
　文化ボランティアの登録を希望される場合は，別紙

「登録応募用紙」に必要事項を記入のうえ，郵送・

FAX・メール等で下記宛先までお申し込みください。

また，文化ボランティアの皆さまに協力をお願いした

い文化芸術事業もあわせて募集しています。別紙「事

業申込用紙」に必要事項を記入し，事業計画書を添

付のうえ，郵送・FAX・メール等で下記宛先までお

申し込みください。（お申込みは事業開始 6 週間前ま

でにお願いします。）

文化ボランティアのお問合せ・お申込み先

〒604-8006 

京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町 394 番地

Y.J.Kビル 2階

京都市文化市民局　文化芸術都市推進室　文化芸術企画課

文化ボランティア担当

TEL 075-366-0033 /  FAX 075-213-3181 / 

E メール bunka@city.kyoto.lg.jp

文化ボランティア＆サポート
希望事業，絶賛募集中！

別紙「登録応募用紙」に必要事項を記入して
送ってください。

月 1 ～ 2 回，京都市から郵送で募集事業等
の案内が届きます。

活動を希望する事業に電話・FAX・メー
ル等で申し込んでください。

京都市で調整し結果を連絡します。応募が
多い場合は抽選です。

当日は時間厳守ではりきってご参加くださ
い！

文化ボランティア 活動の流れ
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　文化芸術の首都を標榜する京都市にあって，

15 年前に生まれた「文化ボランティア」は，今や

欠かすことのできない文化事業の一つになっ

ている。

　15年前といえば，当時，京都市が主催する「京

都映画祭」が第 3回を迎えた頃だった。その総

合プロデューサーを仰せつかっていた私は，

「みんなでつくろう映画祭」というスローガンを

掲げ，市民の方々の積極的な参加を呼びかけ

ていた。そのとき集まってくれたのは，かつて

映画界にいた友人，知己ばかりであった。

　あれから数年。昨年実施した第 3 回京都国

際映画祭では，その多くの会場において，多く

特 別 寄 稿 文化ボランティア　中島貞夫
の文化ボランティアの方々が活躍をしてくださ

っている姿を見た。

　一概にボランティアといっても，様々な内容

や形態がある。災害や貧困に対処するボランテ

ィアもあれば，趣味，趣向に基づくそれもある。

そうした中で，多様にして多層の文化芸術に満

ちた京都市ならではの発想から生まれた文化

ボランティアは，市民の方々に気楽に文化芸術

に親しみながら，一歩踏み込んで，文化芸術活

動に参加していただける。

　文化ボランティアは，まさに京都らしいボラン

ティア活動であり，その力を実感として知る一人

として，今後の益々の発展を強く期待する。

文化ボランティアアドバイザーの皆さま （50音順）

昭和9年千葉県生まれ。東京大学卒業と同時に東
映入社，京都撮影所に配属され助監督となる。『く
ノ一忍法』（39年）で監督デビュー。「木枯らし紋次
郎」シリーズ，『日本暗殺秘録』，「日本の首領」シ
リーズ，「極道の妻たち」シリーズなど，作品は多種
多様。著書は『殲滅の美学』，『映画の四日間～中
島貞夫映画ゼミナール』，『映画の四日間PART 2
～中島貞夫シナリオゼミナール』，『遊撃の美学』
など多数。平成13年度京都市文化功労者。平成18
年牧野省三賞受賞。

中島 貞夫  なかじま さだお
文化ボランティアアドバイザー／
映画監督

１　登録する

２　案内が届く

３　申し込む

４　結果が届く

５　活動する

別紙「事業申込用紙」に必要事項を記入して
送ってください。
※京都市後援事業等が対象です。
※お申込みは事業開始 6 週前までにお願い
します。

京都市からブンボラさんに募集事業等の案
内をお送りします。

ブンボラさんの申込を受け，調整のうえ，京
都市から結果を連絡します。

ブンボラさんに，会場の動線や，従事内容等
をご説明ください。

１　申し込む

２　ブンボラさん
　  募集！

３　結果が届く

４　活動してもらう
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ブンボラの活動をしたい人

サポートしてほしい人



　「京都市文化ボランティア」は，京都市が「イベントなどのお手伝いを

したい人」と「サポートを必要としている人」の情報を集め，両者を結

び付ける制度。略して「ブンボラ」です。ブンボラには，誰でもいつで

も登録することができます。市民の皆さまが文化の担い手，発信者に

なっていただくことで，京都のまちの魅力をさらに高めていきます。

「文化ボランティア」ってなんですか？

ブンボラの仕組み

　「東アジア文化都市」は，日中韓の 3 箇国において，文化芸術

による発展を目指す都市を選定し，様々な文化芸術イベントを実

施することにより，東アジアの相互理解・連帯感の形成を促進

する事業です。

　平成29年は，京都市が，中国の長沙市（ちょうさし），韓国の

大邱広域市（てぐこういきし）と共に開催都市となっており，2月

から11月にかけて，伝統的な文化芸術から現代美術まで多彩な

文化イベントや交流事業を展開します。

〈公式サイト〉https://culturecity-kyoto.com/

東アジア文化都市2017京都

ほかにもこんな仕組みが！ ～京都市の文化芸術系ボランティア

平成29年はこんなことが！ ～注目の文化芸術の事業等がめじろ押し！！

　京都が生んだ「日本映画初の大スター目玉の松ち

ゃん・尾上松之助」の没後90年記念として，9月（拙

宅）11月（元・立誠小学校）計8日間，56人もの文化

ボランティアさんの応援を頂き，特別展示会・上映

会を開催させて頂きました。

　拙宅では外国人の方のご来場に備え，「英会話」を

募集要件に加えさせて頂きましたら，「英文チラシ」を

独自にご作成くださったベテランブンボラの方もあっ

ブンボラの皆さん！有難うございました！

登録者数　668名

京都市

ブンボラさんと主催者をつなぎます！

　 ブンボラの活動をしたい人

「美術館やコンサートでお手伝いしたい！」
「英語で日常会話ができます！」

サポートしてほしい人  　 

「展覧会の受付を手伝ってほしい！」

「外国の方をご案内できる方を探しています！」

男女比

◉活動頻度　

毎月活動されている方，年に数回だけ活動される方など，さまざまです。

◉活動内容　

美術館やコンサートにおける受付，パンフレット配布，

会場内誘導など，さまざまです。

◉1回の平均活動時間　

約5時間

年齢別

平均年齢　59.4歳

京都ならではの文化芸術に
触れられる機会が盛りだくさん！

　多くの皆様の御参加をお待ちしています。

「20代以下」48名，「30代」46名，「40代」79名，

「50代」69名，「60代」194名，「70代」176名，

「80代以上」33名，「その他団体等」23件

「男」158名，「女」493名，「その他団体等」17件

て，大変心強かったです。「まなびや２０１６・さよな

ら立誠小学校」では，講堂と木工室を使っての「大・

松之助展」となりましたが，皆さんニコニコと手慣れ

たもので，私を励ましてくださった方も多く，大変有

難かったです。

　皆さん，次回もまた，どうぞ宜しくお願い申し上げ

ます。

　 　　　　尾上松之助遺品保存会　代表　松野 吉孝

京都市ボランティア・

エキストラ登録制度

京都芸術センター

ボランティア・スタッフ

京都市動物園

ボランティアーズ

博物館ふれあい

ボランティア「虹の会」

映画やドラマ等のエキストラ

出演

展覧会の監視，公演の受付，

作品制作の補助等

「おとぎの国」における触れ合い

のお手伝い，動物ガイド等

受付業務，館内の誘導・案内，

展覧会での監視等

専用フォームから登録・申込み

http://kanko.city.kyoto.lg.jp/support/extra/

説明会への参加 ⇒ 登録手続き

http://www.kac.or.jp/volunteer/

説明会への参加 ⇒ 入会手続き

平成29年度，新規会員募集予定

http://www.kyohakuren.jp/nijinokai/

※「虹の会」への入会にはボランティア講座の受講が必要になります。

京都市メディア支援

センター

075-229-6601

京都芸術センター

075-213-1000

京都市動物園

075-771-0210

京都市内博物館施設

連絡協議会事務局

075-251-0420

名称 活動内容 お申込みの方法 お問合せ先

　80年以上にわたり我が国の文化芸術を牽引してきた「京都市

美術館」。

　近代建築として評価の高い本館を保存・継承しつつ，様々な

展示に対応できる展示室や収蔵庫を備えた新館を新たに建設

するなど，美術館機能の大幅な強化を図ります。

　カフェ・ミュージアムショップの設置，バリアフリー化など，現

代のニーズに応える美術館として，平成31年度内のリニューア

ルオープンを目指

します。

京都市美術館再整備事業

　平成28年3月に文化庁の京都への全面的な移転が決定。平

成 29年度には，文化庁の先行移転組織として「地域文化創生本

部（仮称）」が京都市東山区（旧上下水道局東山営業所）に発足。

8月末までに本格移転の場所が決まることになっています。

文化庁の全面的な移転に向けた取組がスタート

　「大政奉還」から150年の節目を迎える平成29年。京都市で

は，幕末維新に活躍した先人たちとゆかりを持つ都市とともに，

相互に交流・連携を図る記念事業に取り組んでおり，大政奉還

の舞台となった元離宮二条城をはじめ，幕末維新ゆかりの史跡

などで各種イベントを開催します。

〈公式サイト〉http://www.taiseihokan150.jp/

大政奉還150周年記念プロジェクト

男　158名

女　493名

その他団体等
17件

感 謝

20代以下

30代

その他団体等

80代以上

60代

70代 40代

50代

登録 依頼調整

京都市長


