

域で安心して過ごすことが出来る、相談ができる環境があるということの大切さを再確認

しました。これからも、こどものひろばらしく活動を続けながら、子どももおとなも安心し

て過ごすことの出来る環境を作っていきたいと思いますので、引き続き応援をよろしくお

願いいたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事務局長　品田　真孝　　　　

　新事務所移転からはじまった2021年度もコロナの影響により、従来の体験活動の再開は

できなかった一年となりました。移転の際には多くの方々の応援を寄せていただき誠にあ

りがとうございました。緊急事態宣言をはじめ、社会的にはコロナによる制限があり子ども

たちにとってはコロナ前とは違う日常が定着しつつあります。新しい日常と、もともとの日

常の狭間においてこれから私たちはどのような社会・活動をつくっていくことになるのか

が問われる状況にあるのだと思います。そのようななかでも、山科醍醐こどものひろばで

は、げんきスポット０-３や楽習サポートのびのびといった日常的な活動を通じて子どもた

ちやその家族、地域の方々との交流を続けつつ活動の立て直しを模索してきました。このよ

うななか取り組んだ活動を今回ご報告させていただきます。ぜひご一読ください。

　2021年度は、社会的にはコロナによる影響がさまざまな部分に表れているとは言われて

います。そのなかで国としては孤独・孤立対策について議論がはじまり、また児童虐待につ

いても見守り強化の取り組みが行われてきました。このような取り組みが求められている

現状が子どもを取り巻く環境の厳しさをあらわしいるとも言えます。また「子どもの権利」

の大切さを踏まえたこども基本法の制定や子ども家庭庁の設立の動きもできており、今後

の子どもを取り巻く制度や支援、活動にも大きな影響を与えるのではないかという状況に

もあります。コロナ禍という状況を抜きにしても大きな転換期にきているのかもしれませ

ん。そのような状況で団体としてはもちろんですが、地域のなかで私たちは子どもたちとど

のような活動をつくっていきたいのか、共に育ち合いたいと考えているのかを見つめ直し

ていくことも大切になっていきます。

　引き続きコロナの影響を踏まえながらの活動となる2022年度ではありますが、移転した

事務所の活用はもちろんですが、地域の活動が少なくなるなかひとつでも多くの子どもの

声を活動に反映させながら、活動をつくっていければと思っています。引き続きみなさまの

応援をいただけましたら幸いです。

　

 　今年度もよろしくお願いいたします。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　村井　琢哉

  

　何かを維持し続けることは、新しく始めるよりも、やっていたことを終わらせるよりも

よっぽど難しい。

　件の感染症がわたしたちの生活を一変させた2020年から月日は流れ、あの時感じた「非日

常」な現象は、今やすっかり日常になってしまった。当時は「こんな時だからこそ！」と企画

したり参加していたオンラインイベントからも足が遠のいてしまい、逆境に負けないよう

に始めたことを維持できなかった自分に落ち込んでしまっていた。

　「維持」を意味する英語のメンテナンス(maintenance)は、ラテン語の「手【manus】」と「（私は）

握る【teneo】」を名詞化したことばが由来らしい。なるほど、何かとつないだ手を離さずに握

り続けることは確かに大変だ。力加減を気にしながら握り続ける努力と、それを後ろ支えす

るには強い意志が必要で、「維持する」ことも大変なんだ。むしろ…、というところで冒頭の

ことばが2021年頃から私の頭の中をぐるぐる回っている。

　そんな中、こどものひろばでは、2021年7月にJAMMINさんと2回目となるチャリティー

コラボが実現した。完成したTシャツに描かれた自由に過ごす動物たちの姿と、添えられた

メッセージの「So…Let's hung out」（訳：じゃあ、一緒に遊ぼっか）を見て、思わずふふふっと一

人で笑った。

　そう、こどものひろばは、このコロナ禍も変わらずそういう場であり続けている。たまに

活動を覗きに行くといつもゆる～い雰囲気が漂っているが、この空気感を維持することは

「なんとなく」でできるものではなく、どれだけの人の想いや努力が寄せられているのか…。

このコロナ禍前後で、こどものひろばの見え方が変わった気がする。

　理事として関わり始めて４年目。まだまだひよっこですが、こどものひろば

と手を握っているみなさんとこれからもっと“一緒に遊んで”いきたいです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常任理事　横関　つかさ
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≪連携団体≫
・京都子どもセンター
・おとくにパオ
・子どもNPO子ども劇場全国センター
・子育てひろば全国連絡協議会
・きょうとNPOセンター
・京都地域創造基金
・京都市ユースサービス協会
・おてらおやつクラブ
・社会福祉協議会 など

≪ネットワーク団体≫
・山科区、伏見東 京都はぐくみネットワーク
・山科区地域福祉推進委員会
・山科区子育て支援連絡会
・山科子育て応援団
・醍醐子育て支援連絡会
・山科区ボランティアサークル連絡会
・京都子育てネットワーク 
・小栗栖小学校、小栗栖宮山小学校、
  勧修中学校学校運営協議会
・要保護児童対策地域協議会（山科区、醍醐）など

≪公共団体≫
・行政・外郭団体
・保育園・幼稚園・児童館
・小学校・中学校・高校・大学 など

山科醍醐こどものひろばとは？

　地域に住むすべての子どもたち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事を大きな目的に活動しています。

　子どもと大人が一体と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”との願いを大切にして日々の活動をしています。

　あらゆる人にとって自分らしく生きることのできる、人との交わりを大切

にします。

子どもと
共に育ちあう

　● 山科醍醐こどものひろばの事業（活動）は主に７つ、
　　　　　　　　　　　　　　常に子どもたちが真ん中にいます。

舞台芸術
鑑賞活動

広報・出版
事業

ボランティア
サポート事業

子育て
サポート事業

こどもの
居場所

提供事業

ネットワーク
づくり事業

子どもが自ら
創る体験活動

事業

創作劇

のびのび

げんきスポット0-3 研修会

学校連携

書籍出版

例えば・・・

理事長
村井琢哉（たくぼん）

理事
日高秀人（かず）

理事
栗田佳典（くりちゃん）

理事
永井幸子（ながいちゃん）

監事
米亨和（よねさん）

1999年12月設立。2000年3月法人格取得。1980年に当時の「おやこ劇場・こども劇場」運動
の中、京都親と子の劇場から独立する形で「山科醍醐親と子の劇場」が発足。地域に根差し、
親子で文化に触れる機会を創出することに取り組む。その後、会員限定の取り組みだけでな
く、より多くの地域の子どもたちとともに活動を創るべく、山科醍醐こどものひろばとして
再スタートして、現在41年目をむかえる。

設立

●理事・監事紹介 氏名（ひろばネーム）

　● 外部団体とも連携しています（一部紹介）

理事
小辻寿規（こっつん）

理事
大場孝弘（ばけさん）

理事
梅原美野（うめちゃん）

理事
村井彰信（むーちゃん）

副理事長
林田貴志（ふぁーびー）

常任理事
横関つかさ（よっこん）

監事
中尾保美（なかおちゃん）



23th　　　　　 summary
２３年度まとめ
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Financial　 statement

決算報告

収入の部

支出の部

内訳

金額（単位：円）

会費

寄付金

次期繰越金

内人件費

当期支出合計

前期繰越金

当期収入合計

その他の収入

委託金

事業収益

補助金

助成金

４０１，５００

３，５７７，０６３

３，１７３，７１７

１４，４３６，２５７

２６，５４５，４７３

２６，１４２，１２７

６８７，０２１

１９，１７８，３００

４５２，９４８

１，０００，０００

２，１５５，８５０

２，２６６，５０８

新たな拠点を整備しつつも、これからの事業のあり方を模索した一年

事務所移転とコロナの事業への影響

　この1年間もコロナの影響を大きく受け、事業の内容を変更や中止・延期となり、計画どおりとはいきま

せんでした。計画としては、昨年度のこどもフェスタのように小規模でも活動を行い続けることを検討して

おりましたが、実際には社会的にもコロナによる自粛期間も長く、実施の見通しが立たず、ごくわずかな事業

（人形劇や町たんけんの一部など）のみの実施となりました。一方で、げんきスポット０-３や楽習サポートの

びのびといった日常的に実施される事業については、行政の制限も徐々に少なくなり、感染対策をしながら

実施することができました。あわせて事業計画にあった運営の見直しでは、事務所の移転を終えることが

できました。家賃支出などの見直しやげんきスポット０-３との連携がより図りやすい環境となりました。

再始動の難しさと連携先の状況の変化

　コロナで実施できないなか、これからの事業への思いや、新しい活動のアイデアなどはこの一年間も寄

せていただきました。わんぱくクラブやこどもフェスタについてはこれまで長い間取り組んできたものであ

り、現在は中止となっていますが、再開を視野にはいれています。しかしながらこの2年間で一度活動を支え

ていた多くのボランティアとの関係や運営体制の再調整といったことは人の入れ替わりもありすぐには難

しく、実施とはいきませんでした。あわせて各事業で連携している地域団体や各施設などもコロナで多くの

行事がなくなることや、会場として使用ができない、また活動場所の変更や各団体の運営の変化など状況

が変化してきていることもあり、これまでと同様の事業を行うには連携先へのまた違った協力や自力での

会場確保といった対応を求められる状況も生まれつつあります。新年度に多くの活動を行なっていくために

は、各事業の活動体制や連携先への協力などより活動基盤の強化から取り組む必要がでてきており、再始

動の難しさを再認識した一年でもありました。

活動基盤の見直し

　昨年に引き続き、運営面では、対外的に収入をえてきた講演会や、講演会の機会にご協力いただいた募

金、またチャリティイベントなどの収益からいただいていたご寄付などがなくなりました。また手数料の値

上がりなどもあり会費の納入方法をクレジットカード決済を中心にしたことで、その移行手続きとあわせて

会員継続の確認などを行なった結果会費収入が減少ともなりました。あわせて収益がそれほど多くなかっ

たとはいえ、各自主事業やこどもフェスタでは毎年収益がありましたが、今回はそれがすべてなくなりまし

た。移転についてのご寄付や委託や補助事業によって事業実施はできましたが、コロナの影響で委託事業

内での人件費があがったことや、緊急支援的な動きによっての経費の上昇もあり、支出が抑えきれない状況

もあり、結果、厳しい決算となりました。会員やボランティアの交流なども難しく、こどもフェスタもできな

かったなかつながりが弱まっている部分もありますので、これまでのような活動を再開していくためには、

その点についての動きが必要となります。
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Cost
費用・きょうとこどもの城づくり事業

・京都市子育て支援いきいきセンター（つどいの広場）事業

・生活保護世帯等生活困窮世帯の子どもに対する学習支援業務

・一般社団法人 生活クラブ福祉事業基金 新型コロナ感染拡大による緊急助成

・公益財団法人 京都地域創造基金 事業指定助成事業

・公益財団法人 京都新聞社会福祉事業団 子育て応援助成事業

73％

Revenue

収益

2021年度は事務所の移転もあり、多くの方に支援いただけたため、前年

度と比較すると寄付金額は大きく増加した。また、コロナ禍の食料支援

に係る助成金や支援が必要な子どもの見守り強化のための補助金を活

用して事業を実施したため助成金・補助金の割合が増加した。その他、コ

ロナが少し落ち着いてきたこともあり、講師派遣等での収益、本の販売

（自主事業）等でその他の収入が増加した。

法人全体（事業、管理の合計）の人件費は、常

勤職員が１名少なくなったため、大きく減

少している。そのため人件費が占める割合

は62％から57％へ減少した。その他経費で

は支払家賃の増加や、コロナ禍での継続的

食料支援の実施、衛生用品・家電の購入な

ど、例年とは異なる経費が増加したため、費

用全体として昨年度とあまり変わらない金

額となった。

その他の収入 会費

人件費（事業）

その他経費（事業）

51％

・京都市支援対象児童等見守り強化事業補助金

●助成金

●委託金

寄付金

助成金
補助金

事業収益

委託金

人件費（管理）

その他経費（管理）

●補助金



24th　　　　　 Plan

Budget
予算

２４年度計画
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収入の部

支出の部

内訳

金額（単位：円）

会費

寄付金

次期繰越金

内人件費

当期支出合計

前期繰越金

当期収入合計

その他の収入

委託金

事業収益

補助金

助成金

４００，０００

３，１７３，７１７

３，２９８，３７７

１５，６５９，４６７

２５，２４２，８３６

２５，４５２，６９６

１７０，０５０

１７，８２４，３００

１，０５８，３４６

０

４，０００，０００

２，０００，０００子どもとの活動のリニューアルと新しい活動基盤をつくる一年に

コロナで止まった対面活動の再開と新しい活動スタイルを

　この2年間で、40年間取り組んできた子どももおとなも集い、活動してきた多くの活動が中止や縮小してい

きました。終了とした活動もあるなかで、改めてコロナで止まった活動をコロナの状況を踏まえながらもできる

形で実施していきたいと考えています。従来からの取り組みの再開を期待する声もあれば、コロナがあるなか

で人数制限やできる場所という制約もあります。それらを踏まえて、新しいスタイルでの活動を検討し、実現に

つなげていきたいと思います。またいくつもの活動が一度止まってしまったからこそ、活動再開とあわせて、こ

れまでやっていなかった活動も子どもたちやみなさんの声から実施していければと思います。さらに昨年度実

施できなかったこどもフェスタも実施を検討し、こどものひろばに関わるすべての人との再会と、そこからの再

出発を目指します。

運営体制や実施体制の見直し

　昨年度は事務所の移転があり活動場所の見直しとなりましたが、この一年は運営体制と実施体制の見直し

やその基盤整備に取り組んでいきます。大きな点では、まず役員体制の見直しです。現役員体制も2年目となる

ため、次の改選期に向けて事業方針などを検討しながら、その方針に見合った役員体制を検討していきます。

あわせて役員の見直しだけでなく、コロナで止まっていた活動の再開にあわせて新たな活動スタッフの募集や

活動再開を支える事務局をはじめとした職員体制の強化も必要となります。

会員やボランティアメンバーの交流や拡充と運営基盤強化

　止まっていた活動の再開や新規のアイデアを形にしていくにあたって、コロナ対策も考えると小規模の活動

からのスタートとなります。一方で小規模活動や実験的な活動では参加費収入だけでは運営や継続活動が難

しいことも考えられます。なにより活動をはじめるにあたって資金面の弱さは実施への大きな壁にもなり得ま

す。そのため、資金面では法人全体として活動資金を応援できるよう支援会員や寄付者を募っていくことと、

この2年間で活動スタッフが減ってしまった事業などのボランティアを募っていきます。あわせて新しい活動ス

タッフも増え始めていますので、改めて研修や意見交流の機会を増やしていきます。さらにかつて各活動に関

わっておられた会員やボランティアの皆さんから改めて関わっていきたいという声もあがっており、より活動へ

の参画がしやすい環境整備も含めた、これからの新しい活動スタイルの検討や運営体制の見直しとあわせて

意見交換は重要な機会と考えています。

新拠点 （事務所）を活用した日常的な交流活動

　昨年度から活用している新拠点ですが、現在事務局、個別支援活動、連携事業としてのフリースペース、食糧

配布の拠点といった形での活用となっています。コロナもあり多くの方に来ていただいての活動には活かせて

いませんが、今後はげんきスポット０-３にも近い立地を活かしながら、日常的な子どもとの交流や、地域交流、

小さなイベントの会場としても活用していきたいと考えています。現在ガレージセールやげんきスポット０-３の

水遊びの場所などのアイデアも出ていますが、もっと気軽にお茶を飲みに、お話ししに立ち寄ってもらえる場

所を目指していきます。



【成果・目的達成について】

今年度は、年間5回の活動しか出来なかった（4月分は前年度扱いとする）が、参加者が待ち望むような活動となり、気

持ちよく過ごすことができた。

「かるた会」では、参加の子どもたちが全員の力を発揮し、主役となり、イベントを作り上げることが出来た。

今年度は新規参加者を募集しなかったので、全ての子どもが複数年参加となり、仲間としても、学びの場としても、自

分の居場所としても、子どもたちにとって、良いものになったと思われる。とりわけ、学校でも自由が制限されている

中で、心のよりどころのように楽しむ光景が拡がった。専門学校生・社会人・高齢者と幅広いスタッフ構成で、子ども

たちも多様なスタッフとのかかわりを楽しむことが出来、人間浴の意味あいの強い活動となった。

参加費は低額に据え置き、参加しやすい活動形態を模索するなど配慮した。財政的には助成金の申請などをしなかっ

たこともあり、回数が少なかったにもかかわらず赤字となり、積立金を取り崩しての活動となった。次年度も、地域と

の連携を進め、子ども達にとってより良い山科になるように努力したい。

Genkispot 0-3

げんきスポット0-311 12

【参加の対象】

0～3歳児までの子どもと保護者

【活動の目的】

０～３歳くらいまでの子どもと保護者が自由に遊びに来られ
る場として、無料開放し、以下の取り組みを中心に子育て支援
事業を行う。

１ 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

２ 子育て等に関する相談、援助の実施

３ 地域の子育て関連情報の提供

４ 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

５ 地域の子育て力を高める取組の実施

「げんきスポット０－３」を飛び出して地域の場での支援事業

１ 出張広場開催

２ 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

３ 地域の子育て力を高める取組の実施

【成果】

今年度もコロナの影響で休館した月がありま

したが、開館を待っておられ、開館と同時に来

館がありました。

地域での認知度も少し上がり、音羽川学区の

回覧板や口コミ、利用している方と一緒に来

館していただけるようになりました。保健所

での案内や山科区の赤ちゃん訪問で紹介して

もらいましたと来館される方もありました。

週に3回、無料で楽しめるプログラム（「おはよ

う体操」や「絵本となかよし」など）を設定する

日、有料のベビーマッサージやママワークの

日などを織り交ぜながら企画を実施し、同年

代の子育てをするママ同士が、ゆっくりほっ

こりできる場となっていました。0歳児の参加

が増え、親子のふれあい・憩いの場になってい

るのがよかったです。

おはよう体操ではみんなで一緒に体操し、企

画後のママのおしゃべりタイムを楽しみにさ

れ多くの参加者がありました。「安心感の輪・

子育てプログラム」や「はじめの一歩」「育休復

帰サポート講座」などの連続講座でも参加者

が集まり、子育てについてゆっくり考え今後

の育児に生かす内容を提供出来ました。

充実事業として現施設だけでなく外部に出向

くようになり、1歳児後半から活発に動き回る

子にも場の提供ができました。

【感想】

つどいの広場として火曜日から土曜日の10時から16時

の間に、予約なしで自由に来て自由に帰ることが出来る

来やすさと一戸建ての入りやすさで自宅にいるような空

間が、保護者の方にとっても気楽に来ていただける要因

だと感じています。最近では、０歳児の来館が大変増えて

きています。保健所での案内や山科区の赤ちゃん訪問案

内していただいているのも大きな要因になっていると思

います。今後も行政との連携を充実していきながらより

よい環境作りをしたいと思います。

 「安心感の輪子育てプログラム」・なりたてママの「はじ

めの一歩」・「育休復帰サポート講座」などを実施し、いろ

いろな角度から子育てママを応援し、よりよい子育てに

ついてみんなで考えていけました。

今後も来館者の声を聞きながら、地域に根差した活動や

保護者の方にも子育て力・地域力を持っていただけるよ

うな０－３独自の取り組みを考えていきたいと思いま

す。コロナ禍の中でも子育て中の親子にとってとても大

事な場になったと思います。

Machitanken
町たんけん

【活動内容】

１．地域を発見する活動・・・4回

２．文化を知る活動・・・1回

【活動の目的】

①ひとりひとりの子どもが、町たんけん活動の

中で、自分の力で地域の良さをみつける。

②「歩こう！だいすき山科ガイドブック」「山科

かるた」「山科かるた双六」「報告書」などを通

し、この町が好きだという子どもを一人でも多

く増やす。そのために、地域を知る資料を地域

の全児童に配布すると共に、小学校に出向き、

授業時間を使って、その良さを伝える。

③地域が、ひとりひとりの子どもの生活や学び

の支えになるように、まちづくりに寄与する地

域団体のネットワークを大事にし、連携を取り

合い、よりよい地域を目指す。

【参加の対象】

チーム参加対象は小学生(全学年）

事業対象は区内の全小学生、希望する地域住民

【感想】

コロナ禍で予定が立たず、参加者募集は前年度から継続の子どものみとなった。よって、定員を満たすことは出来

なかったが、自主性を重んじた活動となったように思う。新たなスタッフ、久しぶりのスタッフなど、活動日によっ

てスタッフは変わったが、子どもたちは誰とでも仲良くできた。スタッフと参加者が同じくらいになる日も多々

あったが、スタッフも、本当に活動日を楽しみにしていることがわかり、長年続けてきたことで、それぞれのよりど

ころになっていると感じた。コロナの感染拡大のため、開催を断念した月も多く、実施回数を消化しきれていない

ので、次年度継続メンバーには、その配慮をしたいと考えている。

次年度も、どこまで実施できるのか、不安もあるが、子どもたちの積み重ねた経験を活かし、より自主的な

部分を多くした活動にして行きたいと考えている。



Nobinobi
楽習サポートのびのび
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【参加の対象】

主に山科区・伏見区醍醐地域の小学校1年生～中学3年生：

 ＠ら～にんぐ（学習）、＠らいふ（生活）、＠ひろば（余暇）、＠ほーむ（家庭訪問型）

主に伏見区醍醐地域の小学校1年生～6年生：＠だいご（生活・学習・余暇）

高校生以上（活動を卒業したメンバー）：＠たいむ

【活動の目的】

発達課題、不登校、子どもの貧困、ネグレクトなど「困り」を抱え、自信が持てない子どもたちに生活・

学習・余暇のサポートに取り組む。年齢の近いサポーターがマンツーマンを中心として関わりなが

ら、子ども１人１人に合ったサポートに取り組むことで、子ども自身が自信を持つことや将来に向け

ての選択肢が広がることを目的としている。

また、法人内の他の事業に参加したり、本法人以外の団体や地域ともネットワークを作り、子どもた

ちが安心して過ごせる場所を広げることも目指していく。

【活動内容】

＠らいふ→平日の17：00～21：00に実施　　　　　　　　　

＠ら～にんぐ→平日の週1回90分程度で実施

＠ほーむ→利用者の希望日程（週１回90分程度）で実施

＠ひろば→月に1回程度実施

＠たいむ→のびのびの活動、地域イベント、シンポジウム等でのボランティア活動／同窓会

＠だいご→平日15時～19時、宿泊活動も実施

・中3勉強会（ユースサービス協会連携事業）→毎週月曜日・火曜日・木曜日実施

・専門家（臨床心理士や社会福祉士）が入ったサポーター向けの「ふりかえり会」の実施

・保護者面談

【成果】

・参加者より「3年間、迷惑かけたときもあるけど、それでも優しく勉強を教えてくれたり、遊んでくれ

たり、ほんとうにありがとうございました」、「毎週ここに来るのが楽しみで、『今日はなにができるん

だろう』とどの回も楽しくて、自分の将来の選択肢が広がりました」と声をいただき、長期的な日常の

関わりだからこその、子どもも大人も育つ場が作れた。

・イベントや行事ができない分、何気ない日を当たり前のように送れない日々の中で子どもがゆっく

りと過ごしたり当たり前に活動がある環境を作れた。またボランティアさんの数も増えてより活発に

活動できた。

food aid食材支援

【活動の概要】

昨年度に引き続き、経済的に困窮してい

る家庭だけでなく、コロナ禍で家計が切

迫した家庭なども対象に食材、衛生用品、

日用品の支援を継続的に行なった。活動

に来ている子どもへの手渡し、郵送、フー

ドパントリーなど様々な方法により、多

くのご家庭に支援することができ、一年

間でのべ7000食（主食のみ計算）の支援

を実施することができた。

【感想】

・今年度は「自習室以上、塾未満の場」としての学習会を意識して、子どもたちとボランティアさんと

一緒に活動をつくってきました。勉強をする以外も含めた学びの場として、教科学習にもこだわりつ

つ、子どもたちの「これやってみたい」「なんでこれってこうなん」という気持ちから、実際に一緒に

なって調べてみたり、紙に書き出してひとつの形にしてみるなど、ただ机に座るだけでなく、いろん

な学びを試行錯誤しました。

・2年連続のコロナ禍の活動になりましたが、前年度からバージョンアップし「誰にとっても楽し

い！」を目標に活動してきました。何気ない日を当たり前のように送れない日々の中で、大きなこと

はできないけど「来週はなにしようかな」「楽しかったな」と思ってもらえる活動をつくれていたらい

いなと思います。

【ご支援いただきありがとうございます】

食材、衛生用品、日用品支援を実施するにあたり、以下の助成金、寄付金、物品寄付を活用させて

いただきました。ご支援いただきありがとうございました。

　・一般社団法人 生活クラブ福祉事業基金 新型コロナ感染拡大による緊急助成

　・近畿ろうきん　社会貢献預金「笑顔プラス」

　・宗教法人真如苑　子どもの貧困対策のための寄付金

　・公益財団法人京都地域創造基金「事業指定寄付」

　・認定NPO法人おてらおやつクラブ　お菓子、食材、物品寄付

　・こども食堂サポートセンター(運営:一般 社団法人全国食支援活動協力会)

  　餃子の王将「お子様弁当」
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活動

レポ
 ✐ 活動 レポート 

（２０２１年６月～２０２１年８月）

ピックアップ 

つどいの広場「げんきスポット０－３」ってどんなことを

してるのかな？日常の様子をピックアップしてご紹介します。
（こどものひろばブログより転載） 

 

げんきスポット０－３の館内では・・・

火曜日の 10:30 からは恒例

のおはよう体操。お母さんと

一緒に楽しく身体を動かしま

す！ 

体操の後は年に一度、 

日本栄養士会による 
≪栄養ワンダー≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「小金塚ほんわかハウス」は、毎週水曜日の 10 時

～13 時に小さな子ども達と保護者のために無料開

放されています。げんきスポット０－３も月２回ほ

ど、出張ひろばとして参加しています。 
 

  ７月、８月のお天気の良い日は水遊び💦💦💦💦

げんきスポットをとびだして！ 館外の活動もご紹介

以前、０－３でスタッフをされ

ていた栄養士の松田さんを

お迎えして、楽しいパネル

シアターや紙芝居を交えな

がら、離乳食のお話、食育

の話をしていただきました。 

 食は毎日のこと、みなさんいろんな疑問や悩みが

あるみたいで、お話が尽きませんでした。 
帰りにはキウイフルーツのお土産も 

いただきました！ 

７／６ 火 おはよう体操／栄養ワンダー ７／２１ 水 安心感の輪

赤ちゃんのいる生活、子どもが常にお母さ

んを安心の場とし、その場所を居心地よく

思い、またその場所から勇気をもって次へと

トライして育ち続けることが大切ということを

みなさんで振り返りながら学びました。 

子ども達も周りにいて、皆さん和やかな雰

囲気で過ごされていました❤

延
期
と
な
っ
て
い
た
企
画
を 

 

行
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
！ 

月  

ストローで上手にシャボン玉を作って飛ばす子ど

もさんや、お母さんが作るシャボン玉を一生懸命

追いかける子どもさん・・・それぞれの楽しみ方で

素敵な時間を過ごしました。 

≪山科中央公園でシャボン玉遊び≫

あそびっこクラブ（未就園児親子対象） ✨ 
 

月  

≪西御坊で水鉄砲遊び≫

 お寺の境内の涼し

い木陰で、いろんな

形の水鉄砲を楽し

みました。みんな遠

くまで飛ばせたか

な？ 

ほんわかひろば

ほんわかハウスの前にプールを並べて、冷たい水が

気持ちいい！！水鉄砲やシャボン玉でも遊びまし

た。小学生の子どもさんが遊びに来てくれる時もあり

ます。水遊びの後は、室内でイス取りゲームをしたり

パネルシアターやプラレールで遊んだりもしました。 

 

  

15 16コッペパン177号より

Activity report  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

至山科駅 

子どもの手作り

作品がお出迎え

♡超カワイイ♡

 

昨年来のコロナ禍により、子どもたちが気軽に集える場所がなくな

り、また、活動に参加している「困った」を抱えている子ども、家

庭も大きく影響を受けました。 

そのため、こどものひろばとして、子どもたちと楽しく交流できる

場、食事支援が出来るキッチン、宿泊できるようお風呂などの設備

を有する物件に移転を決め、新たな場所で 7/1オープンしました。 

転居の間には、ご寄付や物品寄贈、また JAMMINチャリティＴシャツ

購入などの他、様々なご協力を頂きありがとうございました。 

会員の方から、ひろばを遠くから応援していただいている方まで、

これまで 40 年間で出会ってきたみなさまに応援いただいてありが

たい限りです。 

より良い拠点にしていくため、これからも整備していきたいと思い

ますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。 

げんきスポットからも近い場所です。ぜひ、一度お越しください。 

 

ガレージ横の 

路地を入る 

こどものひろば外観

くつろげる縁側

駐輪ＯＫ！

 

玄関右手の事務スペース

大きなソファーもあるよ

 

ガス調理もできる！

普通のお家のキッチンです。

 

階奥は縁側のある和室

フリースペースとして利用できます

 

階

階の左手は和室の活動スペース。

リラックスしながら活動できそう！

 

階段を上がり右手

の洋室。

本棚と作業机があ

り、会議や学習に

ピッタリ！

 



159,930 円
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新しい活動拠点、気に入ったよ！ 山科区で活動している子どもたちは、事務所移

転に伴って活動場所が変わることになりました。移転のことは随分前に教えていた

ため、驚いてはいませんでしたが、オープン前に保護者さんと一緒に新しい事務所

を見た時は、「うわぁ！めっちゃたくさん部屋あるやん、キッチンもある！！なにしよ

うかな～！」と終始うろうろしながらはしゃいでいました。 

こんなことをしてるよ！ 2 階の畳の部屋でボランティアさんと一緒にごろごろしなが

ら日ごろの話をしたり、TikTok（※ダンスや実験など録画したものをアップするアプ

リ）を撮ったり、一緒にボードゲームをしたりして過ごしています。「アイドルがかっこ

よくてついついお小遣い使ってしまう！」「（先生やクラスでトラブルがあったらしく）

学校が楽しくない、、、」「最近はな、先輩と遊んだで」と色々な話をしてくれます。 

 夏休みの宿題で家庭科の課題が出て、「一緒にカレーを作って欲しい」とのことで

新事務所のキッチンを使ってカレーを作りを楽しみました。「家では料理はあんまり

せんから楽しかった」と言ってもらい、一同嬉しい気持ちになりました。 

今後に向けて 社会全体がまだまだ回復する兆しが見えない中ですが、子どもたち

の息抜きや楽しみとなる場所を子どもたちと一緒に作っていきたいとおもいます。 

 

楽習サポートのびのび＠らいふ 新拠点での活動の様子をご紹介

※現在、新型コロナ感染対策を行いながら通常通り活動を行っています

 
 
 
 
 
 
 
 

活動

レポ

カレーの材料や作り方も

書かないといけないため、

ボランティアさんに教え

てもらいながら夏休みの

家庭科の課題をしていま

す。途中飽きて歌い始める

ことも・・・

ボランティアさんと一緒にビンゴ大会をして

遊んでいます。「一番の人はゆっこさんに踊っ

てほしいダンス曲を指定することができるル

ール！」という、何とも（私にとっては理不尽

ですが・・・）楽しい大会でした。結果「少女

時代の を バージョンで！」と

指定され、結局はみんなで踊ることに（笑）

 

楽習サポートのびのび スタッフ  

福崎由貴子（ゆっこ） 

 
 
お 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
今年度の町たんけん、やっと１０月末になって始動！ 
待っただけあって、お天気は良いし、めちゃ面白い、この１年で、 
きっと一番のような楽しい日になりましたので、ご紹介します。 
山科・西野山には伏見稲荷への登山口があり、そこから登り始めます。 
赤土の滑りやすい道だとは思っていたのですが、ビックリするほど水の流れで 
えぐれていて、歩きにくいことこの上なし。倒木は多いし、ワイルドな登山気分を味わいました。 
それでも、誰もへこたれずに歩くと、伏見の町が見えました。 
無事到着。お昼ごはんのお弁当を食べて、ほんのちょっぴりスケッチしたり、楽しみました。 
JR 伏見駅では、JR で現存する最古の建物である「ランプ小屋」を見て、地下鉄で山科駅に戻り、駅がひっこ

しして 100 年という映像をみたり、グループ名や、今後の訪問先を考えたりし、一人一言を以って、解散しま

した。10000 歩以上歩いたようで、帰りの乗り物では、コクリコクリする人も。 
でも、山科駅につくと、地下通路から地上に上がる際、エスカレータ―に乗らず、階段を駆け上っていく姿を

見て、まだまだ体力あるなぁと、ビックリしちゃいました。 
今、遠足もないとのことで、ほんと、みんな、いい笑顔で過ごすことが出来、なによりでした。 

（当法人活動ブログより） 

 
 
 
 
 
緊急事態宣言が明けて、７月ぶりのあそびっこクラブです。 
すっきり快晴とはいかず、すこしあやしい天気でしたが、なんとか 
開催できました。今回の企画は、スポーツの秋！ということで、 
山科中央公園でミニ運動会をおこないました。 
新聞紙やチラシを使って作った、輪っかやボールを用意して、 
かけっこや玉入れを行ないました。 
久しぶりのあそびっこクラブを子ども大人も一緒になって 
楽しみました！ 
 
 
 

活動

レポ ✐ 活動  レポート
（２０２１年９月～２０２１年１１月）

ピックアップ 

（日）町たんけん ～始動～ 山科から伏見稲荷へ

（火）あそびっこクラブ

ボールをきれいに並べる子 
ポイポイ外に出すのが好きな子 
おもいおもいに楽しみました 

輪っかがみんなのお気に入り！ 
ベンチに並べたり、中にどんぐりや

葉っぱを置いてみたり、重ねたり 

輪っかをバトンにかけっこ 

コッペパン178号より

2021年度は事務局の移転を行いました。多くの方に支援をいただき無事

に引越しを終え、2021年7月にオープンすることができました。

ここで改めて、移転に掛かった経費や皆様からいただいたご支援の内容

を報告いたします。

事務所移転へのご寄付ありがとうございます。

移転寄付合計 物品寄付移転費合計

648,827 円
・クッション

・サンシェード

・エアコン

・センサーライト

・ブロックス

　　　　　　　など

684,146 円

　　 40 名 ・敷金、礼金

・重複家賃2ヶ月分

・レンタカー代

・廃品回収

・エアコン取り付け

　　　　　　　　など

JAMMINさんと再コラボをしました。

2021年7月26日から8月1日にJAMMINさんと再コラボをしました。森の中

のツリーハウスとその周りで思い思いに過ごす動物たちが描かれ、子ども

と一緒に着やすいかわいらしいデザインとなりました。

今回のチャリティー合計は　　　　　　　　　　となりました。

購入いただいた方、ありがとうございました。



19 20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

楽習サポートのびのび 秋の活動の一コマ

インスタはじめました！

【HALLOWEEN】 
10 月の中学生の個別活動でハロウィンを

しました。子どももボランティアも仮装を

しました。そして、ホットチョコレートを

作ってトッピングして、職員がこの日のた

めに手作りしてくれたスウィートポテトに

も飾りつけ。 
ホットチョコレートはボランティアさんの

アイデアから、スタバのコーヒーをイメー

ジして、ましましでデコレーションしてみ

ましたが、やはり難しい 
クリームの上の書かれている文字は

「ARMY 사랑해요」（愛しています）とい

う意味らしいです。 

【11 月 11 日といえば】 
木曜日の学習会の活動がちょうど 11 月 11
日と重なったこともあり、ポッキー・プリ

ッツの日ということで、通常のチョコレー

ト味から、期間限定の味まで、できる限り

たくさんの種類のポッキーを集めました。 
「これどんな味なんやろう」、「目をつぶっ

て食べて、味を当ててみようぜ」と遊び心

がくすぐられ、いつのまにか箱でコラージ

ュが始まりました。 
食べておいしい、作って楽しい、飾ってう

れしい、そんな普段の日常がちょっと楽し

くなる一コマでした。 

11 月 1 日より、山科醍醐こどものひろばのイ

ンスタグラムを開設しました。 
各活動の様子や事務所でのちょっとした出来事

を切り取って、お届けできればと思います。ま

た、げんきスポット 0-3 の開館情報も掲載され

ています。 
アカウントは、下の QR からをフォローできま

す。またアプリから

「kodohiro_yamashina.daigo」 
と検索してチェックしてみて 
ください！ 
 

【はじめて柿を食べたよ】 
小学生の個別活動で、いつもお世話になっ

ている会員さんから柿をいただきました。

参加している子どもは、いままで柿を食べ

たことがなかったらしく、せっかくのいた

だきものなので、皮むきから自分でしてみ

ます。普段から料理を家でしますが、初め

ての皮むきでもあり、恐る恐るチャレン

ジ。ちなみに食べた感想は「なんだろう、

食べた事ない味や〜笑」とのこと。 

かぼちゃのデコがかわいい 

初めてですがきれいに皮をむいてます 

カラフルな感じに仕上がってます。 

 
 
お 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2/26（土）に東部文化会館創造活動室にて、人形劇団京芸さんによる「ほっこりしあたー」を開催しました。

「おふろだいすき」（原作:松岡享子/福音館書店刊）「こぶたのるーた」（原作:村山桂子/童心社刊）「まるちゃ

んとかくちゃん」の 3作品が上演されました。山科醍醐こどものひろばとして、昨年度に引き続きプロの人形

劇団をお呼びしての、鑑賞活動を実施することが出来ました。 

 

コロナ禍で京都の感染者も多くなっている時期ということもあり、中止や

延期をするということもスタッフで話し合いを行ないましたが、昨年度実

施した「こどもフェスタ」の時のように、イベントがどんどん中止になっ

ていく中で、多くの方が開催を楽しみにしておられたため、中止にするの

ではなく、思い出を一つでも多くつくっていくことがこどものひろばだと

思い、予定通り開催することを決定しました。 

開催に向けて会場の定員よりも募集人数を少なく設定し、開催当日は密を

避けるために座席の間隔をあけて配置すると共に換気を行いました。ま

た、観客、スタッフは検温、手指の消毒、マスクの着用を行い、感染拡大

防止を徹底しました。 

 

上演が開始され、人形たちが登場するとキラキラとした目を向けて、楽しみながら 

見ていました。楽器から音楽が流れたり、大きな人形が登場したりと、とても楽しい人形劇公演でした。子ど

もたちが楽しんで人形劇を見ている様子から、やはり中止をせずに開催してよかったと思います。 

なかなか、人が集まるイベントを開催しにくい時期ではありますが、楽しみにしておられる方がいて、実際に

参加した子ども達の笑顔をみると文化活動をすることの意味、余暇活動がなくなることによる影響を強く感

じます。一日も早く、子どもも大人も一緒に楽しめるイベントが当たり前のようにできる日が来て欲しいと思

います。 

 

※この事業は『公益財団法人京都新聞社会福祉事業団子育て応援助成事業』を受けて実施しました。 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

活動

レポ ✐ 活動  レポート
（２０２１年１２月～２０２２年２月）

ピックアップ 

（土）人形劇団京芸 ほっこりしあたー開催

会場の席は 
間隔をあけて配置 

イベントが中止になっているので、

子どもと一緒に楽しめる今回の人形

劇を楽しみにしてました。出てくる

人形がどれも可愛かったです。また

次があったら子どもと一緒に見にい

きたいです。（参加者感想） 

無事に開催することが出来てよかったです。 
こどものひろばとして鑑賞活動は前身団体である「親子劇

場」から大事にしてきた活動です。子どもが生の劇を見る

という経験は心豊かに成長するため、とても大切であると

思います。だからこそ文化活動が出来ない、少なくなるな

かで少しでも子どもと共に成長できる機会となればと思い

ます。（スタッフ感想） 

コッペパン179号より



 
 
 
町たんけんは、2002 年に始まった活動で、今年は 20 年目にあたります。 

12 月 5日、京都市東部文化会館創造活動室で、そのお祝いの会「山科かるた大会」

を開催しました。会場に早めに集合し、クイズの問題を考える・司会は「はじめの

ことば」「おわりのことば」を考える・かるた係は読み札を読む練習をする、などの

事前準備をしました。 

会場に入ると、掲示物や展示物を並べ、マイクを使っての練習も各自が行いました。 

手際が良かったので、余りにも早く終わり、遊びの時間も出来ました。 

式典では、中臣遺跡の第 1発見者である岡本洋さんから、「中臣遺跡」のご講演を聞

き、彼が高校生の時に、その発見の手掛かりとなる弥生式土器の破片をみつけた際

のお話をドキドキして聞きました。 

ご講演では、子どもたちに分かりやすい言葉・みんなに資料をご準備頂き、しっか

り、その世界に誘って下さいいました。そのせいあって、講演後の質問コーナーで

は、子どもも、大人も、どんどん質問が出て、みんながどんなに一生懸命に話を聞

いていたか、ビックリするほどでした。 

クイズやかるたも楽しみ、あっという間に時間が過ぎ、おみやげの「山科かるた」

を貰って帰りました。終了後のスタッフの振り返りでも、子どもたちがすべて頑張

ってくれて、感無量だったという声しきりで、20年の積み重ねを、つくづく感じる

日となりました。                             （当法人活動ブログより） 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
12 月げんきスポット 0-3 にトナカイ号が出現して、一緒に遊んでくれる子どもを待っていました。のびの

びではたくさんの方に食材やお菓子を支援いただき、クリスマス企画を実施。クリスマスケーキも食べました。

冬至には会員さんからいただいたゆずで柚子風呂にも入りました。 

1 月は雪が積もったのでげんきスポット 0-3 の玄関にはかわいい雪だるまが！年明けの活動ではお雑煮を

食べ、受験生のために合格祈願にいきました。受験生応援に電気ケトルやインスタント飲料を寄付いただき、

ピリピリしている時間の中で少しでもホッとできる時間となりました。 

2 月には子どもからのリクエストでヤンニョムチキンを作って食べました。辛いものが苦手な人にも食べや

すくて、ご飯が進む一品です。バレンタインには子どもが家族のために手作りチョコを作りました。 

コロナ禍ではありますが、子どもたちと一緒に日々の活動を続けています。 

（日）町たんけん 年のお祝いかるた会開催

月～ 月の様子をふりかえって ーインスタの写真よりー

最後にみんなで 
記念撮影をパシャリ！ 
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お 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2021 年度のびのびの活動に参加している中学 3 年生全員の進路が決まりました。 
「コロナで、ほんとは過ごしたかった中学校生活が送れなかった」 
「中学 1 年がコロナなくて一番楽しかった」 
そんな、コロナに大きく左右されることが多かった学年でもあり、活動もできる限

り「いつも通りの日常」を意識してサポーターと試行錯誤してきた学年でもありま

した。 
「ほんとに毎回が楽しくて、楽しい時間しかなかった」 
「サポーターの人たちがみんなやさしくて、どれもが思い出みたいなもん」 
「しつこく英語を教えてくれて、ありがとう」 
中学生と一緒に毎回の活動の悩みを共有しながら、勉強したり、遊んだり、サボっ

たり、おしゃべりしたりした 1 年間。 
写真を見返すといろんなことを思い出してきて、最後の活動の最後の時間まで話

が尽きない、そんな期間でした。 
中学卒業してからがむしろ本番ではないですが、一歩社会に出て、少し大人になっ

て、またその時その時の時間を楽しく過ごしてほしいところです。 
いろんな思いが込み上げてきますが、まずは卒業と新たな門出をお祝いしたいと思います！ 
おめでとうございます！ 
 
 
 
 

活動

レポ ✐ 活動  レポート
（２０２２年３月～２０２２年５月）

ピックアップ 

月 楽習サポートのびのび＆中学生学習会 卒業

コッペパン180号より

コッペパンは現在3ヶ月に1回発行をしている機関紙です。前身団体である親子劇場から続く唯一

の活動となります。これまでコッペパンは編集部として二人の方が記事の取材から作成、編集まで

担っていただいておりましたが、それぞれの方の生活環境の変化により、今まで同様に継続して取

材、作成、編集は出来ない状況となりました。

そのため、コッペパン178号は活動レポのみの縮小した形での発行となりました。178号以降のコッ

ペパンも、縮小した形で発行し、また頻度も3ヶ月に1回発行していたものを不定期での発行となり

ました。

親子劇場時代から続くコッペパンですので、休刊という形ではなく、このような形でも発行を続け、

皆様に団体の活動情報をお届けできればと思っております。そして、今までの内容を踏まえつつ、新

しい形でのコッペパンをお届けできればと思っております。

いつもコッペパンを楽しみに待っていていただいている皆様には、大変申し訳ありませんが、ご理

解いただければ幸いです。

コッペパンの発行について



kodohiro@gmail.com

http://www.kodohiro.com/

http://blog.canpan.info/kodohiro/

https://www.facebook.com/kodohiro/

特定非営利活動法人
山科醍醐こどものひろば

NPO法人 山科醍醐こどものひろば

山科事務所　

〒607-8072
京都市山科区音羽伊勢宿町33-77

075-591-0877

平日13:00～17:00
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AccessSupport

NPO法人 山科醍醐こどものひろば

醍醐事務所

〒601-1462
京都市伏見区小栗栖森本町20-22

075-202-9419

開館日は不定期

NPO法人 山科醍醐こどものひろば

げんきスポット0-3

〒607-8074
京都市山科区音羽乙出町14

075-634-9242

火～土10:00～16:00

当団体の口座

■郵便振替　口座記号番号：00990-1-47656

　　　　　　加入者名：特定非営利活動法人 山科醍醐こどものひろば

■銀行振込　京都信用金庫　店番号：052 　口座番号：0498523

　　　　　　口座名義：特定非営利活動法人 山科醍醐こどものひろば

お問い合わせは電話・メールでお気軽に。ホームページも見てね！

わたしたちの活動は、みなさまの応援・ご支援によって成り立っています。
いろいろなカタチの応援があります。ぜひ一緒に、地域の子どもたちの成長を見守っていきませんか？

一緒に活動をつくって応援
ボランティア ボランティアご希望の方には当団体の説明会を行います

■各活動部で、企画運営・子どもたちの活動をサポートするスタッフ
■事務局業務をサポートするスタッフ など

会員 会費：年払い6,000円以上、または半年払い3,000円以上（＋初回のみ入会金500円）

■当団体へ直接持ち込み

■郵便振替　※口座は左下参照

■クレジット決済（VISA/Master/JCB/AMEX/DINERS）※ホームページから手続きできます

　　ページURL：http://kessai.canpan.info/org/kodohiro/sustain/100239/

支援会員 会費：個人支援会員は年払い3,000円以上　団体支援会員は年払い5,000円以上

■当団体へ直接持ち込み

■郵便振替　※口座は左下参照

■クレジット決済（VISA/Master/JCB/AMEX/DINERS）※ホームページから手続きできます

　　ページURL：http://kessai.canpan.info/org/kodohiro/sustain/100239/

物品寄付で応援
古本・書き損じハガキ・
CD・DVD

■当団体へ直接持ち込み　※お近くの場合、取りに伺うこともできます

■ご自宅や職場からチャリボンへ送る（申込後、宅配業者が集荷に来ます。送料無料）

　http://www.charibon.jp/partner/yamashita/ ※寄付先は山科醍醐こどものひろばを選択

食品・文具など ■当団体へお持ち込み　※お近くの場合、取りに伺うこともできます

資金寄付で応援
団体へ直接寄付
※1口3,000円から

■当団体へ直接持ち込み

■郵便振替　※口座は左下参照

■銀行振込　※口座は左下参照

■クレジット決済（VISA/Master/JCB/AMEX/DINERS）※ホームページから手続き可能

　　CANPAN決済サービスURL：http://kessai.canpan.info/org/kodohiro/

京都地域創造基金を通
じて
※100円から

※税制優遇措置の対象

※当団体でも振込用紙を

　お渡しできます

■郵便振替
　　　口座記号番号：00930-4-312262

　　　加入者名：京都地域創造基金寄付口座

　　　通信欄：必ず寄付事業名「子どもの貧困対策事業」と記載

■銀行振込（当団体の事業への寄付専用口座）

　　　京都信用金庫  本店（普） 口座番号：2027687

　　　口座名義：公益財団法人京都地域創造基金

■クレジット決済（VISA/Master）

　　地域創造基金URL：http://www.plus-social.jp/project.cgi?pjid=11
いただいたご寄付は、団体の活動で大切に使わせていただきます。

支援のお願い
お問合せ

アクセス

Contact
※掲載の各情報は、2022年9月30日現在のものです。


