
伏見をさかなにざっくばらん 活動紹介

Memories album 2016.4~2017.3

第
5 期

伏見に縁がある人達が、出会って、語って、共につくる場



「ふしざく」って？

　ふしざくとは伏見に縁があって、伏見で暮らしたり、通ったりしている人が、伏見をさかなに
「ざっくばらん」に語り合い、出会った仲間と伏見のまちでやりたいことを実現する場です。
まちの語り場「伏見をさかなにざっくばらん」の愛称です。
　2012 年 6月にスタートしたふしざくでは毎月約 50人が参加し、時にワークショップを
取り入れながら語り合い・交流・チームづくり・活動をしてきました。その結果、様 な々
プロジェクトが生まれ、期を重ねるごとに地域に活動が広がっています。
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原則

最終土
曜日

13時～
16時

@伏見
区総合

庁舎

開催

予告!!次回のふしざくは4月22日(土)13時から



「ふしざく」の流れ(2016年度)

立ち上げ期 活動期 収穫期
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交流会 チーム提案 チーム活動 ふしざく祭ふしざく祭準備

やってみたいことを
出し合って、賛同者と
チームをつくります。

チームの目標実現に
むけて具体的に活動
していきます！

3月のふしざく成果
報告イベントにむけ
て準備します。

1年の活動を総決
算します！

月 5~6月 7~11月 12~2月 3月
まずは顔合わせ。
そしてご挨拶！

キックオフ交流会

チーム活動&活動計画書&
伏見ふれあいプラザ企画案
募集
チーム活動＆活動支援金
面接&伏見ふれあいプラザ
準備・企画案決定

伏見ふれあいプラザ＠
パルスプラザ出展

チーム活動&ふしざく祭
内容検討&おむすび
ミーティング準備

チーム活動＆おむすび
ミーティング

チーム活動&伏見・お城
まつりの企画案決定

伏見・お城まつり＠伏見
桃山城公園にてブース出展

チーム活動

チーム活動

チーム提案会

チーム提案会＆
活動計画書

〈2016年〉
4/16
5/28
6/25

7/30

8/20

9/24

9/4

10/16

10/29
11/26

12/17

1/28

〈2017年〉

ふしざく祭準備リハー
サル&チーム活動

ふしざく祭開催
ふしざく祭とは
1 年間の活動の成果
を発表・展示する報
告イベントです。

3/11

2/25

定例会後にはふしざくの運営を
より良くするため、参加者と事務
局が共に話し合って方針を決定
してゆくリーダー&有志会議を
開催しています。
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伏見の環境を守る会
次世代を担う子どもにKKA(環境・健康・安全)を

　伏見に住みやすい環境を作り、将来に向けて活力ある地域にするために 地

元の自然環境（水・竹・ヨシ・淀緑地）を市民に知ってもらう事から始めなけれ

ばなりません。そのための広報活動として、特に次世代を担う子ども達には体験

学習会を通して自然をアピールしてきました。

これからも、自然を通して地域活性化の活動をしていきます。

075-612-6270( 担当：山岸 ）
お問い合わせ

090-1962-6856／merlinecoeco@yahoo.co.jp ( 担当：サワイ)
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http://hushimi-kankyo.sakura.ne.jp

チーム「お城マップ」
伏見城の歴史で伏見を元気に！

　 私たちチーム「お城マップ」は、平成 26 年の伏見桃山城築城 50 周年を機

に、安土桃山時代の頂点を極めた、かつての伏見城や城下町伏見の歴史・史

跡を掲載した「伏見・お城マップ」という散策マップを作成しました。このマッ

プを使って毎年春と秋にウォーキングを開催しています。また、地元の小学生に

当時の歴史を知ってもらおうと「伏見・お城

マップ こども版」を作成し、野外学習を実施

しました。さらに、伏見観光ボランティアガイ

ド制度を立ち上げる準備も進めています。こ

の他、「伏見・お城まつり」にも積極的に関

わりました。
地元小学生への野外学習



伏見歴史Do!
(伏見歴史同好会 )

みんなの「伏見」の「歴史」サロン!

ふれあいオレンジカフェ
ももやま実行委員会

健康長寿の音楽療法・回想法

　伏見には世界に誇る「歴史」資産が山のように眠っています。この豊富な資産

を使って遊ばないなんて勿体ない！ 老若男女、国籍不問。伏見歴史同好会（略

称：れきしどー）は「伏見」の「歴史」に興味のある個人や団体の出会いと交流の場

です。

　活動対象は「伏見」の「歴史」に関係すれば何でもOK。まじめな学説から、お

ばかなトンデモ都市伝説まで、気の合う仲間を見つけたり、はたまた、全く関係の

ない団体との面白コラボ企画などで、一緒に伏見を世界にアピールしませんか？

　もの忘れ世代の自立生活・健康づくりを互いに支え合う、生きがいの場づくり

を行っています。月２回の定例会では、認知症予防に役立つ、歴史講座・映像・

音楽鑑賞と語り合いをしてきましたが、今年度は、チーム「街コミ」と連携し、新た

にアーカイブ回想法を開発しました。タブレットを使って、録音・録画・ネット上

のデータを鑑賞し、想い出をあらゆる所で語り合い、想いを次の世代に引き継ぐ

のが狙いです。そして、アーカイブ回想法などを使った、特別イベントを計６回開

催しました。今後はこの手法を他の人々 にも広げて行きたいです。

frekishido@gmail.com （担当：ふしみ こたろう） 075-611-3168 ( 担当：シミズ )
お問い合わせ

05

http://frekishido.wixsite.com/info



frefre@s5.dion.ne.jp( 担当：コムロ)
お問い合わせ

kurajazz243@gmail.com ( 担当：佐々木 )

蔵ジャズフェスティバル
with 日本酒を肴に“ざっくばらん”

酒を利きJAZZに酔う

　「蔵ジャズフェスティバル」と「日本酒を肴に“ざっくばらん”」は統合しました！

目標は蔵ジャズフェスティバルを中心とする伏見を代表する音楽祭を通じて 京都伏

見の伝統産業である日本酒を盛り上げ伏見の町で日本酒（お酒）を飲みながらジャズ

を中心とする音楽を聴いて頂ける「まちづくり」

です。 伏見に行きたいと言って頂ける、音楽

（JAZZ）の町、日本酒（お酒）の町として、京都

伏見、ひいては京都市の観光の目玉にもしたい

と思います。 伏見区と言えば「音楽（JAZZ）と

日本酒の街」を目指して活動していきます！
昔ながらの蔵でジャズを聴く！
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伏見発の会
改良、試行錯誤を重ねる

　靴ベラ付き杖『スコット』と水上遊具『ごんぶらこっこ』の改良を重ねている。靴

ベラが自立でき、今まで掴めなかった靴も、掴める様になった。新たに特許出願し

たので更に 20 年間寿命が延びるかも知れない。ロシアも靴を脱いで家に入る

文化があるので、昨年、安倍総理とプーチン

大統領の山口県会談の前に、日本のお土産と

して内閣府に提案した。当然返事も無い

（笑）。『ごんぶらこっこ』も新しい船体にした。

舵を付けたが効きが悪い。違う方法を試す前

に、宇治川派流の冬季止水が始まった。4 月

までは『スコット』作りに専念しよう。 水上遊具『ごんぶらこっこ』



090-3465‐5891( 担当：いえの)
お問い合わせ

伏見の昔話を掘りおこす会
昔を知ることで今がわかる

　私達は、伏見に昔から伝わるお話や出来事を調べ、当時の人達がどんな思い

で暮らしていたのか、当時の夢やロマンを感じながら 3 冊の本にまとめてきまし

た ( 一寸法師・水のおはなし・続　水のおはなし )。今年は初めて講演会も開

催しました。

　現場に行き、目にし、耳にすると知らない事がわかり、新しい発見にワクワクし

ます。時には壁にぶつかり、どうにも進まない時がありますが、何とかして解決策

が見つかった時は次への勇気が湧いてきます。皆さん、一緒に伏見の昔と今を知

り、伝えて行きましょう。
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チーム” 街コミ”
心ふれあう あたたかい街に

　伏見の人と人とのつながりを大切に多世代交流、社会からの孤独、孤立支援

活動を通じて、笑い声と笑顔のあふれる街づくりを行っています。伏見の街、近郊

の地域での寄席（落語、漫才、マジック、講談）、音楽会、食事会、散策を通して心

のふれあいと温かい心を街にお届けします。

090-6327-0773／s.katayama0827@gmail.com( 担当：カタヤマ)
070-6547-0241／nonea.stage0523bam@gmail.com( 担当：バンバ)

深草町家寄席街コミウォークの様子



お問い合わせ

伏見子ども阿国（おくに）
歌舞伎実行委員会

子ども歌舞伎「伏見で生まれた桃太郎」

　慶長8（1603）年、出雲の阿国が伏見城に参上し、徳川家康の前で歌舞伎舞を

披露したことから、伏見は日本歌舞伎発祥の地の一つと考えられていますが、伏見

の歌舞伎はその後途絶えてしまいました。

　私たちは、伏見の歌舞伎を子ども歌舞伎として復活させることを目指して活動し

ています。平成 28年度に選んだ演目は、江戸時代に書かれたおとぎ話「伏見で生

まれた桃太郎」です。この物語では、桃太郎は御香宮神社で授かった桃から生ま

れ、誘拐された姉を助けるために鬼退治をする家族愛に満ちた内容になっていま

す。１年間、毎週１回か２回の練習を続け、平成 29年３月19日（日）に、御香宮神

社参集館で発表会を行ないます。

tomioiguchi@aol.com（担当：井口）

08

伏見ゆるキャラ大作戦
みんなのまちづくりイベントに「ゆるキャラ」出張いたします！

2439yurukyara.p@gmail.com( 担当：立野 )

　私達は伏見区のまちづくり活動イベントを応援しています。チームで考えた「ふしみ

こちゃん」を立体化し、「すぎだま君」をふしみこちゃんの耳飾りに着けています。ゆる

キャラ活動を通じて 地域のまちづくり活動のスタッフさん、参加者さんに 楽しい時間

を提供しています。 ふしみこちゃんを見て、「ワ

クワク」したり、「何かをやってみたい！」と思っ

て頂けたら嬉しいです。また、伏見・お城まつ

り実行委員会と連携し、伏見・お城まつり公式

ゆるキャラのイラスト、ネーミング募集を行い、

登場した「伏見もも丸」を伏見・お城まつり

2015からプロデュース・運営しています。 チーム街コミの町家寄席にも出演



お問い合わせ
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和みの空間
誰もが、ホッと癒される居場所を作ろう！

　「この辺りで、ホッとできる処は無いかしら？」そんな町行く人たちの声 「この辺

は、お年寄りが増えてるから、若い子たちが寄ってもらえることして欲しいなぁ」と

いうご近所の声 「気軽に作品を発表できる場所が欲しい」という若手アーティス

トの声「これって！何かできるんじゃない？」そんな声を集めて、地域にある空き家

や空家同然の建物を、地域の方とこの地域に興味を持ってくださる方と一緒に皆

さんがホッと癒される楽しい居場所「和みの空間」を作って行こうと活動を始めま

した。 将来的には、地域の活性、地域全体でおもてなしのできる和みの空間を増

やして、地域全体でおもてなしのできる和みの地域に変えて行けたらと仲間集め

をしています。

kazbind@willcom.com ／070-6558-7888 （担当： 池田）

伏見カフェ（旧伏見防災チーム）
ふしみについて語り合う場

　ここ数年間、「防災チーム」として活動してきましたが、今年度新たに「伏見カフェ」

として生まれ変わることになりました。

　伏見に住んで、伏見を愛する人たちのコミュニティの場所として、気軽に参加し

て伏見について語り合える仲間づくりを目指しています。

　もちろん、防災の話もあります。伏見の魅力について各ジャンルの話題で、皆で

盛り上がりましょう！ご参加お待ちしています。

毎月の「ふしざく」定例会で活動中です！そこでお会いしましょう！（担当：オカダ）



お問い合わせ
090-3494-6670 ／ hige@biscuit.ocn.ne.jp( 担当：河端 )
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ふしみ和・ハ・ハま～じゃん塾
指先の運動と頭脳で考え健全な身体のケアー

　ま～じゃん塾を開講して 3 年になりました。当初 8 名で始めたこの塾も今では

登録メンバー94 名となり、月2回の例会には半数近くの参加者が集い、会場設

営から運営まで自主的に分担し、和気あいあいと世間話に花を咲かせ、毎回 8

卓で「脳」トレ麻雀を実践しています。ひいては「認知症予防」にも繋がっていま

す。平成 28 年度の参加者は約 700名。年齢

構成 60歳代～90歳迄と幅広く、高齢世代

の活力が伏見力の源と確信しています。初心

者大歓迎！脳トレ麻雀をしよう。

軽食コーナーも用意しています。

ちょいノリ京都プロジェクト
自転車で伏見のモノ・コト・トキを繋ぐ

ueden@kyoto.zaq.ne.jp( 担当：植野 )

　ちょいノリ京都は、自転車をハブに伏見の魅力的な「モノ」「コト」「トキ」そして

「ヒト」を繋げて活性化するグループです。例えば商店街や飲食店と連携します。

また様 な々イベントや祭りとも連携。時には農業体験イベントや歴史ツアーも企

画します。レンタサイクル・シェアサイクルなど

形にはこだわらず、稲荷まで来ている観光客の

人たちが「楽しく伏見周遊できる」インフラとネ

ットワーク整備を目指します。そして、駅まで遠

い住民の人たちや通勤通学の足としての役割

も担っていきます。伏見で「みんながニコニコし

て自転車に乗っている」ことが目指す姿です。 伏見いきいき市民活動センターでの会議



伏見でやりたい!を応援するサポートニーズ診断
ふしざくでは様 な々所属・立場の方々の参加を心待ちにしています。
ふしざくで、どんなことが出来るのか？が分かるチャートをぜひ試してみてください。

あなたは
何タイプ？

伏見に住んでいる、通
っている、家族や友達
が住んでいるなど、伏
見に何かご縁がある

悩みや困っている事がある
（子育て・介護・就職・
体調・人間関係etc...）

人の役に立つようなことを
してみたい

就職活動のためにアピール
できるエピソードがほしい

悩みや困り事を解決する
見通しが立っている

ノウハウや専門家の
アドバイスがほしい

自分の夢を共に叶える仲
間が既に十分いる

既にある活動に参加する
事から始めたい

知らない人と話すのは
どちらかというと苦手だ

活動資金が出ないので
一歩を踏み出せない

仲間を募って活動したい

後進を育てよう!

YES
NO

夢を実現する仲間を

チームに加わろう!

人見知りでも安心！資金サポート制度！学びの場！一日体験大歓迎！

見つけよう!
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既に仲間を集め、活動されている
あなた。ふしざくにはこれから走
り出す活動のたまごが沢山。ぜ
ひあなたの経験をふしざくの仲
間に教えてあげてください。

まちの中で実現したい夢を持つ
あなた。ふしざくでは志を共に
する仲間と出会い、話し合う場
があります。最初の一歩を踏み
出すきっかけが見つかるかも。

何かしたいけど、最初は先学び
たいあなた。ふしざくでは輩に
沢山のチームが活動していて、
常に仲間を求めていますよ！

何かしたいけど、人見知りなあ
なた。ふしざくには専門の訓練
を積んだファシリテーターが居
るので、初めての人でも楽しく人
と話せます。

実現したい夢や解決したい課
題はあるが、先立つものがない
あなた。ふしざくではチームの
活動の走り出しを助ける資金サ
ポート制度（※）がありますよ！
※一定の審査があります

やりたいことはあるけど、実現方
法が分からないあなた。ふしざ
くでは専門家によるアドバイス
を受けられますし、具体的なノ
ウハウを学ぶこともできます。

チャートをやってみたけど、ふし
ざくってよくわからないなぁと思
うあなた。だまされたと思って参
加してみたらあなたの未知の可
能 性が開けるかも！

伏見のまちの中でやっ
てみたいこと、実現し
たい夢がある



2017.3.11 発行

< 事務局 >
伏見区役所 地域力推進室
京都市まちづくりアドバイザー
NPO法人場とつながりラボ home’s vi

みんなでつくる
すむまち伏見

ぴあぴあコミュニティサポート合同会社
京都市伏見青少年活動センター
京都市伏見いきいき市民活動センター

< 協力団体 >


