
昨年は伊勢神宮を訪れましたが、今年は、熊野・吉野大峯
と共に「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界遺産に登録
された和歌山県の高野山を訪れます。今年開創 1202 年目
を迎える高野山。今や真言密教の聖地としてだけではなく、
観光スポットとして国内外から多くの人がやってきます。

「詳しくは知らない…」という人も多い高野山。山内の主な
観光名所や見どころを訪れるツアーを企画しました。

★日　時　 2017年 3 月18 日（土）9 時出発
★集合場所 京都駅観光乗り場　
★詳　細　2 月末に発行のニュースレターもしくは HP で
★申　込　みんなの手まで　定員　40 名

「世界遺産「高野山」を訪れる避
難者交流ツアー」
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2017 年 2 月寒い冬を乗り切りましょう！
一年で一番寒い月です。カラダも心もあたたく過ごしましょう！

★日　時　 2017年 2 月18 日（土）9 時半〜
★場　所　 みんなのカフェ（京都市伏見区両替町４−３１９）
★アクセス 京阪伏見桃山駅徒歩 2 分
　近鉄桃山御陵前駅徒歩 3 分　JR 奈良線桃山駅徒歩 10 分
★参加費　 無料　※事前申し込み要
★内　容　 9 時半 -11 時：「人生を自分らしく10倍楽しめる」
　セミナー　トータルライフアドバイザー
　村田信二さん（ムービング代表）　11 時：ランチ交流会
　みなカフェ特製ランチプレート＆デザートプレート付
★申込方法 お名前・ご連絡先・参加人数を明記の上、
　電話・メールでお申込みください。
　メール　minnanote123@gmail.com　
　電話　075-632-9352
★申込締切 ２月１６日（水）人数把握のためにお早めにお申し込みください。

お問合せ＆当日ご連絡先  　みんなの手 ☎ 070-5656-5621西山まで

新幹線 OR 飛行機で福島へ帰省しましょう！
「ふるさととつながろうツアー」

日　時　帰省日程は各自の予定で OK　※福島県内での交流会への参加が必須
対　象　京都府もしくは関西地方に福島県から避難されておられる方　参加費　無料（往復交通費・交流会参加費込）
注意事項　希望者の多い方の会場で開催いたしますので、必ず参加希望場所を明記下さい。
参加申込者が１０名以下の場合は実施いたしませんのでご了承ください。開催の有無は申込後ご連絡いたします。

「自分らしく 10 倍楽しめる」
セミナー付きランチ会

京都市伏見区両替町4-319
☎ 075-632-9362（オフィス） 

☎ 075-632-9352（カフェ）  HP:070-5656-5621
MAIL:minnanote123@gmail.com
HP http://www.minnanote.org

http://www.facebook.com/minnanote

みんなの手

Minnanote is Supported by

福島 県

に参加して

3 月のツアーの詳細は、来月のニュースレター
もしくは HP 上で 2 月中旬以降に告知します。
今年度最後のツアーになりますので、現地清算・
3 月 31 日までにツアー終了でお願いします。

福島県で開催の交流会に参加すると、
避難先から自宅までの交通費がすべて無料 !
2 月のツアー：2 月 11 日 13:30
　　　　　または 12 日 10:00
3 月のツアー：3 月 25 日 OR 26 日開催
場所は福島市か郡山市で開催

　福島県避難者支援課および他の支援団体からご支援をいた
だきまして、福島県からの避難者の皆様に、新幹線もしくは
飛行機で帰省し、ふるさととつながりを深めていただくツ
アーを実施できる運びとなりました。ぜひ、帰省する用事が
ある方など、この機会を利用して、ツアーに参加しましょう。

日時   2017 年 2 月11日 13:30 または 12 日10:00
場所 福島市駅前コムコムもしくは郡山市駅前ビッグアイ
内容 交流会
申込方法 参加者氏名・住所（避難先・避難先・避難元）・自
宅と携帯電話番号・参加希望場所・メールアドレスを記載の
上、みんなの手までメールもしくは郵送でお申し込みくださ
い。HP 上でも申し込み可能。
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◆空家所有者とのマッチングイベント
内容：複数の空き家所有者が、京都市指定の『空き家相談員』
とペアになり、それぞれブースを構え、参加者の相談に乗る。

『空き家相談員』とは京都市が指定した地場の不動産屋さん
契約の際には窓口となるマッチングでの心強い味方！
日時：2017 年 2 月12 日（日）13 時 45 分 -16 時 30 分
受付：13 時 30 分〜
※事前予約制　※途中退場可
参加費：無料　定員：20 名（先着制）
参加対象：京都へ移住して空き家をお探しの方、空き家を活
用したい方
場所：KYOCA 3F hacoba　URL：http://kyoca.jp/
住所：〒 600-8841 京都府京都市下京区朱雀正会町１– １
申込方法：
① WEB から：下記応募フォームより
　http://peatix.com/event/231004/view
② FAX から：075-222-3478
京都市都市計画局 まち再生・創造推進室（空き家活用担当迄）
＜催し名、氏名、電話番号、参加人数＞をファックス

◆第一次産業就職相談会
内容：京都府下全域から、農家さんや林業、漁業の専門家が
集まり、直接就業についてお話しできる機会。年１回の開催。
日時：2017 年 2 月 26 日（月）13 時〜 16 時
スケジュール　13 時〜セミナー
14 時　就農・就業相談会　16 時終了予定
場所：京都リサーチパーク　西地区４号館
　最寄り駅　JR 丹波口駅下車　徒歩 5 分
　五条駅・清水五条駅・大宮駅よりバスあり
参加申込締切：2017 年 2 月 10 日（金）
申込先：京都府農業総合支援センター　075 − 417 −
6847

◆ママ再就職フェア
女性の多様な働き方をサポートする求人企業が集結！
２０社出展しています。
日時：2017 年 2 月 9 日（木）10 時〜 12 時半　
場所：イオンモール京都　KYOTO ホール（南区）
入場：無料　当日参加 OK 　保育無料
保育定員　３０名（６ヶ月から就学前　前日までに要予約）
問い合わせ　京都府男女参画課 075-444-6701

住まい＆職探しイベント特集！
住まいを変えるタイミングで職の見直しもしてみてはいかが
ですか。第一次産業の就職や製造販売などの業種の会社訪問
など。すべて無料のイベントなので、お気軽に参加してみて
はいかがですか

◆４０歳以上の方へ短期で内定を目指すキャリア
チャレンジプログラム
内容：業種で選べるスキルアップ研修＋専任カウンセラーと
一緒に就職を目指すサポート＋複数企業と出会えるマッチン
グ交流会
申込締切：2017 年 2 月 6 日（月）
実施日：2 月 13 日〜
対象：40 歳から 64 歳までの求職者の方で研修全日程とマッ
チング交流会のすべての日程に参加できる方
定員：各コース１５名
会場：京都テルサ内各所
申込・問い合わせ　京都ジョブパーク総合受付
075-682-8915 

１スキルアップ研修　
①基礎研修 全コース合同の研修　
内容：キャリアプラン・応募書類・面接のコツ・ビジネスマナー
研修
　2 月 13 日（月）14 日（火）15 日（水）10 時〜１６時
②専門研修　
A) 清掃・警備コース　2 月 16 日（木）警備　21 日（火）
清掃　22 日（水）
内容：目的・清掃の基本実技　警備業の心得・基本動作
B) 接客・販売コース Y　2 月 20 日（月）21 日（火）22 日（水）
ラッピング・マナー・接客の基本・売場数字の基礎知識
③まとめ　2 月 27 日（月）
内容：応募書類の仕上げ　ロールプレイ　マッチング交流会
に向けて
２マッチング交流会　3 月 8 日（水）10 時〜 12 時　

◆伝統宇治茶・農業ベンチャー企業の訪問ツアー
内容　少人数で会社訪問し社長や社員スタッフの仕事を見学
しながらより良い人と仕事との出会いを作リます
①創業 180 年。歴史と伝統の宇治抹茶をつくる老舗企業の
共栄製茶 (「森半」) さん
②創業 7 年目。農業の未来をつくるベンチャー企業の坂ノ途
中さん集合時間や場所について
集合日時：2 月 17 日（金）10 時（受付）/10 時 15 分（開始）
集合場所：宇治 市山小倉町東山 34 番地（共栄製茶 宇治東
山工場）
解散場所：解散場所：京都市南区吉祥院西ノ庄東屋敷町
126（坂ノ途中）
参加費　無料　定員　10 名
お 申 し 込 み　http://peatix.com/event/230480/view
に。もしくはみんなの手までメールで
主催　京都移住計画
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住まい & 職探しの集い情報
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住宅情報 column 入居者　　 予定・キャンペーン 　　 ・
　　ご 　　先などをご紹介いたします。

募集 割引
相談
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街　情報かど
京都市には北区、上京区、左京区、東山区、山科区、下京区、南区、右京区、西京区、
伏見区と10の区があります。各区の「観光名所」、「住み心地」、「交通事情」、「文化教育」
の観点からそれぞれご紹介します。ぜひご参考ください。

観光名所　龍安寺、仁和寺、妙心寺、太秦映画村、西京極運動
公園、梅宮大社高雄パークウエイ、大覚寺、天竜寺、渡月橋
住み心地　嵯峨嵐山、清滝鳴滝、宇多野などの紅葉の名所や観
光社寺が点在する地域をはじめ、太秦や西京極といった比較的
街日常住まいに便利な一帯は、一戸建ての大きな旧家をはじめ、
一般的な住宅、マンションなど、家族で落着いて暮らすには、
環境や交通の便を考慮に入れても人気にある地域。五条西大路
にイオンモール京都五条や、四条天神川には京都ファミリーと
いったショッピング施設も充実している。
交通事情　国嵐山嵯峨野へ向かう丸太町通や、亀岡園部方面へ
向かう五条通（９号線）は西へのアクセスに便利な道路ゆえに

常々から交通量も多く、朝夕の交通ラッシュと観光シーズンの
混雑は避けられない。地下鉄東西線は御池通の地下を天神川ま
で通じており、そこからは、四条大宮から太秦を経て渡月橋方
面をつなぐ嵐電（京福電気鉄道嵐山本線）が連絡していて、嵐
山渡月橋へ通じている。阪急電車も四条通の地下から桂、梅田
方面へと通じ、桂から嵐山線も出ている。電車はいずれも嵐山
嵯峨野観光路線だが、日常の移動には市バスが便利。　
文化教育→京都市立教育機関http://www.edu.city.kyoto.jp/hp/ 参照
西妙心寺近くに花園大学、御池天神川に京都学園大学、四条天
神側に京都外国語大学短期大学・高校、西大路五条に光華女子
短期大学と中学・高校・幼稚園、市立の幼稚園は西院幼稚園のみ。
区内に小学校は 23 校、中学校は 11 校。平成 27 年度の統計
によると、小学生は 9088 人。府立高校は嵯峨野高校、北嵯峨
高校の 2 校。は五校で、平成 27 年度の小学生は 4328 名。

１◆◆右京区◆◆
桂川の北東域で西大路より以西、北は梅が畑と鳴
畑を含むきぬかけの路から南は八条までのエリア

　今回は
▼こちら

国内の一般の方々の地方移住の動きが活発化傾向にありま
す。それに伴い一般社団法人移住・交流推進機構によると、
全国自治体の移住者向け支援制度数平成 25 年度は 521 →
平成 28 年度は 8,496 と激増中。地元近隣地域への転居・
避難先近隣への転居をご検討中の方に、自治体からの様々な
支援制度の中から、ご家族の状況とご希望にマッチする支援
があるかもしれません。詳しくは各自治体へ問合せ下さい。
◎山形県・遊佐町…350 万円のリフォーム済み空き家を低
家賃で「空き家バンク」の物件を町が借り上げ、350 万円
でリフォームした物件を 3 万 8,000 〜 4 万円で賃貸。町
内に住宅新築で最大 100 万円の工事費用支援制度も。
◎新潟県佐渡市…定住体験者に家賃・交通費・宿泊費補助。
　定住者には 1 年間家賃半額を助成
移住体験者への支援制度あり。「さど暮らし体験住宅」制度
では、最低 1 ヶ月以上〜 6 ヶ月の間、佐渡市内定住希望者
に住宅家賃月額 5000 円又は 1 万円支給。また、「島暮ら
し定住体験旅費補助金」制度では、佐渡市内の宿泊施設利用
して 1 週間以上の定住体験者に、佐渡市内までの移動・交
通費と現地宿泊費の各 50％を助成。3 万円あるいは 40 才
未満に限り 5 万円という上限があるものの、移住に興味を
寄せる人への支援が注目されています。現地で定住を決めた
夫婦の合計年齢 80 才未満の世帯には、家賃の半額を 1 年
間助成など、定住に向けた多角的な助成を実施しています。

◎富山県高岡市…年 150 万円を最長 5 年補助
農業経営を新規で始める人への支援制度です。経営が安定す
るまで年 150 万円の支援を、最長 5 年受支給。高岡市は、
農業者に向けてのさまざまな制度を実施しており、農業経営
を始める人に大切にする地域です。
◎島根県…産業体験で月 6 〜 12 万円支給
農業・漁業・林業・伝統工芸・介護などの産業の体験で滞在
費用として『ふるさと島根定住財団』から 1 年間にわたり月
12 万円が支給。子育て世帯には更に月 3 万円が加算。
◎岡山県・高梁市…170 万円の改修費支給と農業実務研修費
年間 150 万円支給
農業実務研修として、年 150 万円の研修費支給。空き家を
購入した場合、75 万円の購入補助金と家財整理費用 20 万円、
改修費 75 万円など最大 170 万円支給。
◎長崎県・平戸市…新規創業で 500 万円支給
製造、情報通信業を創業する場合、必要な設備経費（75 万
円以上）に最大 500 万円の支援がある。小売り、宿泊、飲食、
サービス業などの創業には最大 100 万円の補助金も。
◎鹿児島県・三島村…引越費用と月 10 万円を 3 年間支給
引越費用 10 万円、仔牛または 50 万円（2 人世帯の場合）
を支給。3 年間の生活助成金を月 10 万円（2 人世帯）、第 1
子には２万円、第 2 子から 1 万円も加算。

◆自治体による支援制度　



4 FEBRUARY2017　Issued by Minnanote

みんなの手

避難生活を乗り切る　 知識
みんなの手

避難生活を乗り切る　 知識まめまめまめ
みんなの手

避難生活を乗り切る　 知識
◆子育て相談＆いじめ・DV・ニート
　相談窓口のご紹介
ふるさとから離れての子育ては大変。実家に相談できることも
相談する相手や場がなくて、一人で溜め込んでないですか？不
登校やいじめ、DV の他、子育ての悩みなど、子どもさんのこ
とでどんなことでも、公共の施設を利用して、早めに相談され
ることをお勧めします。話すだけでも心がスッとすることがあ
ります。一人で悩みこまないでくださいね！

ふれあい・すこやかテレフォン
24 時間　電話教育相談
不登校・いじめ・保護者や教育者の相談も OK
京都府総合教育センター
電話番号：０７５−６１２−３２６８または３３０１
　０７７３−４３−０３９０
受付時間：毎日 24 時間
電話教育相談の内容：性格　行動　不登校　心や体の発達
　学業　進路　家庭教育　

こどもパトナカウンセリングセンター
来所相談
対象　京都市在住または京都市立学校に在籍する小学生から高
校生までの児童生徒及び保護者
受付時間：月から金　10時から21時（受付は20時30分まで）
土９時から 17 時（受付は 16 時 30 分まで）
休み　第２・４水曜日。祝日、年末年始は休み
予約電話番号：０７５−２５４−１１０８
料金：無料
カウンセリングは予約制で 1 回 45 分

こども相談総合窓口　電話ガイド
子どもについて相談できる施設や機関、教育、福祉、医療、そ
の他の領域で数多く活動いる中で、どのような相談先を選べば
よいのか迷った時にはまずお電話ください。お話をうかがい，
内容に応じて適切な相談機関を案内（ガイド）。
受付時間：月〜金 10 時〜 21 時（受付は 20 時 30 分まで）
第 2・4 水曜日・土・日 10 時〜 17 時（受付は 16 時 30
分まで）ただし，祝日，年末年始は休み
電話番号：075-254-8107

京都市運営のいじめ・不登校サポート
いじめ問題サポートライン 電話番号 （075）213 ｰ 3522
受付時間 9 時〜 17 時（土日，祝日，年末年始は休み）
こども相談 24 時間ホットライン 
電話番号：（075）351（さあこい）ｰ 7834（なやみよ）
受付時間：24 時間年中無休
いじめメール相談 メール相談アドレス　ijime-soudan-mail@
edu.city.kyoto.jp

子ども・若者総合相談窓口
ニート・ひきこもり・不登校等の困難を抱える 30 歳代までの
子ども・若者を対象とした相談窓口です。
以下の市内 2 カ所に設置しています。
■京都市中京青少年活動センター
場所 中京区東洞院通六角下る御射山町 262
電話番号：075-708-5440

受付時間：月〜土 10：00 〜 20：00（水曜日定休）
日・祝日 10：00 〜 17：00
ただし，年末年始 12/29 〜 1/3 は休み
■こども相談センター パトナ
場所 中京区姉小路通東洞院東入曇華院前町 706-3
電話番号：075-213-5657
受付時間：月〜金 10：00 〜 20：00（ 第 2・4 水 曜 は 〜
17：00）
土・日 10：00 〜 17：00
ただし，祝日，年末年始 12/28 〜 1/4 は休み
来所相談を実施していない曜日や時間帯がありますので，事前
にお電話ください。

24 時間対応「子ども虐待 SOS」
電話番号：801-1919（市内共通ダイヤル）
相談時間 夜間・休日を含め 24 時間

障害にかかわる子どもの教育 電話相談
子どもの発達や障害にかかわる教育，就学に関することについ
てご相談ください。
電話番号：075-254-1155
受付時間：月・火・木・金　10：00 〜 12：00，13：00
〜 17：00　祝日・年末年始を除く

いじめ問題サポートライン
（いじめ対策プロジェクトチーム専用電話）
子ども・保護者・市民からの「いじめ」についての情報・要望
などを受け付けています。
電話番号：075-213-3522
受付時間：月〜金　9：00 〜 17：00 祝日・年末年始を除く

こども専用ハートライン
悩みごと，困りごとなど，子ども専用の相談電話です。
電話番号：075-213-1100（小学生〜高校生専用電話相談）
相談時間：
月〜金：10：00 〜 21：00（第 2・4 水曜日は除く）

（受付は 20：30 まで）
土，日，第 2・4 水曜日：10：00 〜 17：00（受付は 16：
30 まで）祝日・年末年始を除く 

こども相談 24 時間ホットライン
子どもや子育てに関する悩み全般についての相談電話です。
電話番号：075-351-7834
受付時間：年中無休・24 時間対応 

京都市子育て支援総合センター こどもみらい館
子育てなんでも相談（来館）
乳幼児の子育てについて，身近なことから専門的なことまで，
様々な相談に応じます。
電話番号：075-254-8993（はぐくみ）（予約制）
受付時間 9：00 〜 17：00　火曜日，年末年始を除く

子育てについての悩みを電話で相談できます。
電話番号：075-257-5560（こころまる）
相談時間：9：00 〜 16：30　火曜日，年末年始を除く
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ひとりぼっちじゃない。
みんな一緒に手をつなごうみんなの手

活動報告 review
みんなの手

活動報告 review
 2016 年 12 月から 2017 年１月
ふるさととつながろうツアー実施

みんなの手

活動報告 review

生活を安心していけるように、情報提供、交流の場作り、相
談などを行い、地元に寄り添いながら活動しているのがわか
りました。
　ふるさととつながろうツアーを 2 月・3 月と実施いたしま
す。ぜひ多くのふるさと人と出会い、ふるさととつながって
いきましょう！

 2017 年１月
餅つき夕食会＆うたごえ実施

　1 月 17 日みんなのカフェで恒例の餅つきをしました。雪
の降る寒い日でしたが、避難者の
方と地元サポーターの方々２０名
あまり集まりました。
　前日から水につけていた無農薬
のもち米を蒸し上げて臼と杵でつ
きました。出来立てのつきたて餅
を丸めて、納豆、大根おろし、き
な粉を絡め、雑煮、あんころ餅に
していただきました。
　当日は、参加者の多くが手伝っ
てくれて、進行もスムーズでした。
子供たちから大人まで餅つきに挑戦。みんなでついた餅は本
当に美味しかったです。６升のお餅の半分は、のし餅にして
参加者にプレゼント。お家でも楽しんでいただきました。
　余興として、うたごえライブを開催。お正月の歌から、リ
クエスト曲までみんなで歌いました。参加親子の楽器演奏も
あり。親子ディオの心の込もった演奏に聴き入っていました。
　また来年も新年を餅つきをして迎えたいです。ご参加あり
がとうございました。

　年末年始を使用して福島に新幹線で無料で帰省してい
ただこうと「ふるさととつながろうツアーを実施しまし
た。交流会は 12 月 29 日に郡山で 1 月 4 日に福島市で開
催いたしました。今回のテーマは、福島県で現地の方々の
３１１以降の生活サポート行っているグループを訪れて活
動内容をお聞きすることでした。

　郡山市では３A ネットワークさんを訪ねました。震災後
発足してから、放射能測定・交流会・健康相談会・弁護士
相談会の実施・毎週県外の野菜販売・リフレッシュキャン
プの情報提供など、震災後の生活に不安に思う保護者に寄
り添い活動を続けて来られました。以前に比べて、参加人
数や測定件数も減っているものの、西日本産の野菜の販売
は行ったおり、買い求める方が週に１度集まる貴重な場に
なっているそうです。岩手出身の代表の野口さん。「県外出
身者だから、地元のママたちが言えないことも言えるのか
も」と。同じ母親だからわかるママの気持ち。きっと３Aネッ
トワークさんの活動で不安を解消できたり、食材選びに助
かっている方もいるはずです。

　福島市の交流会は以前ニュースレターでもお伝えした
「３０年プロジェクトさ
ん」を訪れました。現在
の活動についてやこれま
で行ってきたプロジェク
トについての説明があ
り、その後は、質疑応答
タイムでした。福島市で
安心して住めるのかが関心の中心。線量にしても土壌汚染
にしてもそれぞれの基準があり、放射線量が「これほどま
で下がった」なのか、「これ位しか下がってない」のか、結
局は自分で判断するのは、自分。それぞれが判断できるよ
うに、材料を提供し、思いを共有できるようにと、専門家
との勉強会や地元の人た
ちの交流会を開催してい
るとのこと。リフレッシュ
キャンプや自宅の周りの
線量測定なども行い、地
域の方との繋がりを大切
にしているのがわかりま
した。隣には、サーフ＆スノーボードショップ、カフェ、
ボルダリングやスケートボードなどができる室内施設もあ
り、子供達が熱心に練習をしていました。

　両団体とも、震災後の福島で、地域の方々が、震災後の



キッズ英語（小）

布ナプキン

大人英語（入門）

大人英語（初中級）

2017 年 2月2017 年 2月2月2017 年
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キッズ英語（幼）
鍼灸マッサージ

10

　「みんなのカフェ」では定期的なワークショップや、楽しいイベントや交流会を企画しています。
避難者の皆様は無料や割引などの優遇付きです。お誘い合わせのうえ、ふるってご参加ください。

カフェワークショップ　
予約制です。店頭またはお電話でお申し込みください。

ココロとカラダのリラックスメニュー
特 気功クラス
　 第 2・4 木曜日（２月９・23 日）９:30 〜 11:00
ゆっくりと息をしながら自分の心に向き合います。講師／長谷川和恵

特 鍼灸マッサージ＆相談
 　毎週水曜日（２月 1・8・15・22 日）15:00 〜 17:00
30 分のマッサージの施術を受け悩み相談ができます。講師／松岡善雄

優 ラフターヨガ de 多言語カフェ
　 第３水曜日（２月 15 日）　10:00 〜 11:30
いろいろな国の言葉で笑うヨガエクササイズ。笑うことで多くの
酸素を取り入れます。講師／生木貴子、笠井由利

優 朝ヨーガ
　 第 4 日曜日 （２月 29 日）9:30 〜 11:00　※先着 6 名
鍼灸師の先生がインドの伝統的なヨーガを伝授。呼吸を意識し無
理なく身体を動かします。シニアの方にもおすすめ。講師／松岡善雄

音楽で元気になれるメニュー
優 うたごえカフェ
　 第 2 木・4 月曜 ( ２月 10・27 日 )　15:00 〜 17:00
リクエスト曲に加え、懐かしの歌から朝ドラの歌、合唱曲、季節
の歌など毎回たくさんのジャンルの歌を歌っています。ピアノの
生演奏に合わせてみんなで歌います。講師／上平知子

優 篠笛カフェ「笛吹体験」
　 第 3 水曜日（２月 15 日）16:00 〜 17:00 ※先着 5 名
講師が吹き方を丁寧に指導しますのでどなたでもお気軽に参加で
きます。楽器のない方には笛をお貸しております。講師／川崎安弥子

楽しいもの作りメニュー
優 スワロフスキー手作り講座
　 第 4 火曜日（２月 28 日）　15:30 〜 17:00
キラキラ光るスワロフスキーを使ってアクサセリー（ペンダント）
を作ります。初心者の方でも簡単に作れます。
講師／林むつみ　★参加費 500 円（材料代込）

子育てに役立つメニュー
優　　　　　　　　　　　　　ふわふわベビーマッサージ教室（A）
　  第２金・第４月曜（２月10・27日）  10:30〜13:30   ※先着15名
優１歳さん以上の  ふわふわベビーマッサージ教室(B)
　第2火曜日（２月14日）10:30 〜 13:30　※先着 15 名
年齢に応じたマッサージの講座。講師／こもざわとみえ・せとあつこ
★参加費 100 円（オイル代含）　※ランチ交流会は別途 1080 円（スイーツ
料金は別途）★持ち物　バスタオル、フェイスタオルなど

優 楽ちん抱っこと楽しいおんぶ
　  第3火曜（２月21日）　9:30 〜 11:00　※先着 5 名
素手抱っこやスリング体験、紐の調整など知って楽ちんなコツを伝授。
講師／山田今日子　★参加費 500 円

優 育児法セミナー（9月から６回シリーズ3回目）
　  毎月第2水曜（２月8日）　10:00-11:30 テーマ「免疫力を高める」
子供の食べる・寝る・遊ぶをレベルアップする育児法を伝授。講師／清水友浩

▶避難者だけの特別または優遇メニュー
　（表記のないものは参加費無料）

気功クラス

気功クラス

鍼灸マッサージ

鍼灸マッサージ

鍼灸マッサージ

朝ヨーガ

ラフターヨガ

うたごえカフェ

セミナー＆ランチ会

田舎暮らし発信イベント

→P1

→ P1

→ P3

うたごえカフェ

篠笛カフェ

ベビーマッサージB

ベビーマッサージA

ベビーマッサージA

楽ちん抱っこ

育児法セミナー

スワロフスキー

キッズ英会話　★参加費 500 円（テキスト代別途）　講師／西山

楽しみながら基礎英語力を養います。４スキルを伸ばします。
優 幼稚園クラス
　 毎週水曜日（２月1・8・15・22日）14:50 〜 15:40

優 小学生クラス
　 毎週木曜日（２月2・9・16・23日）16:00 〜 17:00
　 毎週金曜日（２月3・10・17・24日）16:10 〜 17:10

大人の英会話　★参加費 500 円（テキスト代別途）　講師／西山

目的やレベルに合わせた指導で、英語で考え話せる力を養います。
優 入門クラス
　 毎週月曜日（２月6・13・20日）16:10 〜 17:10

優 初中級クラス
　 毎週月曜日（２月6・13・20・24日）14:50 〜 16:00

優 中上級クラス
　 毎週木曜日（２月2・9・16・23日）9:30 〜 10:45

大人英語（中上級）

大人英語（中上級）

大人英語（中上級）

大人英語（初中級）

大人英語（初中級）

キッズ英語（幼）

キッズ英語（小）

キッズ英語（幼）

大人英語（入門）

大人英語（入門）
キッズ英語（小）

キッズ英語（小）

キッズ英語（小）

キッズ英語（小）

キッズ英語（小）キッズ英語（幼）

１ヶ月検診から
あんよの1歳さんまでの

ふるさとつながろうツアー

大人英語（初中級）



オーガニックの京野菜はいかがですか。
　農薬と化学肥料を使わず育てた伏見の「だん弥」さん
の野菜をみなカフェで毎日販売始めました。現在、販売
中の野菜は、ほうれん草・小松菜・菜の花・葉つき人参・
小かぶ・聖護院かぶら・壬生菜・赤かぶ・大根・ブロッコリー
など。季節により違いますが、税込で 130 円〜 200 円
ほど。
　店頭で毎日販売しておりますが、ご希望の方には、宅
配便で全国どこでも送ります。送られている野菜が決まっ
ている野菜パレットと違い、欲しい野菜や数もご注文で
きます。（送料はご負担ください）ご注文はみんなのカフェ
まで 075-632-9352

布ナプキンのお話　母から娘へ
　布ナプキンをご存知ですか？布ナプキンは経皮毒がない
のでカラダに優しいです。ただ、効用や使い方がわからな
いので、なかなか始められない方も多いのでは。このセミ
ナーでは、布ナプキンについて説明、質問にお答えいたし
ます。まず、ママが使ってみてぜひ娘さんに伝えてみては
いかがですか。３月には親子で作る布ナプキンクラスもあ
ります。布ナプキン販売あり。
日時　2017 年２月 17 日（金）９時半〜
参加費　¥ ２,000
講師　桜の天使たち　代表　小西真佐美さん　
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ひとりぼっちじゃない。
みんな一緒に手をつなごう

ワークショップ わくわくフォトワークショップ わくわくフォト

みなカフェ便り

→P1

→ P1

→ P3

英語レッスンは

仲間作りもでき

ると大好評

うたごえカ
フェは、リ

クエ

スト曲のほ
かに季節の

歌や

合唱曲など
も歌います

常連ママも初めて参加のママも
すぐにママ友に＠べビマ

素敵な音色
の篠笛

素敵なスワロフス
キーを使ったアクセ
サリーがたくさんで
きています

イクメン＆カイロ
プラクターの清水
先生の目から鱗の「育児セミナー」

みなカフェのオススメのワークショップ

育児セミナー　毎月第２水曜日開催
シリーズで開催している「子育てセミナー」はカイロプラ
クター清水先生による講演。
清水先生はカリロプラクター育メンの先生です。4 月に丹
波橋に開設する小規模保育園の理事をされています。オー
ガニックの野菜を使った食事を提供したり必要最低限どの
関与しかしないというイネイト保育。イネイト保育に興味
のある方はぜひセミナーの際に聞いてくださいね！第 2 水
曜日 10 時から開催します。２月は清水先生 & 小児科医の
小畑先生によるセミナーです。どんどん育児に関する相談
をしてください！

篠笛カフェ　毎月第３水曜日開催
毎月１度篠笛がカフェ中に広がり、癒された気分になりま
す。講師の方の適切な指導で、受講者の方は、音が出なかっ
た方々がどんどん綺麗な音色を出せるようになっていま
す。篠笛のレンタルもあるので、篠笛がない方でも気軽に
始められます。
ぜひ篠笛を習って篠笛の音色に癒されてみませんか。

みなカフェ紹介

ワークショップ わくわくフォト



16:00 〜　祇園商店街・四条繁栄会商店街の振興組合
の豆まき
ワンポイント　2 日間とも、甘酒のサービスや、景品付
き福豆の授与があります
所在地　京都府京都市東山区祇園町北側 625
アクセス　京阪電車「祇園四条駅」下車　徒歩約 8 分
　地下鉄東西線「東山駅」下車　徒歩約 10 分

壬生寺　節分会　
見どころ　狂言の上演、ほうらく奉納、ぜんざいの無料
接待など♪
日程　2月2日 13:00〜20:00　「壬生狂言・節分」（1
時間おき、8 回上演）　3 日 13:00 〜 20:00　「壬生
狂言・節分」（1 時間おき、8 回上演）4 日 10:00 〜
　先着 1000 名　ぜんざい無料接待
ワンポイント　狂言は室町時代の無言の喜劇です♪珍し
いので一見の価値ありです！そして、ほうらく（素焼き
のお皿）に家族の名前や願い事を書いて奉納すると、4
月 21 日のほうらく割の時に、すべて割られて願いがか
なう、という「ほうらく奉納」をしてくださいね
所在地　京都府京都市中京区中京区壬生梛ノ宮町 31
アクセス　市バス「壬生寺道」下車　徒歩約 5 分

北野天満宮節分祭　
見どころ　役払いの「追儺式」、神楽殿での「追儺狂言」、
芸子さんや舞子さんの日本舞踊奉納や豆まきなど
日程　2 月 3 日 10:00 〜　節分祭（本殿）13:00 〜
　追儺式（神楽殿）茂山千五郎社中「北野追儺狂言」奉
納　上七軒歌舞会に「北野追儺狂言」奉納に豆まき　
ワンポイント こちらに来たら、災難除けのお札をいた
だいてください
所在地　京都府京都市上京区馬喰町
アクセス　市バス「北野天満宮前」下車　徒歩すぐ
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みんなの手
3月の予定

みんなの手
4月の予定

みんなの手
3月の予定

みんなの手
4月の予定

近鉄「桃山御陵前」駅より徒歩2分
京阪「伏見桃山」駅より徒歩1分
大手筋商店街を西へ、すぐ
一筋目のソフトバンクを左折、
左側ねり天屋さんの向かいの
3階がオフィスになっています。
カフェはその先 50m右側の京町屋です。

大手筋商店街

みんなのカフェ
みんなの手★

★

みんなの手
3月の予定

みんなの手
４月の予定

世界遺産高野山ツアー
ふるさととつながろうツアー

アクセス　Access

お花見

京都の節分祭のおすすめスポット
~ 四方参り編 ~

まずは、「四方参り（よもまいり）」と呼ばれる、京都では
節分に 4 か所の神社仏閣へお参りする風習があります。
お参りする順番が決まっており、吉田神社　八坂神社　
壬生寺　北野天満宮の順番で 4 カ所を巡っていきます。

鬼門（北東）から現れた鬼を追い、最後に閉じ込めると
いうお参り方法で、すべて回ると幸福がもたらされる、
と言われていますよ♪その中でも、「吉田神社」と「壬
生寺」の節分祭は断トツ人気！

吉田神社　
見どころ　「追儺式」鬼やらい神事、約 800 店の露店、
豪華景品の当たる福豆くじなど。最大規模の節分祭です。 
日 程　2 月 2 日　8:00 〜 節 分 前 夜 祭、 疫 神 祭　
18:00 〜追儺式　
3 日　8:00 〜節分当日祭　23:00 〜火炉祭など
4 日　9:30 〜節分後日祭
ワンポイント　屋台は 2 日と 3 日の 2 日間です (^.^)
所在地　京都府京都市左京区吉田神楽岡町 30
アクセス　市バス「京大正門前」下車　徒歩約 5 分八
坂神社　祇園東歌舞会

八坂神社　祇園東歌舞会
見どころ　舞妓さんや芸妓さんの華やかな舞踏や舞楽奉
納、豆まき、景品付き福豆の授与など♪
日程　2 月 2 日　13:00 〜 先斗町舞踏奉納、豆まき 
14:00 〜弥栄雅楽会舞楽、豆まき　15:00 〜 宮川町の
舞踊奉納、豆まき
祇園商店街・四条繁栄会商店街の振興組合の豆まき
3 日　11:00 〜　日本今様謌舞楽会による今様奉納、
豆まき　13:00 〜　祇園甲部歌舞会による舞踏奉納、
豆まき
15:00 〜　祇園東歌舞会による舞踊奉納、豆まき　

季節だより京都の季節だより京都の京都の季節だより


