マツダ財団支援

市民活動報告書
第３5回（２０１9年度）

ࠕ࣐ࢶࢲ㈈ᅋᨭᕷẸάືሗ࿌᭩ࠉ➨ᅇ㸦ᖺᗘ㸧ࠖⓎหࡘ࠸࡚
ᙜ㈈ᅋ࡛ࡣࠊタ❧㊃ព᭩㎸ࡵࡓࠕேࠎࡀඹ⦾ᰤࢆศࡕྜ࠸ᚰ㇏⏕ࡁࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿ
♫࡙ࡃࡾᐤࡍࡿࠖࡇࢆ┠ⓗࠊࠕ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ⯆ࠖࠕ㟷ᑡᖺ⫱ᡂࠖࢆᮏࡢᰕ
ࡋ࡚ᵝࠎ࡞ᨭࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢሗ࿌᭩ࡣࠊᙜ㈈ᅋࡼࡾᖺᗘᨭࢆཷࡅࡽࢀ㟷ᑡᖺ⫱ᡂྲྀࡾ⤌ࡲࢀࡓᕷẸᅋయ
ࡢάືࢆ⤂ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ
ᙜヱᕷẸάືᨭࡣࠊḟ௦ࢆᢸ࠺Ꮚࡶࡓࡕࡀࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇ⯆ࢆᣢࡕከࡃࡢឤືࢆᚓ
ࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿయ㦂ᶵࡢᥦ౪ࡸᆅᇦ♫ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࡙ࡃࡾ➼ᑾຊࡉࢀ࡚࠸ࡿ㠀Ⴀᕷ
Ẹᅋయࡼࡿㅖࠎࡢάືᑐࡋ࡚ᨭࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᑐ㇟ศ㔝

࣭࣎ࣛࣥࢸ⫱ᡂ
࣭⅏ᐖ⯆࣭⅏ᐖᑐ⟇㛵ࡍࡿάື
࣭ᆅᇦ㐃ᖏࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࡙ࡃࡾ
࣭㟷ᑡᖺࡢᒃሙᡤ࡙ࡃࡾ
࣭⮬↛ࡢࡩࢀ࠶࠸
࣭ᅜ㝿ὶ࣭༠ຊ
࣭⛉Ꮫయ㦂㺃ࡶࡢ࡙ࡃࡾࠉ

ᨭ㔠⥲㢠

ࠉ㸦㹼ᅋయ㸧

ᨭ௳ᩘ

௳

ᨭᮇ㛫

㹼

άືᆅᇦ

ᗈᓥ┴࣭ᒣཱྀ┴

㸦ᮏሗ࿌᭩ࡣࠊ๓ᖺᗘྎ㢼࡛ᐇࡀᘏᮇࡉࢀࡓᅋయࢆྵ
ࡵᅋయࡢάືሗ࿌ࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㸧

࡞࠾ࠊሗ࿌ෆᐜࡣࠊྛᅋయࡽᥦฟࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ

峬岜岜岹岜岜峂
؝ڭણਾઔછ
1R

ӑӣҴӀӢ

ણ

੮৬

ୠ



岣ୠ৸৬峑峐嵣峋ૢର岤岜ع੪峼 ਿরੇ൦ઇ੍ର崩嵤嵈岣岹
ఎ峁岝岴൩岮峕੪ਞ峕峔峷岰ع
峃峘岷岤

ઁਣ

഼
ਿর





岴ฤཅ峕৾峠ଁમ৶峘ಲഅ峒୭ভ

7HDP-,1岣ึ岤ق၆ড়ਁ
இણ੮৬ك

ઁਣ

၆





ھڶ峕岻峔岮ਛ崿嵕崠崏崗崰岜ع
崩嵤嵈峍岽
峑࿊ଣಣ岵峳⍭ਲ਼ع



৵৾েৌ峘峼ଖ岲峵崿嵕崘嵑嵇嵛崘ઇ



ਢ૭ચ峔ୠୗ



岶岮ఠ௫১崘嵓嵤崿岜峕岽峕岽ఠ௫嵣崊嵛
ਕਉఠ௫১ଢ଼ভ
崝嵛崾嵓崗嵑崾

ઁਣ

ਕਉ





ম峒峔க௴峕লভ岰ৃਚ峏岹峴ણ

எਝછை岣岿峽岿峽ༀ岤

ઁਣ

ஏ





ਂ১ಣ峘ਆ峼௴峕岲峉嵄嵑嵛崮崋崊

ൡرਆ嵃崧嵓ভ

ઁਣ

ૣ





峓峬峉峋峘ৡ峑峟峵岿峒ગৄ岜ع峎峉岲峲岰岝峜
ᴆఠ୍峼峎峔岺ভ
峷峫峲岰ᴆఠ୍ع

ઁਣ

ૣ





഼ਨ৵峟峵岿峒ต崿嵕崠崏崗崰عઇ峙峹峉峁峉
഼৵峒峘ွ峉峋
峋峘ع

ઁਣ


ਨઁਣ





峓峬岵峳ৈೡ峨峑ၴ峬岶ૐ岲峵ୠ峘ৃਚ
൰峘ੇ
峏岹峴

ઁਣ

ઁਣ



ઁਣ

ઁਣ



 崽嵒嵤崡崗嵤嵓岜岴岹峙峉ীૅ

ઁਣ ূઁਣ



ྡপ৾ੵ৾岜ઇੲਾ崟
崡崮嵈ଢ଼

ઁਣ ূઁਣ



132১য岜崽嵒嵤崡崗嵤嵓峘
峗峍岽

ઁਣ ሏ



崽嵒嵤崡崗嵤嵓岜岴岹峙峉ীૅ



ঽ嵕嵄崫崰଼ૼপভ峘৫ಈ峒岽島峼ৢ峂峉ઃ 嵕嵄崓崫崿崠嵍崳崊崠嵋崹嵛ઁਣ崾
਼৻嵄嵑嵛崮崋崊য౫峘ਛ
嵕崫崗ઈ৩ভ

ઁਣ

ઁਣ





ୠ峼ఎ峃峵ஒফ峘ുਛ峼ৰਠ峃峵ଆ಼
ઁਣଆ಼崵崫崰嵗嵤崗
峕峲峵ୠଆ಼ણ

ઁਣ

ઁਣ



 ௫ൌ௫ഔق岷峳岷峳島峍峁峭ك

ଯྨધ৲഼ચஷ௪ভ

ઁਣ

ઁਣ



 岶岮ు峼ঽী峘崡嵂崟嵋嵒崡崰峕آ

ಹ੮১য岜崗嵕嵤崸嵤峘ভ

ઁਣ

ઁਣ





nVSDFH岜WR岜ILQG岜WUHDVXUHVق|آฤ峼ৄ
峎岻峵ৃਚك

峁峬-2<

ઁਣ

ઁਣ





6.&崊崓崯嵇嵤岜ع岶岮峼峎ుญেെ
ৌ崝崫崓嵤ઇன৫হع

ಹ੮১য岜ম੍ର
ઁਣ
崝崫崓嵤ੈভ -'6)$

ઁਣ



 ম峒൫峘崛嵑嵄峑ਙ峘ர峨岷

ম峉峗峨岷྆

ઁਣ

ઁਣ



 峓峬峉峋峕ต峒ൌ峼آ崿嵕崠崏崗崰

崼崊崝嵅嵤崰峐ৼ崣嵛崧嵤

ઁਣ

ઁਣ



 峑峙峂峫峵崝崸崌崸嵓ઇ

崊崎崰崱崊崛嵇嵍崳崮崋岜崷嵛崧嵤崕崫
ઁਣ
崢

ઁਣ



1R

ણ

੮৬

ୠ



峍峐آఁ岶島آਟ峘ૉ岜ع嵇崳崥嵤嵑嵤
崓嵤ੵઇع

ഌૉആ৲ৌੁ崵崫崰
嵗嵤崗

ઠ

ഌ





岣ആੴৗ崿嵕崠崏崗崰岤岮ৡ峑எ峘ඌ峼ব
৾ୱ峢ன岿峅峲岰آ

132১য岜嵗嵛嵣崽崑嵤嵣崒嵤嵓

ઠ

ഌ



 峬峘峏岹峴ఐ৾ઇ

মഌຬফ੮岜ఢવী੮

ઠ

ఢવ



 ୠভ峒৴峁峉峐৸ਛ崝嵅嵤崰

য়峘峈峩ভ

ઠ

ৣૈ



 岴岾岴峴崎崋嵤崗崐嵛崱崊崱嵁嵛崩嵋嵤

岴岾岴峴崎崋嵤崗崐嵛崱崊崱嵁嵛
崩嵋嵤ৰষ৩ভ

ઠ

ઠ



಼྆قৌ಼૩嵄嵑嵛崮崋崊ਛ崿嵕崠崏 ಼૩୮௪੍ର੮৬岜ઠ಼૩
ઠ
崗崰ك
ର

ઠ



132১য岜ઠఐ৾ૼ
ઠ
崽崑嵤嵑嵈

ଆਿ





岽峓峬峨峋峏岹峴崿嵕崠崏崗崰عڵڭڬڮਟ峢峎 ਁஇ੮১য岜ଆਿஒফভ৮
ઠ
峔岾岰岣岽峓峬৮ভ岤ع
ਚ

ଆਿ





岥峒峴峑岽峓峬୫ൡ岦岥峒峴峑嵊嵤崳嵛崘岦岥峒峴峑྆岦
岥ਚుญಉ崊崽崧嵤崙崊হ岦



 ৶௺峓峬ਛૢରણ

્ੳ132১য岜峒峴峑

ઠ

గব



 ᇐ峘ዃ峘峦峴崿嵕崠崏崗崰

ᇐ峘ዃ峘峦峴崿嵕崠崏崗崰ৰষ
৩ভ

ઠ





 峹岹峹岹ଅ྆岜ع਼৻ઐ峒বઐع

峹岹峹岹ଅ྆ৰষ৩ভ

ઠ

শ



ઁਣ

ૣ





িਆ岷島岮ٱ岷島岮崿嵕崠崏崗崰岜岣িਆ岜
িਆ୭嵆崵崠嵉嵛崰崣嵛崧嵤
ఈ峘৾峝ༀ岤

؝ڮ๔Ⴋૄ

ⓠ

؝ਛટਾઔভ

ⓡ

ૢ؝൳఼٭උ峕ঢ়峃峵崯嵤崧

ⓢ

❈ 公募～報告書冊子発行までの流れ
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活
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10月

動

11月
12月
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2月

成果報告会 / 報告書提出

3月
4月

報告書冊子発行

活 動 名

No.1

団 体 名
活動拠点
代 表 者
支援金額

「地域全体で子育て・親育ち応援!!!」
～地元を愛し、お互いに元気になろう～

家庭教育支援チーム『くすのき』
広島県安芸郡府中町

米田 珠美
20 万円

活動概要
①依頼による「親プロ」 前年度通り継続。(町内の幼保小中高校など)44 回

参加者合計 943 名

②府中南小学校における「しゃべり場」 前年度通り継続。(月 1 回程度) 9 回 参加者合計 107 名
③拡大事業

参加者合計 189 名

・南交流センター「育児相談」(月 1 回)、北交流センター「手芸としゃべり場」(不定期)
④ファシリテーター養成講座・ステップアップ研修会
・養成講座

場所：くすのきプラザ

日時：6 月 28 日、7 月 12 日

参加者合計 10 名

・ステップアップ研修 日時：7 月 17 日、2 月 22 日
⑤不登校・引きこもり家庭への支援
・町内の中学校との連絡会議 (M 中：5 月 30 日、F 中：5 月 8 日)
出席者：校長、教頭、SSW、SC、適応指導教室・不登校担当教員、養護教諭、
社会教育課職員、家庭教育支援チーム「くすのき」コーディネーター
・カフェくすのき H31.4 月～R2.3 月(月 1 回程度) 場所：青少年文化センター
開催日時：4/14、6/29、7/25、9/8、10/5、11/9、1/25

参加者合計 78 名

・クッキング＆ランチパーティー 9/8、1/25 場所：青少年文化センター

参加者合計 22 名

・夏休みチャレンジ(地域未来塾事業) 学習支援

参加者合計 255 名

町内小中学校 14 回

⑥新規事業
・「親どうしが語り合う会」 (月 1 回程度)

場所：くすのきプラザ

開催日時：6/11、7/9、8/20、9/10、10/8、11/12、1/21

参加者合計 70 名

講演会：これって不登校？…焦りと不安 日時： 12 月 21 日 10:00～

参加者合計 14 名

講演会：心理カウンセリング講座

参加者合計 14 名

日時： 2 月 14 日 10:00～

・9 ヵ月健診での託児(毎月 3 箇所で開催)
子育て世代包括支援センター実施の 9 ヵ月健診で参加の兄弟を託児することにより、チームの
周知(パンフレットやマグネットシートの配布)や不安を抱える親子の早期発見を目指す。
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令和元年度「家庭教育支援チーム」の活動の推
進に係る文部科学大臣表彰を受けました。
◆実施に伴う効果
財団の支援により始めた「カフェくすのき」が支援の入り口として定着し、学校や地域で認知され
はじめたので、その次の段階として、今年は同じ悩みを持つ保護者が周りに話せなかった本音で語り
合い、学習する『親どうしが語り合う会』を立ち上げ定期的に開催できるようになった。会を重ねる
ごとに沈んでいた保護者の表情が明るくなり、ほとんどの保護者が欠かさず参加される。それぞれの
出口を模索する動きが活発になり、中には私立高校から通信制高校へ転向したり、学校に登校できる
日が増えたりする児童・生徒も出てきた。改善傾向にある保護者の体験談が、暗中模索の保護者にと
って、暗闇に差し込む光となっているようで、積極的に質問する姿が見られるようになった。
また今年度は「ネウボラふちゅう」(福祉課、子育て支援課)との連携を深めている。
毎月、町内の3か所で行われる９か月健診に託児協力する形で、チームの周知や気軽に相談ができる
関係づくりを進めている。乳幼児期から情報を共有することで、早期に子育ての悩みを抱える家庭を
発見し、子育ての悩みに寄り添えるようにしたい。
◆苦労した点
支援の入り口である「カフェくすのき」に初めて参加するというのが、保護者にとってはハードル
が高いようである。また、仕事が忙しくこういった場に出る余裕のない保護者もいる。
一度参加していただければ、毎回のように参加してくださる保護者がほとんどで、最近は友人を誘
ってくださる保護者も出てきた。
しかしながら、まだカフェの存在を知らない保護者も多いようなので、学校から手紙を渡していた
だく方法や周知に工夫をしているところである。
◆今後の課題・発展の方向性
まだまだ支援を必要としている家庭がたくさんある。福祉保健部や学校などとの連携をさらに強化
することで、支援の必要な家庭の早期発見に努め、SNS や ITC を活用し、本当に支援が必要な人に支
援の情報等が届く仕組みを作りたい。
不登校の低年齢化が進んでいる。登校しぶりなど、長期の不登校になる前に登校を促すかかわりを
していきたいと思う。アウトリーチについても進めていきたい。
また、ファシリテーターの資質向上や『親プロ』の継続により、切れ目のない家庭教育支援の充実
を図り、後継者育成にも努力していきたい。
◆活動を終えての感想・意見等
マツダ財団に支援いただいたことで不登校支援を始めることができ、３年継続する中で、色々な機
関と連携し、情報を共有できるようになった。学校や行政からも信頼を得ることができ、相談され
るケースも増えてきた。ハイリスクな家庭にアプローチも必要であるが、問題が起こってからでは
解決が難しいと感じる。すべての子育て家庭へのポピュレーションアプローチを並行して進め、子
育ての悩みが浅いうちから支援していきたいと思う。
今年度、これまでの活動を評価していただき、２月２８日に文部科学省にて大臣表彰を受けるこ
とができた。マツダ財団に支援していただくことで、活動を広げることができたことが大きかった
と思う。３年間のご支援により芽吹いた若木をさらに大きく太く育てていきたいと考えている。
たくさんのご支援、本当にありがとうございました。
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活 動 名

No.3

団 体 名
活動拠点
代 表 者
支援金額

ＡＩに負けない子供育成プロジェクト
～子供達で耕作放棄地から味噌販売～

チーム豆っこ
広島県東広島市
小田 悦子
30 万円

活動概要
ＡＩが進化するにつけ、これからの子供達には、記憶する学習よりも、①ＡＩにとって苦手な「読解力」を磨く、②
五感を使って感性を育む、③正解のない問題に向き合う、といった三つが大変重要になるのではと言われており、「教
える」から「学ぶ行為を支える」へ転換していくなど、教育にとって非常に大きな課題となっております。
子供達に、耕作放棄地の再生を初めとして、土づくりから商品販売まで一連の流れを体験してもらい、将来、ＡＩ
到来の時代においても、逞しく生きることが出来る人になれるようにと支援しました。
・実 施 日 ：第 1 回（4 月 18 日）～第 14 回（1 月 22 日）
・実施場所 ：第 1～12 回は河内町中河内大道地区の畑
第 13・14 回は小田地区多目的集会施設（東広島市河内町小田 2517）
刈り取り＆櫨掛け

・活動内容 ：オリエンテーション、耕起、有害獣防止柵の設置、大豆種植え、苗移植、草取り、刈り取り、櫨掛
け、収穫、選別、味噌づくり、講習会、デザイン（商品パッケージ、チラシ）、販売
・参 加 者 ：チーム豆っこ（4 名）、河内小学校 4 年生（14 名）・教諭（2 名）
・支 援 者 ：ＪＡ広島中央河内グリーンセンター（1 名）、おだ・ビーンズ（3 名）、広島県食品工業技術セン
ター（2 名）、地域協力者（3 名）
・参加人数 ：延べ 190 人

畝づくり

大豆苗植え

刈り取り・櫨掛け

味噌づくり
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◆実施に伴う効果
子供たちに、①「読解力を磨き」、②「五感を使って感性を育み」、③「正解のない問題に向き合う」、④「プロか
ら職について学ぶ」ことを体験してもらい、将来のＡＩ到来の時代においても、逞しく生きることが出来る人になれる
ようにと支援してまいりました。そのうちで、子供たちと一緒に活動したのは８回延べ１８時間でした。
目的を達成するために４つの項目を掲げておりました。その項目毎に効果を考えてみました。
① 「読解力を磨く」については、どのようにしたら上手くいくかなどを子ども同士が話し合いながら作業するとともに、プ
ロからのアドバイスをしっかり聞いていたように思えます。
② 「五感を使って感性を育む」については、畑で作業することにより、空気、風、土、植物などと体全体で触れ合う
ことにより、五感を育んでくれたものと思っております。例えば鍬で土を耕せば土の匂いを嗅ぎ、草取りをすれば
草や虫の色を見たり、ほのかな野菜の匂いを感じるとともに手に虫が付いて動き回り、米麹を混ぜたら発酵効
果で暖かく感じるなど、感性をしっかり育んでくれたものと思っております。
③ 「正解のない問題に向き合う」については、野菜づくりでは、土、太陽、雨、虫に左右されるため、こうした方が良
いという正解はなく、その都度に合わせた方法を模索する必要があります。多少なりそういった課題に立ち向かう
う体験ができたのかなと思っております。
④ 「プロから職について学ぶ」については、ＪＡの営農指導の方や食品工業技術センターの研究者が論文などの
根拠を持って論理的に説明をしたり、自分の仕事のやりがいについて話をして貰いましたが、4年生にはちょっと
難しかったかなと感じました。しかし、将来思い出してもらえばうれしいです。
このように、色々な効果があったもの思っております。
◆苦労した点
・子供たちと一緒に出来るのは、授業の関係上、月１回が限界であり、その中間での、耕起、苗の育成、除草、
櫨の雨対策、大豆の選別、味噌づくりの仕込みなど、想像していた以上の作業が必要で大変苦労しました。
・畑に行く里道で子供が溝に落ちて骨折してしまいました。（工事業者の不適切な処置が原因でした。）けがをし
ないよう、特にマムシや蜂には十分注意をしていましたが、活動する場所だけでなく、その経路についても安全確保
の必要性を感じたところです。
◆今後の課題・発展の方向性
・女性だけのグループで実施するには重労働が多く少し重荷だったように思えます。今後は男性にもグループに加入
してもらえるよう、勧誘していきたいと思っております。
・令和２年度の活動については現在模索中ですが、次の内容のことを小学４年生と一緒に活動施できるよう、河
内小学校と調整する予定でおります。
① 落花生栽培及び商品化（文化展で販売）
② 綿花のテスト栽培＆コースター試作（収穫したオーガニックコットンをつむいで、野草を使った草木染めとオリジナ
ルコースターづくり）
◆活動を終えての感想・意見等
・子供たちが、無農薬有機野菜で大豆を育て、それを使った味噌づくりができたことに、大変喜んでいました。その時
のキラキラした目を見て、将来ＡＩに負けない逞しい大人になってくれるものと信じました。
・４年生と一緒に活動することはあと２回となりましたが、もっともっと色々な体験をさせてやりたいと感じました。
・現在の子供たちの人生を考えた時、学校で教科書を見て覚えたりするより、今回のような体験をもっともっとするこ
とが、大切なのではと改めて実感しました。
・これからも子供たちがワクワクするようなメニューを考えて取り組みたいと思っております。
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活 動 名

No.4

団 体 名

小学生対象の感動を与えるプログラミング教室

活動拠点
代 表 者
支援金額

近畿大学工学部
教育情報システム研究室
広島県 東広島市
加島 智子
45 万円

活動概要
子供達は自ら自発的に調べること，考えること，調べる機会も奪われてきています．年齢層の様々な人
と触れ合い，関わりを持ち，その中で学ぶ環境を継続的に持つ機会を作り，感動を経験させたいと考え
て取り組みを行ってきました．遊びの中でプログラミング的思考を学ぶ取り組みを行う場を提供するた
め，大学生が学習した内容を生かしイベントの詳細な内容，教材の開発，イベントの評価を考えて取り
組みました．地域の人へ還元し社会との関わりを考える場になり大きな反響をいただきました．
【実施の詳細】


6月

8 日: 近畿大学工学部（東広島市）午前（120 分）12 名，“ロボットで簡単！プログラミ

ングを体験しよう”


6 月 27 日: YMCA（東広島市）視察とプレレッスン実施，12 名，プログラミングカーでの遊び
体験



8 月 19 日: 観音台公民館（広島市） 午前（120 分）12 名，“ロボットで簡単！プログラミン
グを体験しよう”，広島工業大学学生，(株)ヒロケイ様との関わりも含む



11 月 9 日: 東広島芸術文化ホール（東広島市）午前（120 分）16 名・午後（120 分）16 名，
“ロボットで簡単！プログラミングを体験しよう”（プログラミングカーを使ったアンプラグドと
タンジブルを用いたプログラミング体験）東広島市教育委員会などの視察有り

図 1．コマを用いたプログラミング体験
(手動による具体的な操作を用いた実施)

図 2．プログラミングカーを用いたアンプラグドのプログラミング
（PC やタブレットを用いずに命令を具体的に手で触り学習）

図 3．チーム対戦によるプログラミングゲーム
（初めて出会ったメンバーとのグループ作業による協調性の育成）

図 4．参加者の集合写真
(2019 年 8 月 19 日 観音台公民館にて)
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◆実施に伴う効果
「プログラミングに対する興味関心を引き出し，感動体験を経験させる」という目的は達成することができました．
イベントでは募集定員を上回る応募もあり，プログラミング教育に対する興味関心を得ていることを感じました．
見学に来た方，保護者を含める参加者にプログラミングの学習，特に論理的思考はパソコンやタブレットを与え
ることでなく，その考え方やその学びは身近なものを通じて意識させることで容易に学習できることであると伝えるこ
とができたと考えます．イベントで用いる教材開発やイベントの評価方法なども試行錯誤を重ねました．結果，コ
マを用いて手動での作業から自分の命令がロボットにより自動化する経験をさせ，子供達に喜びや驚きによる感動
体験を経験させることができました．イベントは楽しく，特に，プログラミングの一部の知識などについてはアンケー
ト結果を通じて一定の成果を確認することもできました．また，イベントを実施するにあたり大学生のメンバーは，
子供の気持ちを考え子供にとって楽しいイベントにする，子供にとって理解しやすい内容にするために自らも学習を
して知識を付けるなど相乗効果もありました．更に，企業の方への相談をすることで新たな学びへと繋がりました．
初対面の子供同士，子供とスタッフ，スタッフ同士，企業の方との良い交流の機会も生みました．
◆苦労した点
論理的な思考，プログラミングの知識を身に付けるという事に関しては1回限りのイベントにおいて子供達に身に付
けさせることは不可能であると考え，メンバーを集め，同一の子供たちと継続的にプログラミングを学習する取り組
みも実施を予定していました．東広島市の学童保育による実施を検討して何度も東広島市との電話・メールなど
を重ね議論をしてご協力いただきました．また，民間の学童保育などにも視察や相談に行きましたが実施がかない
ませんでした．
【問題点】学童保育では様々な人がいるため実施に対する保護者の理解や市の理解が難しい（時間がかかる）
1回限りのイベント募集を実施しても定員を超える多くの人が集まり，継続的な実施を希望するとの意見をたくさ
んいただきますが，学生を中心とした私たちのみの小さな組織だけで場所を確保して継続的な実施を行うことが困
難なため市などとの協力による実施が理想だと考えましたが1年では多くの問題に対するすべての解決策を見つける
ことができませんでした．今後は様々な活動団体や組織と協力して実現させたい取り組みです．
◆今後の課題・発展の方向性
これまで進めてきたプログラミングに関わるイベントの実施を継続して行っていきたいと考えております．1 回限りのイ
ベントも，定期的な学習支援も地域の人と協力して進めていきたいと思っています．また，現状では大学という組
織であるため実施するメンバーが 1 年ごとに交代する状況です．知識や経験が蓄積されて生かされるような体制作
りを整えたいと考えて下ります．また，私たちがイベントを実施しなければ学習支援ができない状況です．しかし，
今後は教材を確立させて一定の知識があれば誰にでも同じ内容のイベントを実施し，家庭内においても継続的に
学習ができる環境を作りたいと考えております．
◆活動を終えての感想・意見等
今回の財団での成果報告会からも感じたのですが，家庭環境が子供の学習能力と学習環境，もっと言うと人
生に大きく影響することを改めて感じました．海外の恵まれない地域，貧困による学習の機会を望んでいるのに機
会が得られない子供達がいる一方で，日本は誰もが読み書きはできるのに学習に対する興味関心が薄く，学ぶ
目的が持てない子供，保護者の想いが強く負担になっている子供，学習イベントを託児所代わりに利用し，子
供の学習に興味を持たない保護者など多様な家庭環境を目の当たりにしました．保護者の知識や考えによら
ず，多くの子供に平等に学習の機会を与えてあげたい，学ぶ目的を見つける機会を作ってあげたいと思いました．
今後もこのような学習イベントを通じて私たちにできることから少しでも地域の子供達へ貢献できればと思いました．
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活 動 名

No.5

団 体 名
活動拠点
代 表 者
支援金額

持続可能な地域創造

NPO 法人フリースクール木のねっこ
広島県廿日市市
岸岡 美由紀
22 万円

活動概要
実施日：令和元年 11 月 1 日～12 月 20 日
場所：広島県廿日市市上平良 フリースクール木のねっこ活動場所（もーりぃはうす結 youi）
内容：
フリースクールの活動場所に、五右衛門風呂の湯屋を建設しました。
地域の DIY の得意な方に、施工・ご指導いただき、フリースクールのこどもたちやボランティアの方と共に
試行錯誤しながら創造しました。
参加人数：大人８名、こども７名

基礎も柱も本格的。ボランティアの方も一緒に作業。

こどもたちも、ちょくちょく見に来ては、お手伝い。

ペンキ塗り作業。施行・指導の地域の方と、すっかり仲良し

完成した湯屋で足湯。五右衛門風呂、薪焚きのお湯はあったまる！
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◆実施に伴う効果
お風呂に入れるようになると、講師やスタッフが宿泊しやすくなり、より多様な人がフリースクールを訪れ、
交流することができます。こどもは多様な大人から学び、経験を積み、自立に向かいます。
また、現代社会にとって必要な、エコな昔体験を日常的に行うことができます。
地域の方とこどもたちとの交流、知恵や工夫、試行錯誤を共に経験することができ、こどもたちは学びを
深めることができます。

◆苦労した点
・当初、施工をお願いしていた方が怪我のため、施工ができなくなり、代わりの方を探すこと
・予算内におさめるため、材料の一部に廃材を加工して利用すること
・五右衛門風呂の薪をくべる部分を作るのに、鉄を加工し土台を製作して頂いたが、構造上炎が当た
る部分が狭くなってしまったため、焚口を広くする工夫

◆今後の課題・発展の方向性
試行錯誤し創作することを通じて、学校に行かない・行けない子どもが、自分らしくあるために経験を積
み、自らの足で立って歩き、前進していく環境づくりを続けます。そうした子どもが、心身ともに健全で自分
らしさを発揮し、社会で生きていく力を養うことができると考えます。
宿泊可能となったフリースクールでは、福祉・教育・地域・国籍・障害の有無を越えた幅広な人々とつな
がりを持ちながら、個性豊かな循環型社会づくりのために利用していきます。

◆活動を終えての感想・意見等
予算の関係で、廃材を利用することになり、あるものを工夫して使う知恵を、学ぶことができたのは、当初
予想していませんでしたが、幸いでした。
地域の方とこどもたちとの関係性も、一緒に湯屋を創造することを通して、相互に理解しあえるようにな
り、そのことも、わたしたちにとって、大きな喜びとなりました。
2 年連続で助成をいただき、ありがとうございました。
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活 動 名

No.6

発達障がい音楽療法グループ
にこにこ音楽アンサンブルクラブ
活動概要
2019 年 6 月 1 日

団 体 名
活動拠点
代 表 者
支援金額

三原音楽療法研究会
広島県三原市
吉岡 由美子
13 万円

三原市総合福祉センター2 階 まちづくり活動ルーム 体験セッション

参加者 10 名

7月6日

同上

セッション①

参加者

8名

8月3日

同上

セッション②

参加者 7 名

9月7日

同上

セッション③

参加者 9 名

10 月 5 日

同上

セッション④

参加者 6 名

11 月 9 日

三原市総合福祉センター4 階 第 4 会議室

セッション⑤

参加者 7 名

12 月 7 日

三原市総合福祉センター4 階 第 2 研修室

セッション⑥

参加者 7 名

三原市総合福祉センター4 階 第 1 教養娯楽室

セッション⑦

参加者 8 名
参加者 6 名

2020 年 1 月 11 日
2 月 15 日

同上

セッション⑧

3月 7日

（予定）

セッション⑨

内容： 音楽療法士、広島県立大学福祉学部の学生も交えたグループでの音楽活動で、対象者のニーズに合わ
せた音楽活動を選びながら、対象年齢層に対応した楽器を使用した。集団においてこそ得られる力を利用して、長
期目標は、対象者の社会的自立を目指すこと、短期目標は音楽活動を通じて、創造力、想像力を刺激し、自己
実現・感情表現を豊かにすることである。

歌詞を読み、サウンドシェイプの説明

季節の歌で発声練習

サウンドシェイプを使っての合奏

デスクベル
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◆実施に伴う効果
事前登録をすれば予約は不要としたことで、無理のない参加ができるようになった。
プログラムは参加者に合わせて考えたものを選んで組み、目的を達成するために、十分な準備をした。
参加者と同年代の福祉学部の学生も参加したことで、和やかな雰囲気になり、自分を表現しやすい場になったと
考える。
体験セッションを含め現在まで、9回のセッションを行った結果、はじめは新しいグループへの参加が難しかった方も、
自由に発言できる雰囲気に慣れてきて、お互いを気遣い、仲間として認める様子が見られるようになった。
また、介護者や保護者同士の情報交換の場にもなってきており、お互いに連絡を取り合う、他の保護者へ紹介す
る等、輪が広がってきていると感じる。
自由に参加できる場、余暇を楽しく過ごせるような落ち着ける居場所づくり、仲間との穏やかな活動の中で自分を
表現できる場所の提供ができた。

◆苦労した点
建物の改装の関係で当初予定していた部屋が使用できなくなり、変更を余儀なくされた。変化に対応するのが難
しい参加者もあり、混乱せずスムーズに移行できるように、十分な対策を考えた。
参加者を集めるための活動に苦労した。発達障がいの子ども対象の「にこにこ音楽クラブ」卒業生や、市内の作業
所、支援学校などに、チラシを送付したが、思っていたほどの効果がなく、口コミでの参加者のみであった。
今後は、SNS等の広報活動も考える必要があると思う。

◆今後の課題・発展の方向性
この「にこにこ音楽アンサンブルクラブ」が、定着してきたところで、その次の段階では、継続事業になるように、対策
が必要である。参加費をできる限り抑え、参加者増につながるよう SNS での PR 方法も考えていきたい。
また保護者同士がゆっくりと話せる場を立ち上げて、定期的な開催ができたらと思う。

◆活動を終えての感想・意見等
本会は 2007 年から発達障がいの子どもを対象とした「にこにこ音楽クラブ」を続けてきた。
2019 年度はマツダ財団からの支援を頂き、思春期、青年期の障がいを持つ高校生以上を対象としたグループ音
楽療法「にこにこ音楽アンサンブルクラブ」を発足させることができた。対象年齢層に対応した楽器を揃えることがで
き、今後も活動の充実につながっていくと思う。
また、マツダ財団主催の交流会や、報告会などの行事に参加させていただいたことにより、新たな出会いやご縁が
増え、良い刺激を受けることができた。本会の活動の幅が広がっていくと思う。

ー12－

活 動 名

No.7

団 体 名
活動拠点
代 表 者
支援金額

本と多様な価値観に出会う
居場所づくり活動

私設図書館「さんさん舎」
広島県尾道市
瀬戸 房子
24 万円

活動概要
子どもたち、大人、そして不登校児や悩みを抱える人たちの居場所としての図書館の無料開放をしています。また、本から知り得る世
界で新たな発見、考え方などに触れることもできます。また、多種多様な考え方や働き方、生き方の人と出会うきっかけの場作り（イベ
ント）をし、人生の選択肢や価値観を広げる活動を行なっています。
◎通常図書館オープン…
尾道市向東町 1012-23 私設図書館「さんさん舎」1 階
2019.4 月〜2020 年 1 月末（10 ヶ月）利用者：大人 341 人、子ども 271 人
306 日のうち 176 日間オープン（1 日あたり 2~9 時間開放）
＊オープン日時は、ボランティアスタッフの都合により毎月毎日異なるため、
店頭に掲示、毎月のカレンダー発行、LINE、 Facebook ページにて行いました。
◎ゲストトーク…
尾道市向東町 1012-23 私設図書館「さんさん舎」1 階もしくは 2 階
または向かいの尾道市向東町 1013-7gnomes「ノームズ」アトリエとキッチン 1 階もしくは 2 階
「あなたはなぜ、今ここに」シリーズでその人の人生を聞く（各回 6 名〜25 名参加）
7/12 あなたはなぜ、今ここに「私と芸術」 イガキアキコさん（音楽家）、岸田真理子さん（画家）
9/18 あなたはなぜ、今ここに「私と旅商い」昼夜二部制 富永浩通さん（旅する本屋「放浪書房」）
10/10 あなたはなぜ、今ここに「私とあなた〜福祉と芸術の狭間から」 櫛野展正さん（クシノテラス）
11/12 あなたはなぜ、今ここに「私と本のある場所」佐藤友則さん（ウィー東城店長）、高原康秀さん
1/31 あなたはなぜ、今ここに「私と生きる〜作業療法の現場から」山口清明さん（NPO 法人はびりす）
＊告知は店頭に掲示、毎月のカレンダー発行、LINE、 Facebook ページにて行いました。

私設図書館「さんさん舎」1F 図書館通常オープン時

10/10「私とあなた〜福祉と芸術の狭間から」ノームズにて

9/18「私と旅商い」昼の部、さんさん舎 1F にて

11/12「私と本のある場所」さんさん舎２F にて
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◆実施に伴う効果
・ Facebookや様々な媒体を通して告知、場を知ってもらうことで、ボランティアスタッフも増え
週に4日程度図書館をオープンすることができた。
・ また、オープン時には図書館を「無料」で開放することで、こども一人でも気軽に来られる場、本を読んだり宿題をし
たり、大人もふらっと立ち寄れる場となり、様々な交流が生まれた。
・ 全国的に活躍するような、普段の生活ではなかなか出会うことのないゲストにお越し頂き、あえて少人数制で交流
しやすく話しやすい場をつくった。
・ 様々な大人の話を聞き、子どもに対する大人の対応（考え方）を学ばせていただいた。
・ 夏ごろから全国的な活動「とまり木」に登録し、不登校児とその親の居場所的な場とも知られ、その後も継続的に
利用いただいている。
◆苦労した点
・ なるべく毎日でも、長い時間オープンしたいが、アルバイトではないためスタッフの確保やスケジュール調整がなかなか
難しい。
・ 場をさらによく知ってもらうための告知をどのようにしたらよいか、毎日のオープンでないため、カレンダー作成や、メール
配信など周知に時間と手間がかかっている。
・ ボランティアスタッフのそれぞれの参加の気持ち、モチベーションも異なるが、個々の個性を活かしながら場をよりよくす
るためにはどうしたらよいか、という苦労もみられた。
・ 空間としての場の整備（クーラー設置）、環境整備（本棚の追加）などにかなり金銭的自己負担が大きく運営
面での障害となっている。
・ 校区の学校から案内を配布していただこうと思ったが、まだまだ駆け出しで信用度の低い市民活動団体ではなかな
か対応していただけないことを痛感した。
◆今後の課題・発展の方向性
・ 学校のニーズに沿った様々な居場所をまとめたマップを制作することで、改めて配布をお願いしようと考えている。
・ 不登校児に有益な居場所であることを地域や学校にいかに認知していただくかが課題である。
・ これまでの活動を継続しつつ、不登校児の居場所としても、もっと認知されるように教育委員会やメディアを通して
知ってもらう活動をしていきたい。
◆ 活動を終えての感想・意見等
・ 今年度助成をいただいたことで心強く活動ができました。また。設備などさらに改善したい面もあり、今後の継続的
なご支援をいただけると嬉しいです。
・ 場を必要としている人たちにさらに居心地よく来て、過ごしてもらえるように今後も活動を続けていけたらと思います。

毎月のカレンダー掲示（さんさん舎正面ガラス）

中国新聞（福山尾三 面に掲載）2020.2.29 朝刊
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活 動 名

No.8

不法投棄の川を観光地に変えたボランティア

団 体 名
活動拠点
代 表 者
支援金額

堂々川ホタル同好会
広島県福山市
土肥 徳之
２２万円

活動概要

① 堂々川中流域へ彼岸花を植える 御野小（120 人弱）中条小（50 人強）
4 月末から 5 月の遠足時
② 堂々川中流域へホタルを飛ばす
会員による川周辺の草伐採、児童とカワニナ放流
５月～11 月
③ 砂防堰堤の保全、草・木の除去
美観作りと大雨により石崖の崩れるのを防ぐ目的もある
蛇やスズメバチの活動がない 11 月終わりから 2 月にかけて実施
④ 環境保全と川の汚れの防止
道路のポイ捨てタバコ・プラ等のごみ拾い、不法投棄の防
止は各月の定例会の時と有志が別に月数回巡視している
⑤ 児童が遠足や自然勉強の為の来訪を支援 県と相談し砂留資料を貰い学校へ渡す
神辺小 10 月研修来訪
⑥ 会報の発行 すでに過去 15 年間会員や官庁に配布、
広島県県立図書館に 1 号から 177 号まで保管 神辺の資料として使えるようになった
⑦ 観光地案内を神辺町観光協会と共同で実施している
一昨年頃からは御領山古墳の観光も希望者には案内する
堂々川の彼岸花の敵（猪）を猟友会の支援で駆除を実施ている
1 昨年は 10 頭、昨年は 3 頭捕獲

観光地に変わった堂々川

ゴミ捨て防止策の彼岸花の里造り 御野小 3，4 年生と

堂々川へ歴史の勉強 神辺小

新入会員高校生が見つけた新しい砂留
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◆実施に伴う効果

福山市長が提唱されるオンリーワンを目指す・探す・つくるに賛同し、堂々川にある国の登録有形文
化財の砂留を生かすための活動を小学生と一緒に２０１０年から毎年実施している。今年（２
０１９年）も2つの小学校と実施でき環境教育、故郷の景観を記憶できる思い出作りもできて、
先生からは感謝をいただいている。
小学生と一緒に植えてきた彼岸花の花数が県内No1に近づいてきた。
１９万本開花（県のトップは３０万本）、又自然の川の堤防フイールドで見られる花色が２４色
は日本一という人も多い。7月から12月初めまで開花する姿が見られる場所も全国トップレベルと自
負している。
「ボランティアが作った観光地」素晴らしいことだ。

◆苦労した点

堂々川では特に１１月頃から川の堤防斜面を猪に掘り返され、小学生と植えた球根が毎年日干
しにされている。今年もすでに３か所が耕されその現場写真も取れた。１月、２月に掘られると球根
を再度植え直しても活着率が悪い気がする。
また昨年は１０頭捕獲したが今年は瓜坊３頭のみ、イノシシの学習能力に人間がついていけなくな
っている。

◆今後の課題・発展の方向性
同好会へ高校生・大学生の入会があった。昨年度で高校生４人、大学生２人、一昨年は入会者
に卒業論文にかかわる資料も提供したが、卒業後も活動を継続するというのは難しいようだ。
今後の発展は新しい入会員の考え次第だが、企業の定年が６５歳過ぎまで伸びたせいか、企画力
のある人を探すのに苦労している。しかし、会を継続し、発展させるためには、企画力のある人を探さ
ねばならない。（行動力があり企画のできる人は NPO や他団体と奪い合いになっているようだ）

◆活動を終えての感想・意見等
今年も良い活動ができた。
ボランティアは資金確保をどうするかが最大の問題点！
当会の場合福山市のマチサポの方の事務支援、マツダ殿のご支援、予想外の表彰副賞で予定以
上の活動が楽しく出来たことが良かった。
目標であり、願いでもある「観光地造りが出来た」ことに満足している。
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ƂѣƷႸႎƃ
ࠐࠕࡩࡿࡉⱁࠖࡢࠕ⮬↛ࡸே㸪ᩥ࣭⏘ᴗࠖᏛࡪࡇࢆ㏻ࡋ㸪ⱁࡢࡼࡉࢆᐇឤࡋᑗ᮶ࡩࡿࡉ
㈉⊩࡛ࡁࡿேᮦࢆ⫱࡚ࡿࠋ
ⱁۑᑠᏛᰯࡢᩍ⫱άືయ࡛㸪Ꮚࡶ㐩ࡅࡓ࠸භࡘࡢ㈨㉁࣭⬟ຊ㸦ពᚿຊ㸪⮬ᕫᅇຊ㸪༠ാࡍࡿ
ຊ㸪ㄢ㢟ゎỴຊ㸪Ᏻᚰ࣭Ᏻࢆࡘࡃࡿຊ㸪ከ㠃ⓗ࣭ከゅⓗ࡞ぢ᪉࣭⪃࠼᪉㸧ࢆ⫱࡚ࡿሙࡍࡿࠋ
࠙ϋܾƃ
ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ㛫ࠖࡸࠕ⏕ά⛉࡛ࠖ⾜࠺ᆅᇦࡢࠕ⮬↛ࡸே㸪ᩥ࣭⏘ᴗࠖᏛࡪయ㦂ⓗ࡞άືࢆ⾜
࠺ࠋࡑࡢ୰࡛ඣ❺ࡀከᵝ࡞Ꮫ⩦ㄢ㢟ᑐᓖ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞Ꮫ⩦ሙ㠃ࢆタᐃࡋ㸪యⓗၥ㢟ゎỴࡋ࡞ࡀࡽ⮬
ࡽࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࠋ㸦௨ୗ㸪࡞άືࡢෆᐜ㸧
ࡢࠖࢻࣥࣛࡲࡸࠕ۔άື࣭࣭࣭ᰯ༊ࡢᒣⓏࡿάືࢆ㸲ᅇ⾜࠸㸪ᆅᇦࡢᒣ㸦⮬↛㸧ࢆ▱ࡿࡶ㸪ࠕព
ᚿຊࠖࠕ⮬ᕫᅇຊࠖ
ࠕ༠ാࡍࡿຊࠖࢆ୰ᚰࡋࡓ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆᅗࡿࠋ
㸦㸯࣭㸰ᖺ⏕㸪⏕ά⛉㸧
ࠕ۔ᒣࡢࡵࡄࡳࠖࡢάື࣭࣭࣭ࠕᒣࡢᶞᮌ࣭ᡭධࢀࡢ᪉ࠖ㸪୍᫇๓ࡢ⏕άḞࡏ࡞ࡗࡓ↻⅕ࡁ
࠺ࠕⅆࢆࡃࠖάືࢆ㏻ࡋ㸪ேࠎࡢ▱ᜨࢆ▱ࡿࡶࠕ༠ാࡍࡿຊࠖࠕㄢ㢟ゎỴຊࠖࠕᏳᚰ࣭Ᏻ
ࢆࡘࡃࡿຊࠖࠕከ㠃ⓗ࣭ከゅⓗ࡞ぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࠖ࡞ࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱࡚ࡿࠋ㸦㸱࣭㸲ᖺ⏕㸪⥲ྜ㸧
ࡲࡸࡏࠕ۔ᩍᐊࠖࡢάື࣭࣭࣭ᗈⴥᶞࢆษࡾฟࡋ㸪⸄ࡋ࡚ά⏝ࡍࡿࡓࡵᆅᇦࡢ㈍ᡤ㸦ࡏࡸࡲᕷ
ሙ㸧ࡿάືࢆ⾜࠸㸪⮬↛ࡢᚠ⎔࣭ᮌேࠎࡢ⏕άࡢࡘ࡞ࡀࡾ࣭ᮌࢆ⸄࠸࠺ၟရࡍࡿࡇ
࡛ᆅᇦࡢ⏘ᴗ࡞ࡿࡇ➼ࢆᏛࡪࡶ㸪භࡘࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱࡚ࡿࠋ㸦㸳࣭㸴ᖺ⏕㸪⥲ྜ㸧
ƂѣƷଐȷئŴӋьʖܭᎍૠሁƃ
ձࠕ㞼᭶ᒣᒣ↝ࡁࠖ
᪥࣭ሙᡤ㸸㸲᭶➨㸰ᅵ᭙᪥㸪ᰯ༊࠶ࡿ㞼᭶ᒣࡢᒣ↝ࡁࡢᡭఏ࠸ࢆయ㦂ࡋࠕ㔛ᒣࠖேࡢࡘ
࡞ࡀࡾࡸ⮬↛⎔ቃࡢಖࡘ࠸࡚Ꮫࡧࡪࡁࡗࡅసࡾࢆࡍࡿࠋ
ཧ ຍ ⪅㸸㸳ᖺ⏕ 12 ྡ࣭㸴ᖺ⏕ 16 ྡ࣭ᘬ⋡ᩍ⫋ဨ㸳ྡ࣭ᆅᇦࡢⓙࡉࢇ
ղࠕ⛥ᑡ⏕≀ほᐹࠖ
᪥࣭ሙᡤ㸸㸲᭶ⱁࡢ⛥ᑡ⏕≀ࠕ࣑࣡ࢧࣥࢩࣙ࢘࢘࢜ࠖࠕ࢝࣡ࢩࣥࢪࣗ࢞ࠖࡢほᐹ
ཧ ຍ ⪅㸸㸱ᖺ⏕㸷ྡࠕ࣑࣡ࢧࣥࢩࣙ࢘࢘࢜ࠖ 㸪㸲ᖺ⏕㸯㸰ྡࠕ࢝࣡ࢩࣥࢪࣗ࢞ࠖ
ճࠕࡸࡲࣛࣥࢻࠖ 
᪥࣭ሙᡤ㸸㸲᭶࣮࢜ࢡ࣮࢞ࢹࣥᗈሙ㸪㸳᭶Ύὶࡢᐙ 㸴᭶బᒣ 㸯㸮᭶㧗ᮡᒣ
ཧຍ⪅㸸㸯ᖺ⏕㸯㸰ྡ࣭㸰ᖺ⏕㸶ྡ࣭ᘬ⋡ᩍ⫋ဨ㸲ྡ
㸦㸴᭶࣭㸯㸮᭶ࡣ࣎ࣛࣥࢸ࢞ࢻ㸯ྡ࣭୰Ꮫ⏕࢞ࢻ㸰ྡࡀຍࢃࡿࠋ㸧
մࠕᒣࡢࡵࡄࡳࠖ
᪥࣭ሙᡤ㸸㸳᭶,㸴᭶ྛ㸯᪥࠙ⱁࡳࡾࡢᗈሙࠚ
㸦ᶞᮌࡑࡢά⏝ἲ࣭ᒣࡢᡭධࢀ࣭ᮌᣠ࠸㸧
㸵᭶    ࠙Ꮫᰯᰯᗞࠚ
㸦㸯ᅇ┠ⅆࢆࡁࡅࡿάື㸧
㸷᭶
  ࠙ⱁࡳࡾࡢᗈሙࠚ
㸦ࡁࡅࡢᮦᩱ㞟ࡵ㸧
㸷᭶,㸯㸮᭶ ࠙Ꮫᰯᰯᗞࠚ
㸦㸰ᅇ┠ⅆࢆࡃάື࣭㸱ᅇ┠ⅆࢆࡗ࡚ㄪ⌮㸧
㸯㸯᭶    ࠙ⱁࡳࡾࡢᗈሙࠚ
㸦⮬↛ᒣࡢࡢឤㅰࡢ㸧
ཧ ຍ ⪅㸸㸱ᖺ⏕㸷ྡ࣭㸲ᖺ⏕㸯㸰ྡ࣭ᘬ⋡ᩍ⫋ဨ㸲ྡ
㸦ྛᅇᒣࡢ㸲ྡ࠾ࡼࡧಖㆤ⪅ࢧ࣏࣮ࢱ࣮8 ྡ⛬ᗘ㸧
յࠕࡏࡸࡲᩍᐊࠖ
᪥࣭ሙᡤ㸸 㸳᭶࠙ࡏࡸࡲᕷሙࠚ
㸦ᮌࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡸࠕࡏࡸࡲᕷሙࠖࡢᮌࡢά⏝ࢆ▱ࡿ㸧
   㸴᭶,㸯㸮᭶,㸯㸯᭶࠙ⱁ࣮࢜ࢡ࣮࢞ࢹࣥዟᒣࠚ㸦ࢥࢼࣛࡢษฟࡋ㸯㹼㸱ᅇ㸧
    
㸯㸰᭶࠙Ꮫᰯࠚ
㸦ษࡾฟࡋ࡛ᚓࡓᆅᇦ㏻㈌ࡗ࡚ࡢឤㅰࡢ㸧
   ཧ ຍ ⪅㸸㸳ᖺ⏕㸯㸯ྡ࣭㸴ᖺ⏕㸯㸴ྡ࣭ᘬ⋡ᩍ⫋ဨ㸲ྡ
㸦ྛᅇᒣࡢ㸴ྡ࠾ࡼࡧಖㆤ⪅ࢧ࣏࣮ࢱ࣮㸷ྡ⛬ᗘ㸧

ࠕ㞼᭶ᒣᒣ↝ࡁࠖ

ࠕᒣࡢࡵࡄࡳࠖ

㜵ⅆᖏࢆసࡿసᴗࢆᡭఏ࠸㸪ᒣ↝ࡁぢᏛᚋ㸪
⅖ࡢୗ࡛ࡶ᳜≀ࡢ⏕ࡁ࡚࠸ࡿ᰿ࢆほᐹࡋࡲࡋࡓࠋ
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ᒣࡢࡽ㸪ேᕤᯘኳ↛ᯘࡢ㐪࠸ࡸᮌࡢྡ
๓࡞ࢆᩍ࠼࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡋࡓࠋ

ࠕࡏࡸࡲᩍᐊࠖ
ࠕᕼᑡ⏕≀ほᐹࠖ

ࣛࣥ

‵ᆅ⾜ࡁ,ᕼᑡ࡞ࠕ࣑࣡ࢧࣥࢩࣙ࢘࢘࢜ࠖࡢ༸ࢆ
ࡳࡘࡅࡲࡍࠋඣ❺ࡣࡇࡢ༸ࢆᏤࡉࡏ㸪࣑࣡ࢧࣥ
ࢩࣙ࢘࢘࢜ࢆ⮬↛㏉ࡍάືࢆ⾜࠸⏕ែ⣔ࡸ㇏࡞
ⱁࡢ⮬↛ࢆᏲࡿព㆑ࢆ㧗ࡵࡲࡋࡓࠋ

ษࡾಽࡉࢀࡓࢥࢼࣛࢆつ᱁ࡢ㛗ࡉษࡾฟࡋ㸪ࠕࡏ
ࡸࡲᕷሙ࡛ࠖ㈙࠸ྲྀࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡍࠋᆅᇦ㏻㈌
ࢆ⮬ศࡓࡕࡢᡭ࡛✌ࡂ㸪ᆅᇦࡢ⤒῭ࡢάᛶ㈉
⊩ࡍࡿࡶ㸪ᒣࡢ⮬↛࣭ᒣࡢᩥ࡞ࢆ
ᒣࡢࡽᏛࡧࡲࡋࡓࠋ
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◆実施に伴う効果
① シナリオ作りで消防、警察、郷土研究家等から（１９９９年の６．２９土砂災害）当時の話しや、過去の
水害や昔話を知ることで伝え繋ぐことの重要性に使命感を持って取り組むことが出来ました。
② 児童へのシナリオ読み聞かせによって浮かんだシーンをその場で描いてくれた絵コンクール参加者は全クラス１６
２名の参加で１３７点もの絵画が応募され全校児童を巻き込む一大イベントとなりました。
③ 絵コンクール審査会では、地域の長の方々（区長、警察署長、消防署長、消防団長、町内連合会長）の
参加をいただき校長先生と供に優秀賞を選出して頂き地域の繋がりがより強固になりました。
④ 紙芝居と優秀絵画、紙芝居に採用された絵画展示会では地域の憩いの場所でもある、五日市公民館（当
団体による紙芝居上演）約２００名、河内公民館で約１００名、佐伯区民文化センター（当団体による
紙芝居上演）で約５００名の地域住民等方々が展示に触れられて豪雨災害へ取組意識を新たにされたと
思います。
⑤ 絵コンクール表彰式では優秀賞を選出した各長より賞状と記念品が手渡され児童の満面の笑みが印象的でし
た。児童による紙芝居上演は当会指導による練習を重ねたことで、本番は実に堂々としており、来賓者や保護
者を紙芝居に引き込んで防災の必要性を再認識されたと思います。

◆苦労した点
① 土砂災害について聞き取りをするに当たり、どなたに、どこまで尋ねていいかの配慮等に気遣った点です。
② 学校長や関係される先生方に取組事業を理解して頂き、実施価値のあるものだと言っていただくまでお話しした
点です。
③ 児童の皆さんにシナリオ読み聞かせで色々なシーンをイメージできる様に普段に比べゆっくり、はっきりを心掛け練
習を実施した点です。
④ 展示会を４会場で実施し会員の手配やスケジューリング等に苦労した点です。
◆今後の課題・発展の方向性
① 佐伯区以外の地域を含めて小学校と協働して、地域の出来事等を今回と同じ手法で展開するための経費確
保のため、公的機関との共催ができるようにしたいです。
② 紙芝居公演を充実したものにするため、防犯紙芝居や地域の物語（民話・昔話）も紙芝居化できるようにし
たいです。
◆活動を終えての感想・意見等
① 児童へのシナリオ読み聞かせと作画は、全クラス１６２名の参加にも拘らず、１３７点もの応募があり、それら
すべてが一日で終了したことは驚きでした。学校側の協力なくしてあり得ないことと、綿密な打ち合わせの賜物と
自信にもつながりました。
② この度の事業によってお蔭様で紙芝居上演や、紙芝居指導のお声をかけて頂くようになりました。今後も精進し
ながら、和気あいあい元気に続けていければと思っています。
③ この度は貴財団支援と公的支援に恵まれ、紙芝居、絵本制作と作品展会も実施できました。これほどの充実
感をもって完了できたことを心より感謝致します。本当にお世話になり有難うございました。
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活 動 名

No.16

発達障がい児を自分のスペシャリストに！

団 体 名
活動拠点
代 表 者
支援金額

一般社団法人 クローバーの会
広島県広島市佐伯区
村主 裕子
４０万円

活動概要
１、 クローバーの広場

（場所）中区地域福祉センター

＜国語教室、算数・数学教室＞ （参加人数）延べ 527 人
（実施日）4/6・7・13・14・27・28
8/3・4・10・12・18・25
12/1・7・8

5/5・6・12・19

6/1・2・8・9・23・29・30

9/7・8・14・22・28・29

1/5・11・25・26

7/6・7・13・14・27・28

10/5・6・12・26・27

2/1・2・22・23・29

11/3・9・10・23・30

3/1・7・8

＜英語教室＞（場所）中区地域福祉センター （参加人数）延べ 48 人
（実施日）4/20

5/18

6/15

7/20

8/17

9/21

10/19

11/16

12/21

1/18

3/21

10/19

11/16

12/21

1/18

2/15

3/21

10/20

11/17

12/22

1/19

2/16

3/22

＜絵画教室＞（場所）中区地域福祉センター （参加人数）延べ 107 人
（実施日）4/20

5/18

6/15

7/20

8/17

9/21

＜体操教室＞（場所）二葉公民館 （参加人数）延べ 98 人
（実施日）4/21

5/19

6/16

7/21

8/18

9/22

＜タブレット学習研修会＞ （実施日）1/5 1/12 （場所）中区地域福祉センター （参加人数）延べ 58 人
２、親の集い （場所）中区地域福祉センター （参加人数）延べ 117 人
（実施日）4/20

5/18

6/15

7/20

8/17

9/21

10/19

11/16

12/21

1/18

2/15

3/21

３、 講演会・研修会
①第 1 期発達障がいの発見とその後の支援に関するキャリア研修会
第 1 回 5/11 （場所）南区地域福祉センター （参加人数）60 人
第 2 回 5/25 （場所）安芸区地域福祉センター （参加人数）74 人
第 3 回 5/26 （場所）安芸区地域福祉センター （参加人数）78 人
第 4 回 6/23 （場所）南区地域福祉センター （参加人数）64 人
②「子どもの年齢に合わせた子育ての仕方・親の心構え」学習会
（実施日）7/14 （場所）中区地域福祉センター （参加人数）82 名
③「発達障がい児・者とセクシュアリティ教育」学習会
（実施日）10/14 （場所）東区地域福祉センター （参加人数）91 名
④第 2 期発達障がいの発見とその後の支援に関するキャリア研修会
第 1 回 11/24 （場所）西区地域福祉センター （参加人数）65 人
第 2 回 12/14 （場所）西区地域福祉センター （参加人数）63 人
第 3 回 12/15 （場所）中央公民館 （参加人数）75 人
第 4 回 1/13 （場所）東区地域福祉センター （参加人数）65 人
⑥「子どもの時の支援、大人になる頃からの支援 ～親に出来ること～」学習会
（実施日）3/29 （場所）中区地域福祉センター

4 月の絵画教室の様子

幼児対象の国語教室

国語教室子どものノート

算数教室（小高学年）

タブレット学習対象者研修会
体操教室（小学生以上のサッカー）
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英語教室（中・高生）

研修を受けタブレットを操作する子ども

↑親の集いの様子
←第 2 期キャリア研修会受付風景

第 1 期キャリア研修会演習風景
「発達障がい児・者とセクシュアリティ教育」学習会

◆実施に伴う効果
１、クローバーの広場各教室（発達障がい児への発達・学習支援）の受講者数 49 名⇒76 名に増加。
・多くの子が学校のテストの点を 30 点～50 点アップ。（20～30 点から 100 点になった例も 10 件近くあり）
・多くの子に、集中力アップ、自分から学習に取り組む、自信を持ち始める、書く字がきれいになる等の変化が表れ、自己肯定感が向上⇒保
護者が子どもをしっかり褒めるようになった。
・読み・書き障害などの学習障がい児を対象にしたタブレット学習（広島大学氏間准教授とタッグを組んで開始。）
タブレット学習者は、昨年度 11 名 ⇒ 今年度 21 名に増加。（在籍校の授業で活用。）
２、親の集い

賛助会員 （昨年度 83 名 ⇒ 今年度 123 名）（3 歳の子どもから 40 代の成人を持つ親）

３、講演会、研修会

（昨年度 550 人台 ⇒ 今年度 900 人台にアップ）

①発達障がいの発見とその後の支援に関するキャリア研修会の参加者 第 1 期・第 2 期とも延べ 270 人前後
目的 啓発と支援者（親・専門家など）のキャリアアップ
要因 助成金で、参加費を格安にし、発達障がいのスペシャリストを講師として、全国から招聘出来た。
参加層＝医師・大学研究者・教育委員会など行政担当者・保健師・心理士などに拡大
参加地域＝山口県・岡山県の中国地方、福岡県・佐賀県の九州地方、奈良県の近畿地方に拡大
② 「子どもの年齢に合わせた子育ての仕方・親の心構え」学習会
広島県内から、どこにも相談できるところのない、講演会等に参加したことのない保護者が多く参加。
③「発達障がい児・者とセクシュアリティ教育」学習会
助成金で、発達障がいと性の問題に関する専門家を招聘でき、性についての本格的な講演会が初めてできた。
④連携、協力活動
・連携、協力ができた団体（行政・大学などの公共機関、広島市医師会・広島県臨床心理士会・日本学校心理士会広島支部等）に拡大
・広島市子ども療育センターの医師などの紹介で入会するケースがある。
・平成 27 年に呼び掛けた「発達障害の課題に取り組む各分野の専門家による会議」のシンポジストを会員の保護者が担当。
（広島の支援者支援と各分野の連携づくりをする発達障害運動を支えている。）
・広大氏間先生主管の「音声教材の効率的な政策に関する調査研究委員会」に参加。親の会としての認識が高まった。
◆苦労した点
・広報、宣伝（チラシを万単位で印刷、公的機関や協力関係の団体へ配布）の作業の人的確保と催し物参加者の確保
・クローバーの広場指導担当者の確保（発達障がいに関する専門性が高く、子ども観や発達観、教育観が会の理念に合う人材の確保）
・会の運営に関われる人材の育成
・資金繰り（赤字を半減することはできたが、まだ 100 万円の赤字・未払金がある。）
◆今後の課題・発展の方向性
・理念、ビジョンや基本的な取り組みはできているので、今後はその実現に向けて、行政をはじめ各団体や個人との連携と組織づくり、ネットワーク
づくりを進めていきたい。
・広島の発達障がい児・者に切れ目のない支援を担う人材育成や、ペアレントメンターなど保護者のリーダー格になる人材の育成を進めたい。
・全ての発達障がいを持つ子どもたちが、自己の能力を全面的に開花させ、社会的自立を果たし、税金の払える人材になるよう、広場の指導プ
ログラムやスキルの向上を図っていきたい。また、その指導法について、広く情宣し広めていきたい。
◆活動を終えての感想・意見等
・今回助成金を頂いたことで、長年の懸案だった全国の高名な講師を呼んでキャリア研修会を開催したり、性教育の講演会を開いたりすることが
できた。大きな反響と期待が寄せられ元気づけられた。今後も機会を作って実施したいと考えている。
・上記の研修会や講演会は、行政や発達障害の取り組みに欠かせない団体の後援を頂き、その反響は大きく、賛助会員も 1.5 倍に増え、会の
大きな発展につながったと考えている。
・マツダ財団助成金贈呈式や成果報告会等で、各地の様々な取り組みをされている団体や個人と知り合う機会ができ、また、高名な著名人から
声をかけていただく機会が持てたことは、視野が広がり良い勉強になった。分野が違っても心に響く取り組みをされている方々との交流は、今後会
の運営に様々な形で生かしたいと思っている。
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Ʋբ᫆ƕឪƖǔƴႻᛩƴஹǔ૾Ŵ ᡵ᧓ƴɟࡇƷܭႎȔǢǵȝȸȈǛዓƚŴ᳸ ǫஉưɟࡇҡಅƢǔئӳƳƲƕƋǓǇƢŵ
ᚃƷ࠰ˊƸŴ ˊ᳸ ˊƕɶ࣎ưƸƋǔǋƷƷŴ ˊ᳸ ˊƷᚃǋ  ˊƷ܇ƲǋǛ࣎ᣐƠŴႻᛩƴஹƯƍǇƢŵ
ᲢȔǢǵȝȸȈɶƸŴજࢨǛƠƯƓǓǇƤǜŵ
Უ

 ܹȜȩȳȆǣǢᲢǰȫȸȗȔǢᲣ
˟ئᲴƕාˎᚨ˰ܡϋᲢᨼ˟ȷᛩᛅܴᲣ
ܱଐᲴĬଷ ᳸Ჳஉ   ׅ
    ĭǹǤȸȄ ᳸உ  ׅ
ӋьʴૠᲴĬӲ  ׅӸЭࢸ ĭӲ  ׅӸЭࢸ

 உƷȡ
ȡȋȥȸƸŴ
Ꮉ 

ɟʴưपǇƣŴӷơኺ᬴ǛƠƨː᧓ƱᛅǛƢ
ǔ ƜƱ Ɣǒ ڼǊǔ ǰȫ ȸȗ ưƷ ȔǢ ǵȝ ȸ
ȈŵǫȩǪǱǍଷǛǂƳƕǒƓƜƳƏƜ
ƱưŴ˟ئǁឱǛᢃƼǍƢƍᩎൢƴŰ
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ƂјௐᲫ
ѣƷ 24ƃ
ѣ  ࠰ႸƷᛢ᫆ưƋǔžԗჷſƷƨǊŴžܖƼſƱžȔǢǵȝȸȈſǛႮǓᡂǜƩಏƠƍǤșȳȈǛஉ͵ŵ
.KPG ႇ˟ՃƴƸΟࢳСࡇǛਤƨƤŴဎᡂǈƳƲቇҥƴưƖǔǑƏƴƠƨƱƜǖŴ ࠰  உ  ଐƔǒڼƠŴ
 ࠰  உư  ӸǛឬƑǇƠƨŵƦƷኽௐŴԗჷƕƠǍƢƘƳǓŴǤșȳȈకϋࢸڼǘƣƔૠ᧓ưዸ
ЏǓƱƳǔǤșȳȈǋŵ
žފƚƨƍऴإǛފƚƨƍʴƴſƷɟഩƱƳǓǇƠƨŵ
ƂјௐᲬ ȔǢǵȝȸȈƷ࣏ᙲࣱƃ
വƲƷ૾ƕȔǢǵȝȸȈɶƴǛ්ƠƳƕǒǋŴഏᇹƴᇰ᫊ƕЈƯƖǇƢŵᇹɤᎍưƋǔƕǏƑƴᛅƠǍƢƘŴɟ
ደƴᎋƑŴᚐൿƢǔǇưዒዓƠƯႻᛩưƖǔئƕ࣏ᙲƩƱϐᛐᜤŵǇƨŴ܇ƲǋƷݣᝋƸɶܖဃɶ࣎ưƠƨƕŴݱ
ܖဃƷᚃƔǒᙲஓƕЈڼǊǇƠƨŵ
žƜƜƴஹƯᛅǛƢǔƱᓳƪბƘſƱƍƏɧႇఄƷɶܖဃƸŴᡵ  ׅƷȔǢǵȝ
ȸȈǛ᪴ࢌƬƨኽௐŴ ȶஉưŴଐЦƤƣ̬ܴͤႇఄưƖǔǑƏƴƳǓǇƠƨŵ
ƂјௐᲭ ǈǜƳưૅƑӳƏƜƱƷјௐƸٻƖƍƃ
ǤșȳȈưƸŴǰȫȸȗƴǑǔȔǢǵȝȸȈǛƓƜƳƬƯƍǇƢŵƦƷᨥŴӷơᇌئᲢᚃᲣƷपǈƴݣƠƯƏƳƣ
ƘۋƕٶƘᙸǒǕŴžᐯЎƩƚơǌƳƔƬƨſƱƍƏ࣎ܤज़ƱݲʴૠƷᛅƠǍƢƞƷјௐưŴࡈᛩ˟Ƹ᧓ࡨᧈƴƳ
ǔǄƲᛅƕዓƘƜƱǋŵӷơᇌئƷǈǜƳưᛅƠŴኧƢǔƜƱƷјௐǛज़ơƯƍǇƢŵ

ٷౙௌ峁峉ਡ
Ƃ.KPG
 ႻᛩƷᩊƠƞƃ
܇ᏋƯɶƸٳЈƕ٭ٻƱƍƏƜƱǛᎋॾƠŴ૰ưƷ .KPG ႻᛩǛ˟ՃӼƚƴƓƜƳƬƨƱƜǖŴൢ᠉ƞǏƑƴଔஔ
ƔǒขٸǇưႻᛩƕዓƖǇƠƨŵƠƔƠŴ୧щᘍໝƷཞඞǛᡲዂƠƯƖƯǋቇҥƴ૨܌ưˡƑǔƜƱƸᩊƠƘŴƦ
Ʒ˂ƷႻᛩƴƓƍƯǋ ᳸ ׅƷ .KPG ႻᛩưᚐൿƸưƖǇƤǜŵǇƨŴ૨ƴžᲛſǛƭƚǔƔԁƔƴǑǓӖƚഥ
Ǌ૾ǋ҄٭ƢǔƨǊŴ॰ƴᡉ̮Ƣǔ࣏ᙲƕƋǓǇƠƨŵᚃƴƱƬƯƸŴൢ᠉ƴႻᛩƠǍƢƍെưƢƕŴሉƑǔ
ͨƴƱƬƯƸਃƕƔƔǓƢƗǔƜƱƔǒŴᙸႺƠƕ࣏ᙲƱज़ơƯƍǇƢŵ
ƂȔǢǵȝȸȈᲢ̾КႻᛩᲣƴƔƚǔ૰แͳƃ
ׅƷཞඞǛȒǢȪȳǰƠƳƕǒŴƦƷᣃࡇ૰Ǜ˺ƠƯನǛᎋƑǔƨǊ  ׅƷแͳƴ᧓ǛᙲƢǔƷưƢ
ƕŴƜƷ̾К૰ƸٻЏưႾƘƜƱƸưƖǇƤǜŵǑǓٶƘƷႻᛩƴࣖݣƢǔƨǊŴȗȭǰȩȟȳǰᚕᛖƷǫȗǻ
ȫ҄ƷǑƏƴݱƞƘЎƠƨǋƷǛኵǈᇌƯƯƍƘƳƲਃǛݲƳƘƢǔࣖݣǛᎋƑƯƍǇƢŵ
ƂᨂǒǕƨѣ᧓ƃ
ǹǿȃȕƸˁʙǛƠƳƕǒƷѣưŴƍƭǋ᧓ƴᡙǘǕƯƍǇƠƨŵ˴ƱƔ  ࠰᧓ឥǓዓƚǔƜƱƸЈஹƨƷư
ƢƕŴഏ࠰ࡇƸŴЭƱࢸưƷኵǈᇌƯǍŴƋƑƯѣǛƑǔஉǋᚨƚǔƳƲŴᓳƪბƍƯޒưƖǔǑƏƴ
ƠƨƍƱ࣬ƍǇƢŵ

ٷ০峘ୖ嵣ன峘্ਙ


ƂʻࢸƷᛢ᫆ƃ
 ׅŴ ׅƷƓˡƍƱƠƯưƸƳƘŴዒዓƠƯӕǓኵǊǔǹǿȃȕƱɟደƴᡶǈƨƍƱ࣬ƬƯƓǓŴǹǿȃȕƴ
ƱƬƯǋᑣƍؾǛૢƑǒǕǔ˳ׇǛࠝƴॖᜤƠƯƍǇƢƕŴǇƩǇƩᢒƍƱज़ơǇƢŵ
ǇƨŴྵנƸႻᛩဇƷܴ̾ƕƳƍɶưዓƚƯƍǇƢƷưŴଔ࣯ᛢ᫆ƱƠƯႻᛩဇƷܴ̾แͳǛᎋƑǔƱƱǋƴŴዒ
ዓƠƯƍƚǔʙಅᚘဒƷኵᇌƯƳƲǍǔƜƱƕƨƘƞǜưƢŵ
ƂႆޒƷ૾Ӽࣱƃ
܇ƲǋƕЈஹƯƔǒǵȝȸȈƢǔƷưƸƳƘŴ܇ƲǋǛငǉЭƔǒŴኽ۟ƠƨƔǒŴኽ۟ƢǔЭƔǒäᙻໜǛݲ
Ơƣƭ٭ƑƯƷǵȝȸȈǛƢǔƨǊŴ˓ॖ˳ׇƔǒඥʴǁᆆᘍƢǔแͳǛƠƯƍǇƢŵǇƨŴ࠼ࠊˌٳưƷѣ
ǋᙻƴλǕƯƓǓŴᐯɼᢃփƕЈஹǔ˳ׇƱƠƯŴ ࠰ࢸŴ ࠰ࢸǛᙸੁƑƳƕǒǹȆȃȗǢȃȗƠƯƍƖƨƍ
Ʊ࣬ƍǇƢŵ

ٷણ峼ી岲峐峘୳嵣ਔৄಉ
ମ࠰ବŴя৸ƷᡲዂǛƍƨƩƖŴǹǿȃȕɟӷŴʙѦưշǜƩƋƱŴ࣯ƴᝧ˓Ǜज़ơƯዬࢌƠƨƷǛʻǋǑ

Ƙ࣬ƍЈƠǇƢŵƋǕƔǒችɟឥǓዓƚŴᛢ᫆ǛଢᄩƴƢǔƜƱƕưƖǇƠƨŵǇƨŴяǛӖƚƨƜƱƴǑǓŴ
˂˳ׇƱƷʩ්ŴѣƷᙻݑŴௐإԓ˟ƳƲᝮƳኺ᬴ǛƢǔƜƱƕЈஹƯŴૅੲᲢяᲣƍƨƩƘƱƍƏƜƱƷ
ॖԛƷǘƔƬƨɟ࠰᧓ưƠƨŵǹǿȸȈȩǤȳƴᇌƬƨƹƔǓƷᅶƨƪƴឥǓƸơǊǔƖƬƔƚǛƍƨƩƖŴƋǓƕ
ƱƏƝƟƍǇƠƨŵ

ഏ࠰ࡇƸŴɟƭƣƭᛢ᫆ǛʈǓឭƑŴዒዓƠƯƍƘƨǊƷؕႴ˺ǓƴӕኵǜưƍƖǇƢŵƜǕƔǒƸ˳ׇƷщƕᚾƞ
Ǖǔŵяƴ᫂ǒƳƍᐯɼᢃփưƖǔщǛƭƚǔƜƱƳƲӈƠƍႸǛᇌƯŴǇƨ  ࠰᧓ឥƬƯƍƖǇƢŵ˴࠰
Ɣࢸƴžݱƞƍ˳ׇưǋŴƕǜƹǕƹ˴ƱƔƳǔǜƩƳƊſƱႏƞǜƴ࣬ƬƯƍƨƩƚƨǒ۹ƠƍưƢŵ
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੮ ৬ 
ણುਡ
৻  
੍ରসપ

ણਏ

ࠐᐇ᪥ ௧ඖᖺ 11 ᭶ 10 ᪥㸦᪥㸧10㸸00㹼17㸸00

崊崎崰崱崊崛嵇嵍崳崮崋 崷嵛崧嵤崕崫崢
ઁਣઁਣূય
ஒ ஂ
 ਐ

ࠐሙᡤ 㹁㹊㹇㹎 㹆㹇㹐㹍㹑㹆㹇㹋㸿㸦ᗈᓥᕷ୰༊ᮾ༓⏣⏫ 1-1-18㸧
ࠐཧຍேᩘ ぶᏊ 10 ⤌ 28 ྡ㸦ே 13 ྡ Ꮚࡶ 15 ྡ㸧ͤࢫࢱࢵࣇ 4 ྡ
ࠐෆᐜ
㹼ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ㹼
10㸸00 ⌧ᆅ㞟ྜ
㸦㛤ᣵᣜࠊㅮᖌ⤂ࠊ┠ⓗࡢㄝ᫂ࠊࢫࣈࣞࢡ㸧
10㸸30
㸦࣮ࣟࣉ࣮࣡ࢡࠊࣈ࣮ࣝࢩ࣮ࢺࢆࡗ࡚ࡢࢩ࢙ࣝࢱ࣮సࡾ㸧
12㸸30
㸦ⅆ㉳ࡇࡋయ㦂ࠊ㠀ᖖ㣗సࡾ㸧
15㸸00
ࢢ࣮ࣝࣉࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ㸦㠀ᖖࡢ‽ഛ≀ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ㸧
16㸸00
ࡾ㏉ࡾ
17㸸00
∦ࡅࠊ㛢ࠊゎᩓ

䝻䞊䝥䝽䞊䜽䜢Ꮫ䜃䝅䜵䝹䝍䞊స䜚

ⅆ㉳䛣䛧య㦂䠄䝯䝍䝹䝬䝑䝏䛷䛾╔ⅆ䠅

䛚䜢Ἓ䛛䛧䛶㠀ᖖ㣗స䜚

㠀ᖖᣢ䛱ฟ䛧⿄䛾☜ㄆ
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活 動 名

No.24

団 体 名
活動拠点
代 表 者
支援金額

ものづくり科学教室

日本宇宙少年団 周南分団
山口県周南市
志水 慶一
10 万円

活動概要
毎月１回、全 10 回活動しました。活動内容は下記の通りです.


会場： 社会見学以外は周南市久米市民センター（7 月のみ周南市市民交流プラザで実施）



開催日： 原則第 3 日曜日 13 時～16 時 約 3 時間



スタッフ： 約 10 名。事前研修で活動内容を習得し、当日の活動を指導・補助



参加者： 青少年（定員 20 名）とその保護者、スタッフで社会見学以外 毎回 40～50 名

4 月：科学で遊ぼう／綿菓子機をつくって綿菓子を食べよう ・・アルミボトル缶、ミニモーター、ざらめ
5 月：科学マジック？！君もマジシャン

・・ 消える水、バンジー卵、十字ストローなど

6 月：湿度計をつくろう ・・アルミ箔とセロファンのバイマテリアル利用
7 月：レオナルドダビンチに学ぼう ・・投石器、歯車、角棒で自立する橋の組み立て
8 月：光の不思議と立方体万華鏡の製作 ・・屈折、反射など光の不思議を体験し科学の目で理解する
8 月：社会見学 ・・山口のパラボラ館（電波通信、静止衛星）、県立博物館（ドローン特集）
9 月：美味しい科学 ・・近隣企業（㈱シマヤさん）の出前教室（味噌づくり）発酵について学ぶ
10 月：社会見学 ・・・徳山高専 学園祭・・ロボットコンテスト、情報技術、お化け屋敷
11 月：磁力で回る目も回る／電磁石と永久磁石のコラボ ・・電気回路、磁気回路を学び工作
12 月：アルキメデスになって工作・実験 ・・浮力実験、ピアノ線からコイルバネの製作

アルキメデスになって工作・実験

磁力で回る目も回る／電磁石と永久磁石のコラボ

社会見学／山口のパラボラ館
レオナルドダビンチに学ぼう／講師へのお礼挨拶
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◆実施に伴う効果
本年度の活動は活動を始めて11年目となる。過去10年間の活動の成果と考えられるが参加者は活動拠点の周
南市、近隣の光市、下松市はもとより島根県津和野、山陽小野田市、山口市、防府市など遠方からも多く参加
された。本活動が幅広く周知されているものと考えている。本年度は、青少年と保護者の延べ数の合計は約400
名に達し、ほぼ定員一杯が続いた。
本活動は青少年と保護者が一緒に科学実験・工作の体験学習をするものであるが親子の絆の醸成、ものづくりや
科学の啓発に大いに役立ったものと考えている。
新規参加者は友達の紹介、口コミなどによるものが多いことから本活動が参加者に高く評価されているものと考えて
いる。活動においては青少年に社会性を育成するため自己紹介、質問、お礼の挨拶など発言する機会を頻繁に
設けている。活動経験が増えるにつれて科学知識や技術を習得し、社会性も持った自信あふれる溌剌とした青少
年に成長していくのが認められる。
◆苦労した点
若干の予定変更はあったものの予定した活動を実施することができた。苦労した点は以下の通り。
・開催日、会場の関係・・開催予定日に選挙の投票日が重なり、急きょ講師との調整、別会場の確保にあたふた
した。会場、日時は変更となったが無事開催することができた。
・社会見学 ・・毎年、新年度に入ってから見学先との調整を行うが、見学用バスの確保、見学先との日程調整に
苦労する。今年度はバスを確保したものの、参加者募集すると自家用車での参加希望が多くバスをキャン
セルすることとなった。無事活動を終えることが出来たが、見学先の確保、交通手段の確定など今後も付き
まとうものであり、今回の問題を参考にしたい。
・費用の関係・・予定した助成先からの助成が得られず、希望の備品などの購入が出来ず不自由した。
・スタッフの関係・・増減があり人数的にはほぼ同数だが、高齢化が進み、高齢化ゆえの問題がある。
◆今後の課題・発展の方向性
今後の課題：活動継続のためには①ボランテイアスタッフ②テーマ③資金④参加者が必要。
①ボランテイアスタッフは高齢化が進んでおり新規の確保、若返りが喫緊の課題。
②テーマについては、指導者のモチベーションアップのためにも毎回新規テーマで実施することを目標に掲げている
が、絞り出すような感じで四苦八苦している。
③資金は多くを必要としないが、活動が長年になると助成先も少なくなる。スタッフの持ち出しでは長期活動は
困難であり何らかの対策が必要。
④参加者数が少ない回もあるが概ねほぼ定員である。魅力あるテーマ＆活動内容、現状程度の参加費であ
れば参加者は確保できるものと考えられる。
発展の方向性：11 年間活動できたことより本活動のニーズがあることを実感している。そのニーズを深堀し、近隣
産官学との連携などを図りながら本活動を周南市・近隣市町の青少年育成の場として根付かせたい。
◆活動を終えての感想・意見等
毎年、多くの青少年が分団活動に新規に参加し、数年後には分団を巣立って行きます。一緒に活動し失敗や感
動を共有しながら、参加者が成長するのを実感出来たのは素晴らしく、遣り甲斐を感じたところです。
本年度も学ぶことが多く、楽しくもあった活動が青少年の育成にも大いに役立ち素晴らしい一年でした。
来年度も更に充実した年とするべく努力し、青少年と一緒に楽しみたいと考えております。
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活 動 名

No.25

団 体 名
活動拠点
代 表 者
支援金額

地域社会と連携した子育て健全育成サポート

日立のぞみ会
山口県下松市
永田 久則
２８万円

活動概要

１.親子プログラミング教室（ステージⅠ）
２０２０年度より小学校でプログラミング教育が必修化、文科省の学習指導要領では「プログラミング的思考」を学年ごとに
課題が提示されています。子供向けに開発されたプログラミング言語の「スクラッチ」で小型パソコン「ラズベリーパイ」と日立のぞ
み会が独自に開発した「フォークリフト型ロボット」を用いて、学習したプログラムで実際にロボットをいろいろ制御して動かすプログ
ラミング教室を実施しました。
(1)第２回親子プログラミング教室

(２)第３回親子プログラミング教室

日 時：2019/4/13・14 & 20・21

日 時:2019/7/27・28 & 8/３・４

場 所：日立笠戸労働組合会館

場 所:日立笠戸労働組合会館

参加者：午前:23 組(46 名) 午後:21 組(42 名)

参加者:午前:8 組(16 名) 午後:9 組(17 名)

(3)小学校教師対象のプログラミング出前講座
2020 年度よりプログラミング授業が必修になるが、プログラミングについて全く知識がないので、日立のぞみ会が
実施している親子プログラミング教室の内容を、小学校教師を対象に出前講座の依頼があり実施しました。
日 時：2019/８/21

場所：下松小学校パソコン教室

参加者：３０名（小学校教師）

２．地域社会と連携した「子供もづくり工作」の支援
下松市内豊井地区公民館より「公民館祭り」で「子供ものづくり工作」の出展依頼があり、「ＣＤコマ」
「ストローかざぐるま」
「木登りキツツキ」等のものづくり工作を地域の子供達と実施しました。
日 時：2019/10/27

場 所：豊井公民館

参加者：50 名

自作のプログラミングでフォークリフト型
ロボットの自動走行

「親子プログラミング教室」全景

公民館祭りでの「子供ものづくり工作」

小学校教師対象のプログラミング出前講座
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活 動 名

No.26

団 体 名
活動拠点
代 表 者
支援金額

おごおりウィークエンドアドベンチャー

おごおりウィークエンドアドベンチャー
実行委員会
山口県山口市
高橋 則彦
15 万円

活動概要
～背景~
・週休２日制の始まりである平成１１年度に活動開始。平成３１年度で２１期生。
・子供達の地域の受け皿として原則毎月第２土曜日に活動。
・様々な家庭環境の子供が参加するため、家庭への負担により不参加の子供がでないよう、負担減を心がけてい
るが、年会費等を増額又は行事ごとに必要経費を集める必要がある状況。
~目的~
・学校・学年を超えた班（地域内３小学校の４～６年生）で、様々な生活・自然・社会体験活動を行う。
・活動を通じて子供達の主体性や生きいきとした感性を育てることを目的とする。
~平成 31 年度活動内容~
5 月 11 日（土）

平成３１年度団員登録数 ６８名
小郡地域交流センター “入団式”

（団員 66 名、実行委員 19 名）
名札づくり、班長/副班長決め、スタッフ紹介、保護者への活動説明等を行う入団式。
6 月 8 日（土）

大内塗体験～電車ででかけよう～
交流センターから電車でふるさと伝承センターへ行って、大内塗の箸づくりを行う。
（団員 64 名、高校生 8 名、大学生 1 名、実行委員 26 名）

7 月 13 日（土）

ちょこっとサイクリング（農高で動植物見学）
自転車で、地域内の山口農業高校まで移動し、動植物の見学やピザ焼きを行う。
（団員 63 名、高校生 16 名、大学生 7 名、実行委員 18 名）

8 月 2・3 日（金・土）キャンプ IN 秋穂（ヨット教室・海水浴）
バス教室、バスを利用しての移動、砂浜清掃、海水浴、ヨット体験 等
（団員 59 名、高校生 6 名、実行委員 27 名）
9 月 14 日（土）

秋の大運動会（保護者観覧可）
大会種目を班で協力し合って、優勝を目指す。
（団員 65 名、高校生 7 名、大学生 2 名、実行委員 25 名）

10 月 5 日（土）

レクリエーション大会
ウォークラリーに参加し、小郡地域内の史跡等新たな発見をする。
（団員 61 名、大学生 1 名、実行委員 16 名）

11 月 16 日（土）

鉄人挑戦（ツールド秋吉台 42.195km）
交流センターから秋吉台を自転車で往復
（団員 37 名、大学生 1 名、実行委員 22 名）

12 月 14 日（土）

植樹に挑戦（サイクリング・奉仕活動）
自転車で山口大学まで移動し、ライオンズクラブと一緒に、山の手入れと植樹を行う。
（団員 47 名、高校生 2 名、実行委員 14 名）

1 月 11 日（土）

餅つき、カルタ大会
日本の伝統行事に参加。
（団員 56 名、高校生 2 名、大学生 1 名、実行委員 20 名）

２月 ８日（土）

スキー教室（191 やわたハイランド）
スキー講師を招き、個人のレベルに合わせたスキー教室
（団員 59 名、高校生 2 名、実行委員 17 名）

３月 14 日（土）

修了式・ぎょうざ作り
班で協力し、思い出の詰まった至高の餃子を作る修了式。
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入団式～さあ、今こそアドベンチャー！～

秋の大運動会 息を合わせて？ジャンプ！

ヨット体験 ゴムボートに乗るのがまず大変・・・。

スキー教室 最初は板を着けてはずす練習からです。

◆実施に伴う効果
・学校・学年を超えた班（地域内3小学校の４～6年生）で、様々な生活・自然・社会体験活動を行うことがで
きた。
・週休2日制となった子供達の地域の受け皿として、原則毎月第2土曜日に活動を実施した。
・活動を通じて子供たちの主体性や生き生きとした感性を育むことに寄与した。
・社会人スタッフのみならず、高校生・大学生のボランティア参加を受け入れることで、学生へ子供との活動の場を
提供した。
◆苦労した点
消費税を含めて、様々な経費が値上がりする中で、様々な家庭環境の子供が参加するため、家庭への負担により
不参加の子供が出ないように負担減を心がけているが、年会費等を増額せざるを得ないこと。
◆今後の課題・発展の方向性
野外での活動が主なため、子どもの安全確保に人手を要するが、社会人スタッフの高年齢化に伴い、必要な人員
の確保に苦慮している。また、新たな活動内容を検討する際には交通費等の移動費用の確保と自転車の場合は
子供の体力低下が課題となっている。
毎回、学生ボランティアの参加があることから、学校教育に関心のある生徒・学生には更に御協力いただき、将来
の会を担う人材となってほしい。
◆活動を終えての感想・意見等
スタッフとしての活動は休日の返上等、負担になる面もあるが、大人も子供とともに活動を楽しむとともに、子供たち
が様々な活動に挑戦し、自分なりに頑張り、「初めてだった／楽しかった／大変だった」と感想を述べる子供たちが、
大きく成長する様子を目の当たりにすることがやりがいとなる。
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活 動 名

No.27

団 体 名

山 災 塾
(若者対象災害ボランティア育成プロジェクト)

活動拠点
代 表 者
支援金額

災害復興支援団体
害救援
山口県防府市
村林 理恵子
35 万円

山口災

活動概要
未来を担う子どもたちが、将来起こりうる自然災害に対しての正しい知識を持ち、自分の命・家族の命を自ら守る
ことができるようにする。また、被災した後の復旧・復興への取組等を知ることにより、災害ボランティア活動及び平常
時における地域での支え合いの大切さを理解し、自分にできることを考え、実践できる力を養うことを目的とする。
・第１回「災害とボランティアについて」
日程:６月９日(日) 午後 1 時～午後 4 時

参加人員 46 名

・第２回「災害ボランティアセンターについて」
日程:７月 14 日(日) 午後 1 時～午後 4 時

参加人員 45 名

・第３回「被災地での活動」
日程:８月 11 日(日) 平成 30 年 7 月豪雨災害被災地
広島県呉市天応 現地視察・ 被災地炊き出し支援 参加人員 53 名
・第４回「わたしにできること」
日程:9 月 8 日(日) 午後 1 時～午後 4 時

参加人員 36 名

第 1 回目 参加者 46 名
災害とボランティアについて
災害にはどのようなものがあるのか、またどのような危
険があり、どうすれば命を守れるのかを知る。さらに
は、被災者を支援する活動にはどのようなものがある
か、また被災したらどのような困りごと（ニーズ）があ

第 2 回目 参加者 45 名

るのか、その困りごと（ニーズ）をどのように解決して

災害ボランティアセンターについて

いるのかを学びました。

災害発生後に設置される災害ボランティアセンターはど
の様に立ち上げるのか、また災害ボランティアセンター内
の運営方法はどの様になっているのかを学びました。

第 4 回目 参加者 36 名
わたしにできること
被災地の現状を思い出し、また今迄の研修内容
を思い出し、わたしにできることを考えました。

第 3 回目 参加者 53 名
現地視察・ 被災地炊き出し支援
災害発生後 1 年経った被災現場状況を知り、被災された皆様と一緒
に瓦そばの炊き出し交流を計りました。
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実施に伴う効果
山災塾受付登録人数４５名 平均年齢２３歳と予想を上回る参加者。先ずは、参加者ひとり１人真剣
に取り組んでいただいた事に主催者として感謝しております。
４回の研修会を通じて、参加者の中でボランティア未経験者の人が多い中、経験者からの意見を素直に聞
き入れグループにて意見交換が活発化していました。今回の研修では「災害とは」からはじめ、知っているようで知
らなかった、疑問に思っている事が解った、との感想をいただきました。自分の命・大事な人の命を守る為にも、災
害というものを感じ取れたという参加者もおられました。
令和元年８月、福岡・長崎・佐賀を襲った豪雨災害にては、参加者数名が現地に赴き活動されました。被
災現場にて、支援活動をしながら「なぜ」と言う疑問が生まれ、なぜ災害が起こるのか、なぜ被災者になるのかを
考えていきたいという参加者もおられ、今後の防災・減災に自ら取り組んでいいかれる事を期待します。

◆苦労した点
この度の企画で、私達が今まで経験したスキル・ノウハウを伝えていくために、若者を対象に研修会を進めようと
したが、どこの若者をターゲットにするのか、自分たちとの繋がりは、と考えると意外に難しく、なかなか進みませんで
した。そうした中、県内の大学生の中で災害支援活動をしているサークルをSNSで知り、こちらから参加してくれ
るようお願いしたところ、大学同士の横の繋がりで情報が伝わり、若者の参加者が増えました。学生側もサークル
活動で行き詰っていたようで、この山災塾の話が嬉しかったと言ってくれました。

◆今後の課題・発展の方向性
山口県では平均３年に 1 度の水害、いつ発生するかわからない直下型地震。80%になる南海トラフ地震を
考えると、この度助成していただき山災塾を開催できたことを 1 回で終わらさず、当初の計画通り 5 年計画を
実施して、真正面から災害に取り組んでくれる若者を 1 人でも多く増やさなければならないと痛感しています。
私達団体と提携を結んでいる山口県災害看護研究会さんとも力を合わせて、「山災塾パート 2」を実施しな
ければと考えています。パート 2 では、防災・減災は元より、発災後の対応が出来るスーパーバイザー的な若者
を育てていきたいと思います。
◆活動を終えての感想・意見等
当初は若者が集まるか不安でしたが、予想を上回る参加者で嬉しい悲鳴でした。毎年の如く日本列島どこかで
災害が発生している中、若い人が、特に大学生が沢山参加していただいた事は、私達が今まで経験したことを伝
える責務と実感するばかりです。私たち自身が、家族・大事な人を守れる人材育成に今後も務めて参りたいと思
います。マツダ財団様の助成があったからこそ実現したこの企画です。心より感謝申し上げます。
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◆実施に伴う効果
（参加者アンケート）自己肯定感を高めることが出来ました。また参加者の学校新聞において事業が掲載され生
徒、保護者、地域の方へ周知されました。
（保護者アンケート）事業への理解、賛同を得る事ができ、事業ついても家庭で話し褒める事の大切さを実感して
いただけました。
（協力者アンケート）事業目的への賛同と今後の継続についての声が多く寄せられました。行政、企業、民間が協
働する事の必要性も多く寄せられました。また防府市広報誌に掲載され市民の方へ周知されました。
◆苦労した点
市内小中学校へのチラシ配布、小中校長会・小中学校ＰＴＡ・菅公みらい塾・防府市学校教育課・江山教育
長・その他関係者への募集依頼を行いましたが、学校事業、地域事業と日程が重なっていたため予定していた２
４名の募集を達成する事が出来ませんでした。また企画段階から運営に協力していただく部署の担当者と事業の
趣旨を説明し細かな内容まで詰め、より強固な協力体制を築き継続していく事、そして運営の一部を依頼するとい
った調整に苦労しました。
◆今後の課題・発展の方向性
今回の事業を通して防府市役所、防府市議会との関係を構築する事が出来ました。政治への関心を高める事は
行政の課題とされており、こどもだけでなく保護者に対しても働きかける必要を感じました。また学校教育課とはスケ
ジュールや事業内容等をより密に打ち合わせる事で、学校教育の一環として取り入れてもらうことが必要と感じてい
ます。行政、議会、他団体を巻き込む事で、青年会議所単独の事業ではなく防府市の取り組みとして展開し、市
民一人ひとりがまちづくり、青少年育成に興味を持って参画してくれることを期待しています。
今回の事業内容は「知って」「考えて」「伝える」といった複数の要素があり、こども達の力でやり遂げるには日程が足
りなかったかもしれません。事前学習や調査といった部分で日程を増やす事でより良い事業になったのではないかと
思います。全員が集まらなければならないのではなく自主的な学習、例えば宿題形式にする、出前事業を行うとい
った形での対応も検討すべきであったと反省しています。
◆活動を終えての感想・意見等
本事業は青少年育成を目的としていますが、まちづくりへの参画にも寄与出来ると考えています。行政への関心を
高めるだけでなく市民一人ひとりがまちに対して主体性を持つ機会を提供出来ます。その為には継続して取り組む
事が必要であり、行政、学校との連携を深める事でより効果的な事業とする事が可能と考えています。
自分たちが住んでいるまちを知る事で今まで気付かなかった課題や問題点、魅力を発見してもらう。住んでいる人
や働いている人が感じている事、こうしたいという想いを聞く事で「防府の今」を知ってもらう。そうする事で「まちの一
員」である事を認識してもらい、まちに対して当事者意識を持ち課題解決に向けた主体性を育んでもらいました。
参加したこども達には友達が出来た・人の意見を聞いた・困っていたら助けてあげた。そういった経験を通し人の為
に、ひいてはまちの為にといった想いを持ってもらい今後の人生においても広い視野を持ってもらえる成長をしてくれた
と思います。本事業は小学４年生～中学３年生と異なる年齢の参加者同士が違った視点や学びを得ることで刺
激し合い我々だけでは生み出せない学びを与えることが出来ました。また１ヶ月、５日間という長期に亘る事業と
することで各プログラム間に参加者自身が考え成長する機会、また保護者や知人と話すことで得られる気付きや達
成感をもって「自分に自信を持つ」という目的に向かってもらいました。こども議会は継続開催されますが、こども議会
を開催することは手法であり参加者に対する目的は違ってくると思います。こどもが積極的に意欲的に参加し成長
する機会とは何なのか考えることも大事ですが今年度足りなかった部分でもある「楽しむ」という要素も是非取り入
れてほしいと思います。これは動員だけでなく参加者同士の交流や指導員との距離感にも関係してきます。まずお
互い楽しみながら知ることで事業への参加意欲向上に繋がるので検討していきます。
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活 動 名

No.30

『とりでこども食堂』･『とりでモーニング』･
『とりで塾』･『退所児童等アフターケア事業』

団 体 名
活動拠点
代 表 者
支援金額

特例認定 NPO 法人とりで
山口県岩国市・広島県大竹市
金本 秀韓
40 万円

活動概要

～地域のこどもたちに対しての『子どもの居場所づくり』～
【とりでこども食堂】
地域の子どもたちに対して
の食事と調理体験の提供

【とりでモーニング】
地域の子どもたちに対して
の朝食提供と登校支援

【とりで塾】
地域の子どもたちに対して
の学習支援

岩国市内 2 ヵ所、各会場月
に 2 回（いずれかの土曜日
10～14 時）

岩国市内にて月に 2 回
（いずれかの水曜日 7～8
時）

岩国市内 2 ヵ所､各会場月
に 2 回（いずれかの火曜日
19～21 時）

☆2019 年 4 月
大竹市にて新規会場開始

☆2019 年 4 月
岩国市にて 2 ヵ所目開始

≪活動実績≫
計 57 回実施
延べ参加者数 1,670 人

≪活動実績≫
計 42 回実施
延べ参加者数 810 人
≪活動実績≫
計 37 回実施
延べ参加者数 1,138 人

【退所児童等アフターケア事業】
児童入所施設や里親家庭等での養育を終え
た子どもに対しての相談援助や支援。
また退所児童同士が集まり交流できる機会
を提供することでの『居場所づくり』
※グループワークとして、フットサルやソ
フトバレーを行っている。

総計 3,618 人

≪活動実績≫
グループワーク計 45 回実施
延べ相談･支援等件数 163 人

※実績数は 2019 年 4 月～2020 年 2 月 間を集計
※3 月は 2～26 日までコロナウイルス感染防止の為、活動休止。
27 日以降は、事態の経過を見て活動再開の判断をする。
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◆実施に伴う効果
◎地域のこどもたちに対しての『子どもの居場所づくり』の効果
子どもたちからの意見
・参加して楽しい、よかった
・活動日の日数をもっと増やしてほしい
・料理をすることも楽しいし、温かいご飯がおなかいっぱい食べれていい
・将来なりたい職業があるからもっと勉強したい
⇒【とりで塾】や当法人が行っている他の学習支援の事業の利用につなげた。
◎退所児童等アフターケア事業
・当法人の児童入所施設（自立援助ホーム）を退所した児童を当法人と連携協定の関係にある企業に就
労、就労後もフォローを行っている。
・退所児童より他の退所児童の現状を聞き、連絡をとって接触。長期に渡る引きこもりであったが、就労につない
だ。

◆苦労した点
・来期以降の活動資金の確保
⇒企業との協定や応援・支援して頂ける関係構築に尽力した。

◆今後の課題・発展の方向性
発展の方向性
・子どもの居場所づくり活動の会場や、回数の増加。
・退所児童が『ここに行けば気軽に立ち寄ったり、相談できる』という拠点の設置。
上記における課題。
・マンパワーの不足。
これまで以上に活動地域を増やした場合に必要な担当責任者などの有給職員の確保
ボランティアスタッフの不足等。
・活動継続の為に資金源の確保。
・拠点設置の為の初期費用の確保。

◆活動を終えての感想・意見等
人を支援対象としているので、なかなか成果を形にすることが難しい取り組みであるが、参加した子どもたちからの嬉
しい感想や、アフターケアを行った退所児童が自立に向けて頑張っている姿をみる取り組んできてよかったと思う。
来期以降も継続して行い、『支援が必要だが、様々な事情で支援が届きにくい』人たちをフォローできるように頑張
っていきたいと思う。
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活 動 名

No.31

虹の鯉のぼりプロジェクト

団 体 名
活動拠点

虹の鯉のぼりプロジェクト実行委員会

代 表 者

田中 陽三

山口県光市

支援金額
活動概要
期間：201９年４月２８日（日）～ 5 月５日（日）開催。

10 万円

設置：201９年４月２７日（土）（実行委員、ひかり災害ボランティア、中高校生ボランティア約 130 人が
災害時訓練も兼ねて人力で設置、土嚢作り、カレーライスの炊き出し訓練も行う）
式典：201９年４月２８日（日）「虹の鯉のぼりの下に集う会」を開催。
（光市長 市川熙様、光市教育長 能美龍文様も御来賓として参加。）
①山口県立光丘高等学校吹奏楽部の演奏
②宮城県東松島市「青い鯉のぼりプロジェクト」とのつながり紹介
③光市立浅江中学校「あさなえ Jr.」の地域奉仕活動の発表
④山口県立光丘高等学校演劇部の野外劇「ぼくんち」講演
イベント「ニジマル」（虹ケ浜マルシェ）開催
撤去：201９年５月６日（月）（約３５人のボランティアで実施）
後援：光市 光市教育委員会 光市観光協会
期間中来場者数 約 5,000 人

設置作業 約 130 人のボランティア参加

災害時の訓練も兼ねて土嚢作りも体験

今年もたくさんの鯉のぼりのご提供をいただきました
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災害時の炊き出し訓練も実施

たくさんの方々からご協力・ご支援をいただきました

市川熙市長

山根信昭実行委員長

式典後記念集合写真

◆実施に伴う効果
中学生たちの想いから始まったプロジェクトも６年間続けたことにより式典の発表は高校生たちも巻き込んで広く子
どもたちの学びと発表を行える場となりました。
今回初めての取り組みとして新しい若者グループによるマルシェが開催されました。虹の鯉のぼりプロジェクトを中心と
した子どもたち、若者の活躍の場づくり、プレーヤーづくりの場になることで、まちの賑わいづくりへとつながりました。
◆苦労した点
マルシェについては初めての取り組みで、公の場の占有許可等を取るのに前例が無く苦労しました。
また、関係者が増えれば増えるほど打ち合わせ等が増え、実行委員メンバーがほとんど現役で働いている子育て世
代なので時間的に厳しい部分もありました。
◆今後の課題・発展の方向性
東日本大震災から丸９年が経ち、震災の記憶の無い子どもたちが増え、当時の中学生たちの学びと想いを受け継
いでいくためには、今の中学生たちとの関わり方を変えていかないといけない、また、期間中の来場者にもどのように
伝えていくのか工夫が必要だと感じています。
広島での活動成果報告会に参加させていただき、メンバーと共にとても考えさせられているので、今年の開催に向け
て内容協議を行っているところです。
◆活動を終えての感想・意見等
今回支援をいただき、新しい若者グループの活動を実現することができ、子どもたちに想いは叶うという姿を見せる事
ができました。また、老朽化していたロープを全て丈夫なロープに更新する事ができ、今後もこのプロジェクトを安心し
て続けていく事ができるようになりました。
これからも東日本大震災を忘れることなく伝え、防災教育につなげるのと共に、子どもたちの想いや夢を応援し、実
現させていきたいと思います。
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団体名

活動名

No.32

わくわく土曜塾実行委員会

活動拠点 山口県長門市

わくわく土曜塾
～多世代交流 ＆ 国際交流～

代表者

藤田 悦子

支援金額 ２０万円

●活動概要
長門市内に住む小学１～６年生を対象に、１年間様々な体験学習を通じて、子どもの想像力やリーダーシップ、
コミュニケーション能力を養うとともに、豊かな心を育む。２００６年から活動。
参加者：【土曜塾塾生】５５名（通年）、【コーディネーター】２０名（通年）、【協力団体】延べ７５名

月

5

日

活動場所

11

長門市中央公民館

開講式（仲間作り・名札作り）

ブルーエンジェルス練習場、ク

ながとブルーエンジェルスとラグビー体験（国際交

ラブハウス

流）

長門総合公園
深川小学校

26
8

6

7

9

10

11

12

1

22

3

引き受け団体

全参加人数

土曜塾コーディネーター

６７人

ながとブルーエンジェルス

７２人

花壇の花植え、公園でタイムラリー

長門市市民活動推進課

６８人

【高学年】電波教室 ※親子参加

電波適正利用推進員協議会

２９人

【低学年】工作（傘、跳ぶ人形）

土曜塾コーディネーター

５３人

竹の器作り＆そうめん流し（国際交流）

クラブネッツ大畑

１２２人

油谷青年自然の家

９５人

土曜塾コーディネーター

６１人

サイエンスフェスティバルに参加しよう

土曜塾コーディネーター

６１人

日本の遊びをしてみよう（国際交流）

長門寺子屋教室、土曜塾コーディ

※日本語クラブ参加

ネーター

13

渋木ほたるの里

27

油谷青年自然の家

14

長門市中央公民館

28

ルネッサながと

12

長門市中央公民館

26

長門市役所新庁舎

新庁舎 施設見学

長門市総務課庁舎建設室

６７人

9

渋木 市の尾公会堂

花尾山登山 ※親子参加

クラブネッツ大畑

雨天中止

30

深川湯本周辺

電車に乗って紅葉狩り

土曜塾コーディネーター

５７人

14

長門市中央公民館

ふかわまるごと元気プロジェクト クリスマス会（料

ふかわまるごと元気プロジェクト（社

理）

会福祉協議会）

11
25

2

内 容

※1・2 年生親子参加、日本語クラブ参加
シーカヤックに乗ろう！ ※親子参加
【高学年】サイエンスフェスティバルの準備
【低学年】工作（磁石のお知らせボード）

深川小学校、

外国人と凧つくり ＆凧あげ大会（国際交流）

深川中学校グラウンド

※日本語クラブ参加

ルネッサながと
大津緑洋高校水産校舎

8
長門市中央公民館

６５人

７１人

どうじん凧の会

６１人

歌舞伎なりきりツアー

ルネッサながと

６２人

【中高学年】水産高校でプロに教わる料理体験

大津緑洋高校水産校舎

３３人

土曜塾コーディネーター

３６人

【低学年】外国人とおにぎりを作ろう（国際交流）
※日本語クラブ参加

22

長門市中央公民館

伝統文化体験（お茶、かるた）

土曜塾コーディネーター

６１人

14

長門市中央公民館

修了式（１年間のふりかえり）

土曜塾コーディネーター

７１人（予定）
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５月

ラグビー体験

外国出身のプロ選手と交流

７月 そうめん流し
日本語クラブの皆さんと一緒に

９月 サイエンスフェスティバル
協力してお客さんのお手伝い

１０月 日本の遊び

１月 凧作り

２月 水産高校で料理体験

日本語クラブとあやとりの技に挑戦

昔ながらの作り方で凧を製作

長門市名産のかまぼこ作りを体験

実施に伴う効果
塾生募集の結果、低学年が多く高学年が少ない構成になったが、高学年がリーダーとして同じ班の低学年の子どもたちを自然と手伝う様
子が見られた。「長門サイエンスフェスティバル」では高学年の子どもたちを中心にブース出展をしたが、お客さんに対して積極的に手伝う等、
自分にできることを考えて動いていた。
国際交流として、「ながとブルーエンジェルス」との活動を行った。英語の学習やラグビー体験を通して、外国出身者が多いコーチや選手たち
と楽しく交流することができた。また、「日本語クラブ」で日本語を学ぶ市内在住外国人との活動を５回行った。ポルトガル語等の普段聞き
慣れない言葉に戸惑う様子もあったが、回を重ねるごとに塾生と「日本語クラブ」の子どもたちの自発的な会話が増えていった。
苦労した点
コーディネーターの平均年齢が高くなってきており、サイエンスフェスティバルのブース出展では、思った以上に来客が多く大変だったため、コー
ディネーターの体力面を考慮して予定より 1 時間早めに終了した。それにより、保護者に早めに迎えに来てもらう等、その場でのスケジュー
ル変更を余儀なくされた。国際交流として「日本語クラブ」の方々をお招きしたが、当日になるまで出欠が明確にならなかった。

今後の課題、発展の方向性
コーディネーターが高齢化してきているため、若い人を中心とした協力団体を見つけて、子どもたちに見合う活動の場を提供できればと考え
ている。また、自然体験をもっと取り入れたい。
来年度は、国際交流も引き続き取り入れながら、社会福祉協議会と協力して高齢者との交流の機会をつくる。また、市内の自然や文化
を学び、長門市のものや人の良さを知ることができる体験学習を行う予定である。
活動を終えての感想･意見等
今年度は毎回子どもたちの出席率が高く、また、日本語クラブやながとブルーエンジェルス、ルネッサながと等の新たな協力団体もあり、毎回
充実した活動を行うことができました。
本年度は当活動に御理解・支援いただきありがとうございました。今後においても貴財団の支援をいただくことがあるかと思います。これから
もどうぞよろしくお願い申し上げます。
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No.33

活 動 名

団 体 名
地
域
代 表 者
支援金額

芦田川きれい☆きれいプロジェクト
「芦田川 水辺の学び舎」

芦田川環境マネジメントセンター
広島県福山市
田中 宏行
25 万円

活動概要
(1)目 的

この活動は、川に入って遊ぶ機会が減っている子どもたちに、生き物調査を通じて、芦田川へ
の興味や愛着を高め、水環境への関心をもってもらうことを目的としています。
なお、本活動は、2018 年度に予定していた活動であるが台風の影響で中止となり、2019 年度
に持ち越しした活動です。
(2)開催概要
■ 実 施 日 ： 2019 年 9 月 29 日（日）
■ 参加人数 ： 91 名（一般参加者、スタッフ含む）
(3)活動内容
芦田川の水量や水質などの河川環境の違う2地点において、小学生などの子供たちを対象に魚
とり等の体験学習会の開催。
①午前：生き物調べ（水生生物調査、魚とり調査、水質調査）
②午後：水辺の生き物マップ作成（調査結果のまとめ）
※生き物マップは後日、ホームページで公開

生き物調べのイメージ（箱メガネやタモ網、バケツを使用して親子で魚とり）

生き物マップづくり
（魚をみながらスケッチ）

講師による生き物解説
（種類や生態に関する説明）
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◆実施に伴う効果
（体験学習会による効果）
・参加者が、川の多様な生物の存在に気づき、自然の大切さを理解し、芦田川への親しみや愛着
が高まることで、水質改善に向けた意識が醸成されていると思われます。
・2018年の豪雨災害で、活動エリアには土砂がたまり、護岸が流されるなど、魚などの川の生き
物の環境が大きなダメージを受けました。しかし、1年を経た今回調査では、もともと生息し
ていた魚も徐々に戻ってきていることが分かり、川の生き物は、一定の時間は要するが、自然
の力で元の環境に戻ることができる力強さを持っていることなども学べ、参加者にも貴重な体
験ができたと考えます。
（参加者からの意見）
・参加者のみなさんから、“毎年参加させてもらっているので、魚の分布が分かり興味深いで
す”“さまざまな生物が生息しているんだと実感した”“久しぶりに子供らと川遊びが出来て
楽しくて気持ち良かった”“普段遊んでいる出口川の生き物の名前が知れて良かった”などの
意見があり、「芦田川への興味や愛着を高め、水環境への関心をもってもらう」という活動目
的は、達成できたと考えています。
◆苦労した点
・参加者が100名近くとなるため、安全に円滑にイベントを運営するためのスタッフの確保で苦
労しました。運営委員を中心に、福山市、府中市、福山河川事務所等からもボランティアスタ
ッフとして参加いただき、今年度は、更に福山大学の学生ボランティアの参加も実現できまし
た。今後も引き続き連携を強めていくことが重要と考えています。
◆今後の課題・発展の方向性
（今後の課題）
・当団体は、2004 年結成で、当初の活動は、当団体のメインテーマである芦田川の水環境改善
について、パックテスト体験を盛り込んだプログラムを取り入れ実施していましたが、子ども
たちの魚とりへのニーズが高すぎることから、時間配分を魚とりにシフトした現在のスタイル
（親しみを高める方向性）となりました。今後は芦田川の水環境を楽しく学べるプログラムと
して、活動の更なる充実を図っていくことが課題と考えます。
（発展の方向性）
・過年度に、流域に生息する貴重種のスイゲンゼニタナゴの生態や保全活動に関するミニ講座を
試行的に実施したところ、参加者（特に保護者）から大変好評価が得られました。このため、
今後は、この実績を参考に、芦田川の水環境と生き物などについて楽しく学べるミニ講座をプ
ログラムに追加することにより、水環境に対する啓発効果も高める工夫が必要と考えます。
◆活動を終えての感想・意見等
2018 年 7 月の豪雨災害で川底が削られたり、土砂で埋まったり、イベント会場となる河川は
大変な状況となっていました。しかし、今年度の調査では、確認種数は減少しましたが、川底に
生息する魚も見られ、元の環境が戻りつつある傾向を実感することができ、非常に感慨深い活動
となりました。来年以降の活動でも、これらの変化を継続的に確認していくことで、次世代を担
う子供たちに、芦田川の自然の豊かさや自然のダイナミズムを実感してもらい、身近ですばらし
い自然とのふれあいの場としての芦田川を再認識してもらえればと考えております。

ー66－

第35回（2019年度）マツダ財団市民活動支援贈呈式

2019年4月16日（火）広島での贈呈式（マツダ㈱本社に於いて）

2019年4月23日（火）山口での贈呈式（マツダ㈱防府工場に於いて）

ⅰ

マツダ財団青少年健全育成関係 研究＆市民活動 成果報告会
今年度の新たな試みとして、2020年2月11日（火）に広島市西区民文化センターにおいて、研究と実践の融
合、広島と山口の市民活動団体の交流を目的とした成果報告会を開催しました。今年度終了予定の研究者6
名（全国）と広島県21団体、山口県11団体、総勢100名を超える方々にご参加いただきました。手作り感一
杯で和やかな雰囲気の中、多くの出会いと刺激をいただきました。

小飼理事長挨拶

明石選考委員の基調講演

研究者発表風景

市民活動ポスターセッション展示

市民活動ポスターセッション風景1

市民活動ポスターセッション風景2

パネルディスカッション風景1

ⅱ

パネルディスカッション風景2
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マツダ財団の活動内容等詳細につきましては
当財団のホームページをご覧ください。
https://mzaidan.mazda.co.jp
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