
 

ＮＥＷＳ 01 

１ 

トークショー 
展示 
ブース 活動紹介 

 

どんなフォーラム？ 

自分のまちや高知の魅力を 

発信してみたい！ 

 

入場無料 

申込不要 

詳細は 

こちら♪ 

場

所 

◎活動発表会 

  13時30分～ 

  15時30分（予定） 

◎フォーラム  

  16時～18時（予定） 

総合あんしんセンター 

 ３階 大会議室 

（高知市丸の内1－7－45） 

令和４年度に活動したこどもたちが、活動成果を発表する活動発表会を開催し

ます。当日は、活動団体のこどもたちと交流できる「交流タイム」を設ける予

定です。フォーラムでは、ファンド卒業生や、サポートしてきた地域の大人の

方々を招いたトークショーを実施し、「チャレンジすることの楽しさ」や、大

人の方々から「まちのここ良くなった」などをお話していただきます。 
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こ ど も 審 査 員 

同世代を 応援 できる！ 18歳（高校３年生）までの人たちが主体となったまちづくり活動にお金 

を出して応援するかどうかを、同世代の目線で審査していただきます！ 

応募について 

下記①～③へのご出席をお願いします。 

 ①事前研修会・事前審査会 

  令和５年６月11日(日)（予定）       

 ②公開審査会 

  令和５年６月18日(日)（予定）       

 ③活動発表会 

 活動団体が取り組

むテーマについて

一緒に学ぶことが

できます♪ 

楽しいのは「審査」だけじゃない！ 

活動

見学 

スタッフ 

として 

 活動団体のイベン

トなどのお手伝い

もできます♪ 

※お申込みは事務局まで 

２ 

活 動 団 体 

とにかく 行動 して楽しむ！ 

応募条件 

  ①高校３年生までのメンバーが３人以上 

  ②メンバーが一家族のみで構成されていない 

  ③20歳以上の大人サポーターが２人以上 

活動期間  ※下記期間に実施する活動が助成対象になります。 

  令和５年７月～令和６年２月末 

自分たちが住んでいる地域や学校のまわりを、もっと楽しくて、 

まちのだれかが喜んでくれるような活動を募集します！ 

応募について 

審査方法 

 ①書類審査 

 ②公開審査（公開プレゼン） 

 

下記①・②へご出席をお願いします。 

 ①公開審査会 令和５年６月18日(日）(予定） 

 ②活動発表会 令和６年３月20日(水・祝)（予定） 

応募説明会  

令和５年４月９日(日) （予定） 

※お申込みは事務局まで 

防災 

交流 

美化 

食 

応募はこちら↓ 

応募条件（下記①・②を満たす方）※令和５年４月１日時点 

 ①高知市に住んでいるもしくは、市内に通勤・通学 

  されている方 

 ②小学４年生から高校３年生（18歳以下）の方 

 ※条件に当てはまらない場合でも申込みできる場合が 

  ありますので事務局へお問い合わせください。 



ＮＥＷＳ 03 

令和４年10月30日（日）、鏡川緑地公園にて開催された

第19回鏡川緑地公園イベントへブース出店したことをき

っかけに、11月６日（日）・20日（日）に実施した清掃

活動へイベントの実行委員長さんはじめ、地域の方々が

参加してくれました。その他にも、「高知大学スポーツ

化組合」の学生さんなど様々な方の参加があり、鏡川を

とおした新たなつながりが生まれています！ 

令和４年11月23日（水・祝）、熊本大学の渡邊高志教

授をお招きし、久重の山野草「オニタビラコ」を使った

軟膏づくりを実施し、有用植物の活用方法について学び

ました。 

普段身近にある山野草を薬として活用できることを知っ

て驚くとともに、自然の恵みの魅力に気づきました。 

文旦や小夏を入れることで、効用があるだけでなく、い

い匂いの地域特性、オリジナル軟膏ができました！  

令和４年12月17日（土）、三世代交流施設「ふらっと

旭」とのコラボイベント「ケーキデコレーション対

決！」を実施しました。用意されてあるスポンジケーキ

に、各自で用意してきたいちごなどの果物やチョコレー

トなどのお菓子を使って、装飾しました。イベント後

は、参加者にケーキづくりの感想や「旭の好きなとこ

ろ」についてインタビューを実施しました！ 

３ 

令和４年12月18日（日）、丸の内高校で２回目となる

炊き出し活動を実施し、校内生徒12名の参加がありまし

た。 

今回も夏の炊き出し活動と同様、冬の各家庭の冷蔵庫に

ありそうなものでメニューを考案し、サラダ、五目卵焼

き、お茶漬け、お味噌汁を作ってみんなで美味しく食べ

ました。 

炊き出し訓練の後は、さんすい防災研究所の山﨑水紀夫

さんに、避難所運営（HUG）ゲームをレクチャーいただ

き、避難所で置き得る状況と適切な対応について学習し

ました！ 

不要になった布などを自分たちでリサイクルしたアップ

サイクル商品を、10月の第19回鏡川緑地公園イベント

とおびさんマルシェ、11月～１月の日曜市で計４回販売

活動を実施してきたところ、これまで合計９万１千700

円の売上げがありました。 

売上金はすべて生理用品の購入に充て、２月中にこども

食堂等へ寄附する予定です！ 



【発行元・問合せ先】高知市地域コミュニティ推進課（高知市鷹匠町２-１-43） 

    TEL：088－823－9080 E-mail：kodomofund@city.kochi.lg.jp URL：http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/21/ 

                    こどもファンドの情報を発信中！こちらからぜひ「いいね」をお願いします！ 

令和４年12月17日（土）・18日（日）に防災イベント「第

２回 こくさい ぼうさい いらっさ～い」を高知国際高校

にて開催しました。２日間で110名の参加があり、大盛況で

した！ 

今回は合計８つのブースを各教室で運営し、中村高校の生

徒さんとこうち減災女子部の方々による「ミニ防災講演

会」や、高知大防災すけっと隊とメンバーのコラボによる

「防災ポーチづくり」、こども審査員と国際高校生が協同

で「輪投げブース」を運営するなど、スタッフ同士が交流

し、新たなコミュニティが生まれました！。 
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令和５年１月６日（金）、「地域猫活動」に取り組む

市内の地域の方へインタビュー・餌やり見学を実施し

ました！ 

※地域猫…地域の理解を得て、住民が適正に管理して    

     いる飼い主のいない猫のこと。 

４年程前からこの活動に取り組み出し、当時約100匹い

た猫の数が現在は約60匹まで減少しているそうです。 

猫の話をきっかけに、地域の中で新たなつながりも生

まれているそうです。野良猫問題においても、住民同

士のコミュニケーションが大切だと学びました。 

 

 

※令和５年２月以前にご寄附をいただ

いた皆様は、地域コミュニティ推進課

のホームページに掲載しております。 

 

 

有限会社西純電業 代表取締役 山本 学 様 

株式会社勝賀瀬建設 代表取締役 勝賀瀬 洋子 様 

株式会社高南メディカル 代表取締役 宮本 高憲 様 

株式会社ダイセン 代表取締役社長 池添 裕司 様 

有限会社タナノ電気 代表取締役 棚野 祥子 様 

株式会社四国ポンプセンター 様 

有限会社高知ダルマ電機 代表取締役 永田 直也 様 

株式会社コトブキ 代表取締役 福元 妙子 様 

楠瀬ミシン商会 代表者 岡林 純代 様 

有限会社舞高電設 代表取締役 山下 邦明 様 

株式会社道路交安 代表取締役 岡 廣明 様 

株式会社シグマ設備設計室 代表取締役 島﨑 博幸 様 

株式会社弘田電器 代表取締役 弘田 正幸 様 

新進建設株式会社 代表取締役 小川 裕司 様  

内田塗料株式会社 代表取締役 内田 荘一郎 様 

【企業】 

 あいおいニッセイ同和損害保険㈱  

 MS&ADゆにぞんスマイルクラブ 理事長 白井 祐介 様 

 協和運輸株式会社 代表取締役 徳平 豊 様  

 株式会社片岡電気工事 代表取締役 片岡 雅夫 様 

 株式会社開洋 代表取締役社長 上村 和久 様 

 株式会社照和建設 代表取締役 西村 昌泰 様 

 ワシオ工業株式会社 代表取締役社長 吉井 平 様 

 高知日野自動車株式会社 代表取締役 濱田 英男 様 

 有限会社愛機工業 別役 節男 様 

 株式会社シンゲン 代表取締役 森本 和秀 様 

 株式会社リーブル 代表取締役 坂本 圭一朗 様 

 山下電機株式会社 代表取締役 山下 裕 様 

 トヨタL＆F西四国株式会社 高知支店長 田村 篤人 様 

 株式会社国見開発工業 代表取締役 中野 裕千 様 

 有限会社田部興業 代表取締役 田部 正生 様 

 高知ビルメンテナンス協同組合 代表理事 安岡 茂幸 様 

 株式会社昌栄建設 代表取締役 西谷 友良 様 

 有限会社東央警備 代表取締役 中村 秀男 様 

 株式会社総合企画設計 代表取締役 松本 賢一 様 


