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運営スタッフの思い
今後の展開
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※この機関紙は、休眠預金等活用法に基づく「新型コロナ
ウイルス対応緊急支援助成」事業により作成しました。

少女のための居場所づくり 活動広報紙

Wakakusa Le!er

ひとりで過ごす みんなとつながる

わかくさリビング



どんなときでも「おかえり」って迎えたい。
嬉しいことも、悲しいことも、怒りも、弱さも、
あなたをまるごと受け入れたい。
お腹いっぱいご飯を食べて、安心してゆっくり休んでね。
みんなといたり、ひとりで過ごしたり、
あなたのためのリビングです。

まだ暑い9月。みんなで協力して不要な物を撤去し、家の中を大掃除。蚊にたくさん刺されたのも今となってはいい思い出。
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オープンキッチン
温かいご飯を用意しています。
みんなで一緒にお料理も。

天気の良い日は手作りの
ウッドデッキでの日光浴
が気持ちいい。

ウッドデッキ休息スペース
ソファや畳で自由に
リラックス。布団を敷いて
昼寝することもできます。
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洗濯機
自由に使える洗濯機

オープン前のようす
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2021.10~12
月

トライアルオープ
ン



新しい場所は上京区相国寺門前町、
同志社大学の烏丸キャンパスのす
ぐ近く。ビルの2階にありますが、
烏丸通りに面していて入りやすく、
1階入り口には看板も設置する予
定です。居心地の良い居場所にな
るよう、これからキッチンやリビ
ングを整えていきます。
六角猪熊町でのトライアルでその大切さを改めて認識したよう
に、女の子たちが安心できる居場所となることはもちろん、この
新しいわかくさリビングでは、たくさんの人を巻き込み、活動を
広げていくことにも注力していきます。地域の大学、福祉施設、
企業、行政と連携を密にし、女の子たちが多様な挑戦、活動を始
める場になることを目指しています。相談スペース

語らいスペース

温かいご飯を用意しています。
みんなで一緒にお料理も。

食事会やワークショップなど、
わいわいとみんなで集まる空間。

ソファに座って、またはテ
ントのなかで、専門の相談
員とお話ができます。
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最初にわかくさに関わった時に話していた、「自
分たちの場所を持つこと」が実現して嬉しい。誰
がいつ来ても帰ってもいい。そんなみんなの居場
所になったらいいなという思いでつくりました。
（右 /わかくさリビング代表 澤田果歩 ,
 左 / わかくさリビング副代表 井上紗香）

じっくり話す環境を整えられたこと、相手を知る
ことで自分を振り返る機会ができたこと、世代や
環境の違う人とより深い繋がりができたこと。ト
ライアルを通して得た３つの成果です。みんなが
安心していつでも来られる、こういう場所が必要
だと改めて実感しました。(運営スタッフ 渡部由紀子)

「私はご飯を作るだけ。ここへ来るといつも彼女
たちから新しいことを学べる。何かしてあげよう
という気持ちは全くなくて、自分が楽しいから来
ている。自分自身の居場所でもある。」
（ワークショップ担当スタッフ 小西薫）

PEOPLE

六角猪熊町でのトライアル期間を経て、わかくさリビ
ングが本格的にスタートします。わたしたちの活動に
ご協力いただける方、ご興味をお持ちの方はぜひご連
絡ください。

2022年 4月NEW OPEN
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京都市上京区相国寺門前町
647-8 , 烏丸ビル 201号

京都市営地下鉄烏丸線今出川駅、
鞍馬口駅 徒歩 5分

075- 366- 3132

水 / 木 / 金 15:00 - 20:00

住所

アクセス

TEL

時間



わかくさカフェは、京都わかくさねっとが 2020 年から取り
組み始めた少女たちの居場所づくりプロジェクトです。現在は、
市内 5つの施設と連携し、食事や日用品、お昼寝のための個
室の他、日常的な会話や他者との交流、学びや体験の機会を提供
しています。今後もより多くの少女たちの、日常的な拠り所と
なれるよう継続して活動してまいります。

京都わかくさカフェ

京都市左京区
HOSTEL NINIROOM
おしゃべり /相談会：火曜日 15-18 時
食事 / お昼寝用個室 / 生活用品の無償提供：
毎日 10-18 時

京都市上京区
京都YWCAカルーナ
食事 / 講座：不定期 (毎月 2回程度 )

京都市南区
happiness*cafe
食事：不定期 (毎月 2~3 回 )

京都わかくさねっとは、「すべての少女が自分
らしく心豊かに生きられる社会」を作ることを
目的に、世代も職業も様々なメンバーが和気
藹々と活動しています。また、支援者や一社会人
としてのスキルアップの機会もあります。
自分の得意なことを表現したり、思いついたア
イディアを試してみたり、活動を通して新しい
自分と出会えるかもしれません。ぜひお気軽に
お問い合わせください。

私たちと一緒に

活動しませんか？

ご支援ありがとうございました。
山科地区更生保護女性会様 , 舞鶴東地区更生保護
女性会様 ,  塩谷美紀様 , 栗山裕子様 , 百野博子様 , 
京都薫風ライオンズクラブ様 , 林ゆき様 , 
ばら商事様 , 西原実様 ( 順不同 )

京都銀行 府庁前支店（122）
普通口座 4190716
口座名 : 一般社団法人京都わかくさねっと

寄付のお願い
皆様のご支援が活動につながります。

よろしくお願いします。

一般社団法人
京都わかくさねっと
     wakakusanet@gmail.com
     kyotowakakusa.net
     @kyotowakakusanet
     @wakakusanet

2021年 3月
・京都府建築士会女性部会「ＳＤＧｓ連続講座」にて活動紹介
・中央青少年活動センター「自立支援コーディネーター研修」にて活動紹介
・京都の福祉 3月号掲載

2021年 4月
・京都新聞「福祉のページ ーわたしの現場ー」掲載

2021年 8月
・読売新聞「きょう・人・十色」掲載
・左京区保護司会叡麓地区研修にて講演

2021年 11月
・南丹地区保護司会・更生保護女性会「合同研修会」にて講演
・バザールフェスタ 2021にて活動発表
・京都市ユースサービス協会「若者の場所のつくり方」参加
・小冊子「わかくさリビング 2021」「今背中を押してほしいあなたへ」発行 … ①

2022年 1月
・南地区更生保護女性会研修にて講演
・成人の日振袖着付けプロジェクト … ②
・「みんなで学ぼう！SDGs」イオンモール京都桂川にてパネル出展

その他の活動

今年は、京都 YWCAカルーナ、京都市中央
青少年活動センターにて、計 6名の着付と
お祝いのお手伝いしました。
※わかくさねっとでは、振袖、浴衣の着付、
髪結い、アルバムのプレゼントをしています。
お気軽にお申し出ください。

② 成人式振袖着付プロジェクト

赤い羽根全国キャンペーン「いのちをつなぐ
支援活動を応援！～支える人を支えよう～」
の助成により、2冊のフリーペーパーと年賀
状を作成しました。少女たちが自ら企画し、
パソコンの操作を学びながら制作・編集した
ものです。ご希望の方には郵送いたします。

① 活動に関する冊子の作成

京都市南区
京都市南青少年活動センター
食事 /おしゃべり /ワークショップ：
第 2・4金曜日 12-15 時
（食事担当：南地区更生保護女性会）

京都府亀岡市
亀岡わかくさねっと
食事 / おしゃべり / 勉強会 ： 
第 4日曜日 10-14 時
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