
 

＜第７

手をつなごう！

【日

【会
京都･地下鉄東西線「市役所前」改札口を出たところ。京阪電車「三条」より徒歩５分

 
「わかちあい祭り」は人と人とのふれあいと出会いの場です。

困った時はお互いさま、みんなで手をつないで

誰もが「同じいのち」を大切にされる社会、「生きていてよかった」と思える社会を願って、

第７

会員さんの手作り品、提供いただいたバザー品のチャリティー販売のほか、

似顔絵コーナー、バルーンアート、お絵かきコーナー

被災地・避難者、国内外のいのちを支援する製品の販売もおこないます。

 

 
【プログラム
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＜第７回＞ 

手をつなごう！

【日 時】201

【会 場】ゼスト御池（京都市役所前地下街、河原町広場）
京都･地下鉄東西線「市役所前」改札口を出たところ。京阪電車「三条」より徒歩５分

「わかちあい祭り」は人と人とのふれあいと出会いの場です。

困った時はお互いさま、みんなで手をつないで

誰もが「同じいのち」を大切にされる社会、「生きていてよかった」と思える社会を願って、

第７回「わかちあい祭り」を開催します。皆様のご来場をお待ちしています。

会員さんの手作り品、提供いただいたバザー品のチャリティー販売のほか、

似顔絵コーナー、バルーンアート、お絵かきコーナー

被災地・避難者、国内外のいのちを支援する製品の販売もおこないます。

プログラム】 

１１時～ オープニング

バザー、

１２時半～ 阿部

１３時半～ 参加者

4時～ ＩＳＳＩＮ

5時～ 参加者

6時～ ＩＳＳＩＮ

17時～ 阿部

8時  終了
              

 201７

手をつなごう！

201７年５月４日（木

場】ゼスト御池（京都市役所前地下街、河原町広場）
京都･地下鉄東西線「市役所前」改札口を出たところ。京阪電車「三条」より徒歩５分

「わかちあい祭り」は人と人とのふれあいと出会いの場です。

困った時はお互いさま、みんなで手をつないで

誰もが「同じいのち」を大切にされる社会、「生きていてよかった」と思える社会を願って、

わかちあい祭り」を開催します。皆様のご来場をお待ちしています。

会員さんの手作り品、提供いただいたバザー品のチャリティー販売のほか、

似顔絵コーナー、バルーンアート、お絵かきコーナー

被災地・避難者、国内外のいのちを支援する製品の販売もおこないます。

   

オープニング♪           

、ブースのスタート

阿部ひろ江さんライブ

参加者の紹介 

ＩＳＳＩＮライブ① 

参加者の紹介 お

ＩＳＳＩＮライブ② （

阿部ひろ江さんライブ

終了 
                                 

７ チャリティー☆

手をつなごう！ 困った時はお互いさま

７年５月４日（木

場】ゼスト御池（京都市役所前地下街、河原町広場）
京都･地下鉄東西線「市役所前」改札口を出たところ。京阪電車「三条」より徒歩５分

「わかちあい祭り」は人と人とのふれあいと出会いの場です。

困った時はお互いさま、みんなで手をつないで

誰もが「同じいのち」を大切にされる社会、「生きていてよかった」と思える社会を願って、

わかちあい祭り」を開催します。皆様のご来場をお待ちしています。

会員さんの手作り品、提供いただいたバザー品のチャリティー販売のほか、

似顔絵コーナー、バルーンアート、お絵かきコーナー

被災地・避難者、国内外のいのちを支援する製品の販売もおこないます。

           

ブースのスタート（～終了

さんライブ① 

 

（約４０分間） 
お楽しみ企画など

（約４０分間） 

さんライブ② 

                   

チャリティー☆ 

困った時はお互いさま

７年５月４日（木）祝日

場】ゼスト御池（京都市役所前地下街、河原町広場）
京都･地下鉄東西線「市役所前」改札口を出たところ。京阪電車「三条」より徒歩５分

「わかちあい祭り」は人と人とのふれあいと出会いの場です。

困った時はお互いさま、みんなで手をつないで 生きていきましょう。

誰もが「同じいのち」を大切にされる社会、「生きていてよかった」と思える社会を願って、

わかちあい祭り」を開催します。皆様のご来場をお待ちしています。

会員さんの手作り品、提供いただいたバザー品のチャリティー販売のほか、

似顔絵コーナー、バルーンアート、お絵かきコーナー 

被災地・避難者、国内外のいのちを支援する製品の販売もおこないます。

            

終了まで） 

 
など 

 

                   

 ライブ＆バザー

困った時はお互いさま

祝日 １１時～１８時

場】ゼスト御池（京都市役所前地下街、河原町広場）
京都･地下鉄東西線「市役所前」改札口を出たところ。京阪電車「三条」より徒歩５分

「わかちあい祭り」は人と人とのふれあいと出会いの場です。 

生きていきましょう。

誰もが「同じいのち」を大切にされる社会、「生きていてよかった」と思える社会を願って、

わかちあい祭り」を開催します。皆様のご来場をお待ちしています。

会員さんの手作り品、提供いただいたバザー品のチャリティー販売のほか、

似顔絵コーナー、バルーンアート、お絵かきコーナー などのふれあいブースをつくります。

被災地・避難者、国内外のいのちを支援する製品の販売もおこないます。

 

 

                   阿部ひろ江さん

 

 

阿部ひろ江
京都在住のフォークシンガー、シンガーソングライター。ギターを持

ってアジアや世界各地を旅し、人との出会い、自然、平和、人生、い

のちを唄う。東日本大震災の被災地も旅している。影響を受けたアー

ティストはボブディラン。

エイコンズビレッジ

                      
ＩＳＳＩＮ
一心、一真、一新、維新、などの響きを含む兄妹音楽ユニット。

兵庫県丹波市の大自然の中で育ち、２００２年から音楽活動を始める。

～本当の癒しの音楽～

メッセージ性の高い様々なオリジナル曲を創作し、関西を中心にライ

ブ活動を展開。「河島英五音楽賞

等にも出演。

 

 

【主催】

【後援】公益財団法人

ライブ＆バザー 

困った時はお互いさま 

１１時～１８時

場】ゼスト御池（京都市役所前地下街、河原町広場）
京都･地下鉄東西線「市役所前」改札口を出たところ。京阪電車「三条」より徒歩５分

生きていきましょう。 

誰もが「同じいのち」を大切にされる社会、「生きていてよかった」と思える社会を願って、

わかちあい祭り」を開催します。皆様のご来場をお待ちしています。 

会員さんの手作り品、提供いただいたバザー品のチャリティー販売のほか、 

などのふれあいブースをつくります。

被災地・避難者、国内外のいのちを支援する製品の販売もおこないます。 

  

阿部ひろ江さん    

阿部ひろ江 （
京都在住のフォークシンガー、シンガーソングライター。ギターを持

ってアジアや世界各地を旅し、人との出会い、自然、平和、人生、い

のちを唄う。東日本大震災の被災地も旅している。影響を受けたアー

ティストはボブディラン。

エイコンズビレッジ

                     
ＩＳＳＩＮ （いっしん）
一心、一真、一新、維新、などの響きを含む兄妹音楽ユニット。

兵庫県丹波市の大自然の中で育ち、２００２年から音楽活動を始める。

～本当の癒しの音楽～

メッセージ性の高い様々なオリジナル曲を創作し、関西を中心にライ

ブ活動を展開。「河島英五音楽賞

等にも出演。 ホームページ

【主催】NPO 法人

【後援】公益財団法人

     

１１時～１８時   ☆募金箱を置きます☆

場】ゼスト御池（京都市役所前地下街、河原町広場）  【参加費なし】
京都･地下鉄東西線「市役所前」改札口を出たところ。京阪電車「三条」より徒歩５分

誰もが「同じいのち」を大切にされる社会、「生きていてよかった」と思える社会を願って、

 

などのふれあいブースをつくります。

      兄妹音楽ユニット

（Hiroe Abe）
京都在住のフォークシンガー、シンガーソングライター。ギターを持

ってアジアや世界各地を旅し、人との出会い、自然、平和、人生、い

のちを唄う。東日本大震災の被災地も旅している。影響を受けたアー

ティストはボブディラン。 

エイコンズビレッジ →http://www.eonet.ne.jp/~acorns/

                     
（いっしん） 

一心、一真、一新、維新、などの響きを含む兄妹音楽ユニット。

兵庫県丹波市の大自然の中で育ち、２００２年から音楽活動を始める。

～本当の癒しの音楽～ 病気さえも治るほどの音楽を目指している。

メッセージ性の高い様々なオリジナル曲を創作し、関西を中心にライ

ブ活動を展開。「河島英五音楽賞2011

ホームページ→ http://issin.net/

法人ドネーションシップわかちあい

【後援】公益財団法人 京都新聞社会福祉事業団

☆募金箱を置きます☆

【参加費なし】
京都･地下鉄東西線「市役所前」改札口を出たところ。京阪電車「三条」より徒歩５分 

誰もが「同じいのち」を大切にされる社会、「生きていてよかった」と思える社会を願って、 

などのふれあいブースをつくります。  

兄妹音楽ユニット ＩＳＳＩＮ

） 
京都在住のフォークシンガー、シンガーソングライター。ギターを持

ってアジアや世界各地を旅し、人との出会い、自然、平和、人生、い

のちを唄う。東日本大震災の被災地も旅している。影響を受けたアー

http://www.eonet.ne.jp/~acorns/

                     
 

一心、一真、一新、維新、などの響きを含む兄妹音楽ユニット。

兵庫県丹波市の大自然の中で育ち、２００２年から音楽活動を始める。

病気さえも治るほどの音楽を目指している。

メッセージ性の高い様々なオリジナル曲を創作し、関西を中心にライ

2011」に入選。 被災地支援イベント

http://issin.net/  

ドネーションシップわかちあい

京都新聞社会福祉事業団

５月 ４日、いっしょに

楽しいふれあいの

ひと時をすごしましょう

 

☆募金箱を置きます☆ 

【参加費なし】 

ＩＳＳＩＮ 

京都在住のフォークシンガー、シンガーソングライター。ギターを持

ってアジアや世界各地を旅し、人との出会い、自然、平和、人生、い

のちを唄う。東日本大震災の被災地も旅している。影響を受けたアー

http://www.eonet.ne.jp/~acorns/ 

                      

一心、一真、一新、維新、などの響きを含む兄妹音楽ユニット。

兵庫県丹波市の大自然の中で育ち、２００２年から音楽活動を始める。

病気さえも治るほどの音楽を目指している。

メッセージ性の高い様々なオリジナル曲を創作し、関西を中心にライ

被災地支援イベント

  

ドネーションシップわかちあい

京都新聞社会福祉事業団

、いっしょに 

楽しいふれあいの 

ひと時をすごしましょう 

京都在住のフォークシンガー、シンガーソングライター。ギターを持

ってアジアや世界各地を旅し、人との出会い、自然、平和、人生、い

のちを唄う。東日本大震災の被災地も旅している。影響を受けたアー

一心、一真、一新、維新、などの響きを含む兄妹音楽ユニット。 

兵庫県丹波市の大自然の中で育ち、２００２年から音楽活動を始める。 

病気さえも治るほどの音楽を目指している。 

メッセージ性の高い様々なオリジナル曲を創作し、関西を中心にライ

被災地支援イベント

ドネーションシップわかちあい 

京都新聞社会福祉事業団 



 

福島
福島

花

この

 

▼

 

 

 

 

ドネーションシップわかちあい

2007

して国内外の貧困、こども、医療、紛争、災害支援などの現場

「子どもの

8団体に

（詳しくはホームページを参照下さい

 
 

 

   

  

 

 

 

福島 「ひまわりプロジェクト」
福島のＮＰＯ法人

花を楽しんだあと

この無添加圧搾

▼このプロジェクトで

このひまわりを

賛同して下さる

 

会員さんから提供いただいた手作り品、バザー品をチャリティー販売します。

山王こどもセンターのゲームコーナー

ひと休みできる休憩・交流スペースも作ります。

 

ふれあいブース♪いろいろ
似顔絵コーナー

バルーンアート

ハンドマッサージ

キッズ・スペース
輪投げコーナー

※ふれあいブースは自由チャリティー制です

出来ればお気持ちを募金箱に入れて下さい。

 

ドネーションシップわかちあい

2007年にNPO

して国内外の貧困、こども、医療、紛争、災害支援などの現場

「子どもの6人に

団体に合計300

（詳しくはホームページを参照下さい

▼チャリティーの寄付先

わかちあい祭りの

  ドネーションシップわかちあいの寄付支援先から

  に取り組む「

原発事故で避難したママたち

会計寄付の報告は事務局ブログで行います。

 

いのちを支援する事業の製品を販売します♪
パレスチナ

元子ども

被災地

福島から

←まけないぞう

「ひまわりプロジェクト」
法人「シャローム

しんだあと収穫された

無添加圧搾しぼりの ひまわり

このプロジェクトで栽培するのは

このひまわりを育てて下さる

さる方、 先着

 

会員さんから提供いただいた手作り品、バザー品をチャリティー販売します。

山王こどもセンターのゲームコーナー

ひと休みできる休憩・交流スペースも作ります。

どなた様もご

 

ふれあいブース♪いろいろ
コーナー  約１５分仕上げ

バルーンアート  Ａ＆Ｋ

ハンドマッサージ 

キッズ・スペース 
げコーナー など 

※ふれあいブースは自由チャリティー制です

出来ればお気持ちを募金箱に入れて下さい。

ドネーションシップわかちあい

NPO法人として発足しました。

して国内外の貧困、こども、医療、紛争、災害支援などの現場

人に1人が貧困」と言われるなか

300万円を寄付しました。

（詳しくはホームページを参照下さい

▼チャリティーの寄付先

わかちあい祭りの売上と募金は１００％

ドネーションシップわかちあいの寄付支援先から

「山王こどもセンター

原発事故で避難したママたち

会計寄付の報告は事務局ブログで行います。

いのちを支援する事業の製品を販売します♪
パレスチナ難民、子

ども兵を支援

被災地の仕事づくり

から京都に避難

←まけないぞう  かわいいぞうさんのタオルです

「ひまわりプロジェクト」
シャローム」が実施する事業

された種が、障がい

ひまわり油 「

するのは専用の

さる栽培ボランティアを

先着50名様にこの

会員さんから提供いただいた手作り品、バザー品をチャリティー販売します。

山王こどもセンターのゲームコーナー

ひと休みできる休憩・交流スペースも作ります。

ご自由にお立

ふれあいブース♪いろいろ
１５分仕上げ 似顔絵画家の東さんが描いてくれます♪

Ａ＆Ｋさんが風船を作ってくれます♪

 Ｋさんの癒しスペースです♪

  お絵かきなど楽しんで下さい♪

 も あります

※ふれあいブースは自由チャリティー制です

出来ればお気持ちを募金箱に入れて下さい。

ドネーションシップわかちあい 

法人として発足しました。

して国内外の貧困、こども、医療、紛争、災害支援などの現場

人が貧困」と言われるなか

を寄付しました。発足から現在までの寄付の総額は

（詳しくはホームページを参照下さい。過去

▼チャリティーの寄付先 

と募金は１００％

ドネーションシップわかちあいの寄付支援先から

山王こどもセンター」と「ミンダナオ子ども図書館」、

原発事故で避難したママたちの「笑顔つながろう会

会計寄付の報告は事務局ブログで行います。

いのちを支援する事業の製品を販売します♪
子どもたちの

支援する ウガンダの

づくり事業としてつくられている

避難している 

かわいいぞうさんのタオルです

「ひまわりプロジェクト」 を応援します
事業です。全国各地

がい者施設の仲間

「みんなの手

の「食用ひまわり

ボランティアを募集

にこの「食用・ひまわりの

会員さんから提供いただいた手作り品、バザー品をチャリティー販売します。

山王こどもセンターのゲームコーナー、

ひと休みできる休憩・交流スペースも作ります。

立ち寄り下さい

ふれあいブース♪いろいろ  

似顔絵画家の東さんが描いてくれます♪

が風船を作ってくれます♪

の癒しスペースです♪ 

お絵かきなど楽しんで下さい♪

ます！  

※ふれあいブースは自由チャリティー制です 

出来ればお気持ちを募金箱に入れて下さい。 

法人として発足しました。「困った時はお互い

して国内外の貧困、こども、医療、紛争、災害支援などの現場

人が貧困」と言われるなか、今年は

発足から現在までの寄付の総額は

。過去5年間の実績で会計支出に占める寄付の割合は

と募金は１００％ 全額寄付します。

ドネーションシップわかちあいの寄付支援先から、子どもの支援

「ミンダナオ子ども図書館」、

笑顔つながろう会」

会計寄付の報告は事務局ブログで行います。 
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