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≪≪≪≪企業企業企業企業････団体 様団体 様団体 様団体 様≫≫≫≫    
★ 医療法人仁栄会 島津病院 
      理事長      島津 栄一   様 
★ 和建設株式会社 
      代表取締役    中澤 陽一 様 
★ 株式会社岸之上工務店 
      代表取締役社長 岸之上 憲一 様 
★ 株式会社公職研 
      代表取締役    大田 昭一 様 
★ 株式会社四国相互手形センター 
      代表取締役社長  矢野 利平 様 
★ 株式会社松井ビル 
      代表取締役    松井 誠一 様 
★ 高知黒潮ライオンズクラブ 
      会   長   清水 源太郎 様 
★ 三愛石油カスタマーサービス株式会社 
      代表取締役    池田 宜弘 様 
★ 東京テクニカサービス株式会社 
   ドコモショップ愛宕店 
      代表取締役    髙橋 吉久 様  
★ 有限会社大石電機  
      代表取締役    大石 典明 様 

 子どもたちの活動をサポートする「こどもファンド

アドバイザー」。 

 助成が決まった団体の相談役としてだけでなく、

「来年申し込みをしたいんだけど」という場合でも大

丈夫です！ 

 「やりたい気持ちはあるけど、どんな活動にすれば 

 いいか、わからない」 

「みんなの意見をまとめたい 

 けど方法がわからない」 

などなど、 ぜひお気軽にご相談 

ください。 
   
【【【【連絡先連絡先連絡先連絡先】】】】 

     高知市地域コミュニティ推進課         

   （℡/823－9080） 
こどもファンドアドバイザー 
      畠中 洋行さん 

≪≪≪≪個人 様個人 様個人 様個人 様≫≫≫≫    
★ 久川 憲四郎 様（神奈川県横浜市） 
★ ほか、6名の個人の皆様 

 

（（（（50505050音順音順音順音順））））    

★お断り★ 
昨年度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。 

 寄附の手続きは簡単です。下記までお気軽にご連
絡ください。手続き等は地域コミュニティ推進課の
ホームページでもご確認いただけます。 
   また、寄附金については、税制上の優遇措置があ
ります。 

 「こうちこどもファンド」は、この事業にご賛同いただ

ける個人や企業の皆さまからのご寄附によって支えられて

います。未来のまちづくりを支える子どもたちの想いを、

市民・企業など社会全体で応援しませんか。子どもたちへ

の応援の気持ちを、ぜひ寄附としてお寄せください。 

【お問合わせ先】高知市地域コミュニティ推進課  
                  (TEL/088-823-9080) 

 お知らせ 

 間 も な く、『こ う ちこ ど も フ ァ ン ド』も ＳＮ Ｓ

（ソーシャルネットワークサービス）『Facebook』

を活用しての、情報提供を開始いたします。開始予定

は11月中旬です。 

 子どもたちの活動の様子を、より多くの皆さんにお

届けしていきたいと思っています。 

 運用開始は、地域コミュニティ推進課のホームペー

ジでお知らせいたします。お楽しみに♪♪ 

 

 ※現在、助成団体の活動は、地域コミュニティ推進 

  課のホームページで詳しく紹介しています。 

  

でででで検索検索検索検索！！！！    
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 助成決定から早くも4か月が経過し、子ども達の活動は中盤にさしかかりました！ 

 審査会の時に掲げたそれぞれの目標を達成するため、楽しみながら、元気に活動しています。 

 今回は、各グループがこれまでに行なった活動や、今後の活動予定などをご紹介します♪ 

 実際に子ども達が活動している様子を見かけることがあれば、ぜひ、声をかけてあげてください。   

瀬戸東町瀬戸東町瀬戸東町瀬戸東町１１１１・・・・２２２２丁目元気丁目元気丁目元気丁目元気キッズキッズキッズキッズ    

 記録的な猛暑や少雨、そしてせっかく

出来た野菜にも虫がついてしまう等のア

クシデントにも負けじと、みんなで楽し

みながら畑作業に挑んでいます。「もの

作り」の難しさを、身をもって体験して

いるようです。 

 夏には、収穫した枝豆を、いつも公園

を清掃してくれている老人クラブの方に

プレゼントしました。 

 ～子供もお年寄りも仲良く元気なまちづくり～ 

（平成25年11月） 

 地域のお年寄りと、もっと親しくなるため

に、敬老の日のお祝いもかねた茶話会を、９

月13日(金)に開きました。 

 お互いの自己紹介をするとともに、参加し

てくれたお年寄りから、学校周辺の昔の様子

や、若い頃どのように過ごしていたかなどの

話を聞かせてもらいました。 

太平洋学園太平洋学園太平洋学園太平洋学園コミュニティーコミュニティーコミュニティーコミュニティー協力隊協力隊協力隊協力隊    
  ～学校と町内の皆さんとの交流を図り、より安心して楽しく 

  暮らせるまち“ハッピーコミュニティー”づくりを推進する 

  ボランティアプロジェクト～ 

  

 ９月22日(日)に、地域の人が開催する

「お月見会」の設営準備をお手伝いしまし

た。地元の公園が開催場所となっていまし

たが、色々な出店も出ており、メンバーは

テント張りや、飲み物の準備などを行いま

した。 

 

 

  栄田町西公園の美化清掃 

  ●日程：毎週金曜日 12時30分～ 

  ●場所：栄田町西公園 

 

栄田町西公園ルミナリエ開催     

●日程：12月13日(金)夕方 

  ●場所：栄田町西公園 

 

  地域と一緒に行う防災学習会 

  ●日程：平成26年１月８日(水) 

  ●場所：太平洋高等学校敷地内 

 

防災マップ作成 

●日程：平成26年２月(予定） 

 

 

 

 

収穫野菜で料理を作り、地域のお

年寄りを“おおおお････もももも････てててて････なななな････しししし！” 

  ●日程：12月22日(日） 

いつも 
綺麗にしてくれ
てありがとう！ 

 
枝豆を収穫！ 12月のお食事会開催

に向けて、大根の種

まきです♪ 



 商店街に取り付けていた短冊の中から、メン

バーと校長先生達が一緒になって、優秀作品５

作を選びました。選ばれた作品は、９月の生徒

集会にて表彰を行い、生徒会メンバーが表彰状

と記念品を授与しました。11月下旬にも、再

度、『冬』と『商店街にあるもの』を題材にし

た俳句を、３年生から募集し、商店街に飾ると

ともに、優秀作品の表彰を行う予定です。 

－２－ 

 地域での清掃ボランティアや、学校周辺・地域の施設に、自分たち

が育てたを花を植え、まちを花いっぱいにしたいと活動しています。 

 ７月に、地域の施設に植えていた花苗の植え替え作業を行い、８月

には『８８クリーンウォーク四国』の清掃活動に参加しました。 

 活動に取り組む中で、地域の方々との交流を深め、まちづくりを連

携して行い、地域が、より活気づくことを目指します。また、助成２

年目ということもあり、活動を今後も継続して行えるよう、活動資金

の獲得方法の検討も進めます。 

高知市立愛宕中学校生徒会高知市立愛宕中学校生徒会高知市立愛宕中学校生徒会高知市立愛宕中学校生徒会     ～愛宕商店街活性化プロジェクト～ 

高知市立横浜中学校生徒会高知市立横浜中学校生徒会高知市立横浜中学校生徒会高知市立横浜中学校生徒会｢｢｢｢横中横中横中横中ボランティアボランティアボランティアボランティアのののの会会会会」」」」    ～笑顔あふれるまちづくり！！ 

「 Let'sクリーン!!・花華いっぱい!!」大作戦～  

 

 

  『花いっぱい大作戦パート２』に向けての草引き作業 

  学校前の街路樹下の草引き作業を、有志の生徒約80名が 

  参加して行います。  

  ●日程：11月６日(水) 15時～ 

  ●場所：横浜中学校前街路樹下など 

 

『花いっぱい大作戦パート２』実施 

校区の町内会の皆さんと一緒に、自分たちが育ててきた 

  ビオラ約1,200ポットを街路樹下に植えていきます。 

  ●日程：11月24日(日) ８時～ 

  ●場所：横浜中学校前街路樹下など 

 ７月に取り付けた風鈴と、愛宕商店街

への応援メッセージをかいた短冊を撤去

する作業と、商店街の清掃を、９月に行

いました。 

 

こじゃんとこじゃんとこじゃんとこじゃんと！！！！土佐土佐土佐土佐チルチルチルチル     ～お届けします！笑顔と感動を 

            「 出前舞台で地域に楽しい輪を広げるプロジェクト～  

 
苗 を 傷 めな いよ う

に、丁寧に作業を行

います。 

 

 

  愛宕商店街の清掃活動 

  生徒会のメンバーと有志の学生で 

  清掃作業を行います。 

  ●日程：11月上旬、12月 

  ●場所：愛宕商店街 

  俳句の色紙を商店街に飾り付け 

  ●日程：11月下旬 

  ●場所：愛宕商店街 
    
  商店街の看板作成 

  美術部の学生と一緒に、愛宕商    

  店街が目に付くような看板を、   

  作成したいと考えています。 

   

 

 
 
  地域の保育園でマジック・ダンスを披露 

  ●日程：11月18日(月）10時～ 

  ●場所：横浜新町保育園 

  江ノ口小学校のバザーに参加 

  ●日程：11月30日(土）11時30分～ 

  ●場所：江ノ口小学校 

 歌、演奏、劇、ダンス、マジックの５つの演目を練習し、要請のあった保育園や

学校に出向き披露します。９月16日(月)は大津老人ホーム、10月27日(日）には、ひ

ろめ市場で開催するハロウィーンイベントに出演しました。 
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高知市立旭中学校生徒会高知市立旭中学校生徒会高知市立旭中学校生徒会高知市立旭中学校生徒会    ----防災防災防災防災ＡＳＡＨＩＡＳＡＨＩＡＳＡＨＩＡＳＡＨＩのののの会会会会----     ～防災、地域をまきこんで、みんなのものにしていこう～ 

大津子大津子大津子大津子どもどもどもども会連合会会連合会会連合会会連合会「「「「クルッククルッククルッククルック・・・・ソングメイツソングメイツソングメイツソングメイツ♪♪♪♪」」」」    

    ～ミュージカルをつくって見てもらい、 

              みんながつながる町にしよう!!～ 

潮江中防災潮江中防災潮江中防災潮江中防災プロジェクトチームプロジェクトチームプロジェクトチームプロジェクトチーム     ～防災学習の取り組みと地域防災への啓発・貢献～ 

 10月10日(木)、11日(金)に、学校周辺の公園や

道路脇フェンス、店舗外壁等の８か所に、看板を

設置しました。設置後、地域の方から「分かりや

すい」というお声もいただきました。 

 9月26日(木)、27日(金)の２日間にわ

たり、メンバーと有志の生徒約20名が参

加し、避難誘導看板を作成。専門家に指

導してもらい、立派な看板が完成しまし

た！ 

 

 

  防災イベント｢学ぼう災｣での  

  講演会開催 

  高知大学理学部の岡村教授を招き、   

  講演会を開催します。 

  ●日程：11月17日(日)9時10分～ 

  ●場所：旭中学校体育館 
      
  防災マップの作成 

  高知大学の学生と一緒に、実際にま 

  ち歩きを行いながら、防災マップを   

  作成します。    

   

   

 

 

 普段からの人と人とのつながりが大切だとい

う思いをミュージカルにしたいと取り組んでい

ます。現在は、「ミュージカル」というものが

どういうものか、ビデオを見ての勉強と、演じ

るための柔軟な体や体力づくりの練習に励んで

います。 

 
 

  歌・ダンス・お芝居の勉強 

  ●日程：毎週水曜日15時～ 

  ●場所：大津ふれあいセンター 
 

  公演に向けての強化合宿 

  ●日程：11月９日(土）、10日(日) 

  ●場所：工石山青少年の家 

    

 
ただいま 

ミュージカルの
勉強中です 

 校区の高齢者宅や幼稚園、地域の集会所等にガラス飛散防止フィル

ムを貼る活動や、避難所カルタ作成など、地域貢献型の防災活動に取

り組みたいと考えています。9月29日(日) に、孕西町公民館へ防災

フィルムを貼る活動を行いました。作業には、公民館周辺の町内の方

も参加し、メンバーからフィルム貼りの手ほどきを受けながら、早速

自宅でやってみると話をされていました。今後も要請があれば、メン

バーが出向き、フィルム貼りの方法を伝えていく予定です。 

 

 

防災カルタの作成 

 メンバーが考えた標語をもとに、カルタを製作中。完成後   

   は、校区内の保育園や小学校へ出向き、一緒に遊びながら 

   避難生活や津波避難ビルについて伝えていきたいと考えて 

   います。  

  ●日程：11月～（カルタは10月中に完成予定） 

 
よく濡らすのが 綺麗に貼る ポイントです！ 


