●交流会やボランティアスタッフとして参加できる催しなど
市町村

名称

内容

開催日時

開催場所

問い合わせ先（主催者等）

ホームページ等

その他（備考）

伊根町

U・Iターンされた方や地域の方が集ま
いねぶら～誰も知らないDeepな り、地域の魅力を感じながら、気軽に交 9月9日（土）
伊根をまちあるき～
流できる場を提供。まちあるきや交流会 14:30～19:30
を実施。

伊根町舟屋周辺
(舟屋群及び舟屋日和等）
※無料の送迎バスを運行（詳細はHP）

丹後広域振興局
企画総務部企画振興室 藤田
TEL:0772-62-4300

https://www.faceboo 定員：30名 事前申し込み要。
詳細はこちら
交流会の飲食代は自己負担（3,000円）。
k.com/genkinatango

宮津市

宮津燈籠流し花火大会（ボラン
ティアスタッフとしての参加）

宮津燈籠流し花火大会の最中、筏の上
8月16日（水）
から燈籠に火をつけて流す

宮津湾、島崎公園周辺

宮津燈籠流し花火大会実行委員会
0772-22-5131（宮津商工会議所内）

http://www.kyo.or.jp
要事前調整
詳細はこちら
/miyazu/

宮津市

宮津燈籠流し花火大会（ボラン
ティアスタッフとしての参加）

灯籠流し花火大会開催後のごみ拾いボ
8月17日（木）
ランティア

島崎公園周辺

宮津燈籠流し花火大会実行委員会
0772-22-5131（宮津商工会議所内）

http://www.kyo.or.jp
詳細はこちら
事前申込不要
/miyazu/

宮津市

宮津寺町を竹やペットボトルなど約1万
城下町宮津七万石 和火（やわ
10月6日（金）～8日
個の手作り灯籠でライトアップ。灯籠作
らび）2017
（日）
り、和火当日灯籠に火をつける。

宮津市街地、寺町周辺

宮津市観光定住課
0772-45-1625

http://www.city.miya
詳細はこちら
要事前調整
zu.kyoto.jp/

宮津市
与謝野町

阿蘇海及びその周辺流域の環境改善
阿蘇海等清掃活動（ボランティア のため、地域住民や大学生ボランティ
アなどと協働してカキ殻回収を実施。
スタッフとしての参加）

8月26日（土）～27日
（日）

阿蘇海周辺
（宮津市及び与謝野町）

丹後広域振興局
企画総務部企画振興室 高橋・西川
TEL:0772-62-4300

綾部市

あやべ夏の大ジャンボリー
綾部市内の小学生約１００名が参加す
8/5(土) 10時～
（ボランティアスタッフとしての参 る１泊２日のキャンプで、ボランティアス
8/6(日) 15時頃
加）
タッフとして子どもの活動を支援します

奥上林研修センター（旧奥上林小学校）

第39回あやべ夏の大ジャンボリー実行委員 http://www.city.ayab 事前申込が必要
詳細はこちら
会事務局（綾部市社会教育課内）
※一スタッフとして参加・協力いただきます
e.lg.jp/shakaikyoiku/
電話：0773-42-4326
event/39janbori.html ので特別な対応は出来かねます

綾部市

水無月花火大会の最中、船の上から灯 7/22(土）
あやべ水無月まつり万灯流し（ボ
篭に火をつけて流します。船上から見る 午後6時集合、9時終
ランティアスタッフとしての参加）
花火は圧巻の美しさです
了

綾部市並松町周辺（由良川河畔）

あやべ水無月まつり実行委員会事務局（綾
http://ayabeminatsu 事前申込書が必要（定員5名程度）
部商工会議所内）
※申込みは、ワーキングホリデー事務局
詳細はこちら
ki.org/manto.html
電話：0773-42-0701
まで

福知山市

国定公園クリーンデー

7/22（土）午前9時から
丹後天橋立大江山国定公園の大江山
正午まで（予定）
大江山グリーンロッジ
での清掃活動及び自然観察会
※午前8時45分に集合

福知山市

福知山市と静岡県小山町（観光友好都
鬼伝説交流事業（ボランティアス 市）の小学生と大江山登山を行います。 8/7(月） 午前８時集
タッフとして参加）
ボランティアスタッフとして、小学生の登 合～午後５時解散
山を支援します。

京丹波町

京丹波食の祭典2017

京丹波の食を味わいつくす町内最大の
食のイベント。毎年大盛況である「屋台
10月22日（日） 10時
グランプリ」の今年のテーマは「丼物」。
オジリナル丼物が並びます。

京都丹波ロードレース2017

30年以上続く大会で、北は北海道、南
は沖縄から参加がある。ファミリーコー
ス（3㎞）からハーフマラソンまで、幅広 11月3日（金・祝）
い世代が秋の京丹波路の景色を眺め
10：20スタート
ながら、この地域ならではの秋の味覚
を味わえる地域参加型の大会です。

京丹波町

福知山市農林管理課（担当：小西）
電話：0773-24-7031

http://www.city.fuku
chiyama.kyoto.jp/top
詳細はこちら
事前申込不要
ics/entries/006604.h
tml

大江山及び日本の鬼の交流博物館
福知山市大江支所（担当：高橋）
※ 福知山市役所大江支所前（京都丹後鉄道大
電話：0773-56-1102
江駅隣）に集合してください。

http://www.city.fuku
chiyama.kyoto.jp/life
詳細はこちら
/facilities/culture/0
00480.html

京丹波町観光協会
京都府立丹波自然運動公園及び京都府立須知 ＜問い合わせ先＞ 電話：0771-89-1717
高等学校
メール：
info@kyotamba.org

http://www.kyotamb
詳細はこちら
a.org/

京都府立丹波自然運動公園

・7/28までに問合せ先に申込みをしてくだ
さい。
・登山ができる服装着用で、昼食（おにぎ
り）と飲み物は準備しますが、実費負担願
います。
・ボランティアスタッフとして参加いただき
ますので、特別な対応はできかねます。
・雨天の場合は、状況を判断し内容変更
あり。
・最大１０名。
※当日の運営ボランティアを募集します。
内容は、「総合受付、風船配布、スタンプ
ラリー受付」などです。団体、個人を問わ
ず広く募集します。
〆切：9月30日（金） 午後5時まで

※当日の運営ボランティアを募集します。
京都丹波ロードレース大会実行委員会
http://kyototambaro 内容は、「会場案内、美化業務」などです。
詳細はこちら
＜問い合わせ先＞
団体、個人を問わず広く募集します。
adrace.jp/
丹波自然運動公園協力会 0771-82-0300
〆切：9月15日（金）※予定

●交流会やボランティアスタッフとして参加できる催しなど
市町村

名称

内容

開催日時

亀岡祭の山鉾の曳き手を募集していま
2017/10/25（水）
す。

亀岡市

亀岡祭山鉾曳き手ボランティア

亀岡市

第3回京都亀岡ハーフマラソン大 ランナー受付、手荷物預り・返却、会場 平成29年12月10日
会（ボランティアスタッフ）
案内、コース（沿道）での活動 等
（日）

開催場所

ホームページ等

亀岡市旧城下町

亀岡市社会教育課
0771-25-5054

大会会場及びコース沿道

〒621-0029 京都府亀岡市曽我部長穴太
http://www.kameoka
土淵33-1
詳細はこちら
公益財団法人亀岡市体育協会内 京都亀 -half-marathon.jp/
岡ハーフマラソン大会実行委員会事務局

京都市

コトキャリ2019「しごとトーク
KYOTO」
食品業界で働く社会人×学生

京都で働く社会人と”しごと”や”はたら
く”ことについて話し合うイベントです。
全5回(5テーマ)。少人数グループなの
京都市わかもの就職センター
8/23(水) 18:00～19:30
で、どんなことでも気軽に聞けます。事
キャンパスプラザ京都6階
前準備は不要。将来の働き方が発見で
きるかもしれません。

京都市

コトキャリ2019「しごとトーク
KYOTO」
広報・企画職で働く社会人×学
生

”企画”と”広報”。華やかなイメージが
ある仕事だけど、本当のところはどうな
京都市わかもの就職センター
9/13(水) 18:00～19:30
のか。いろいろな企業の企画や広報の
キャンパスプラザ京都6階
戦略を聞いてみましょう。

コトキャリ2019「しごとトーク
KYOTO」
女性社会人×女子学生

「結婚や出産をしても働ける？」「若いう
ちからバリバリ働きたいけど…」など、
10/18(水) 18:00～
気になる女性の働き方について女子会
19:30
みたいに楽しく聞いてみましょう。
＊この回は女性限定になります。

京都市

問い合わせ先（主催者等）

京都市わかもの就職センター
キャンパスプラザ京都6階

その他（備考）

京都市わかもの就職センター
電話：075ｰ746-5086

＊予約制、申込順
＊参加無料
https://kyoto＊全学年対象(既卒者も含む)
詳細はこちら
wakamono.org/event
【お願い】定員がございますので、変更・
/1657/
キャンセルの際は速やかにお手続き願い
ます。

京都市わかもの就職センター
電話：075ｰ746-5086

https://kyoto詳細はこちら
wakamono.org/event
/1657/

京都市わかもの就職センター
電話：075ｰ746-5086

＊予約制、申込順
＊参加無料
https://kyoto＊全学年対象(既卒者も含む)
詳細はこちら
wakamono.org/event
【お願い】定員がございますので、変更・
/1657/
キャンセルの際は速やかにお手続き願い
ます。

＊予約制、申込順
＊参加無料
＊全学年対象(既卒者も含む)
【お願い】定員がございますので、変更・
キャンセルの際は速やかにお手続き願い
ます。

