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≪≪≪≪企業企業企業企業････団体 様団体 様団体 様団体 様≫≫≫≫    
★ 有限会社大石電機        代表取締役 大石 典明 様 
★ 有限会社片岡電気工事  代表取締役 片岡 雅夫 様 
★ 株式会社公職研     代表取締役 大田 昭一 様 
★ 高知市職員労働組合     執行委員長 明坂 浩 様 
★ 高知市旅館ホテル協同組合  理事長 宮村 耕資 様 
★ 高知スタンダード石油株式会社 
                                  代表取締役 手嶋 邦彦 様 
★ 株式会社高知タマモ     代表取締役 濵田 泰亘 様 
★ 高知南ライオンズクラブ  会長     竹内 靖 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 
★ 三共工業有限会社        代表取締役 飯間  俊一郎 様 
★ 株式会社四国清掃工業  代表取締役 森国 勇 様 
★ 株式会社四国ポンプセンター 
                                    代表取締役 西村 倫彦 様 
★ 株式会社シンテック     代表取締役 田所 伸雄 様 
★ 株式会社セイミツ        代表取締役 小林 正典 様 
★ 株式会社双電社         代表取締役 堅田 英信 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 
★ 西村商工株式会社        代表取締役 西村 倫彦 様 

 

（（（（50505050音順音順音順音順））））    

 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。 

 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。 

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

★ パシフィックソフトウェア開発株式会社 
                                  代表取締役  中谷 正彦  様 
★ 福留開発株式会社        代表取締役  大場 智公  様 
★ 株式会社松井ビル        代表取締役  松井 誠一  様 
★ 丸仁商事株式会社        代表取締役社長 下元 康弘  様 
★ ほか、１企業様 
≪≪≪≪個人 様個人 様個人 様個人 様≫≫≫≫    
★ 田所 伸雄   （高知市杉井流）     様 
★ 久川 憲四郎（神奈川県横浜市）  様  

≪≪≪≪そのほかそのほかそのほかそのほか≫≫≫≫    
            子どもたちが活動を行う中で、ドリンク2箱の差し入れ応
援がありました！ 

 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、「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」「平成26年度の応募を目指して

準備をはじめたい。」などなど、なんでもいつでもお気軽にご相談ください。 

こどもファンドアドバイザー 

       畠中 洋行さん 

【発行元】高知市地域高知市地域高知市地域高知市地域コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ推進課推進課推進課推進課 高知市鷹匠町2丁目1－43   TEL：088－823－9080  
                                              Ｅ-mail：kodomofund@city.kochi.lg.jp URL：http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/21/ 

【【【【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        

        （℡/088-823-9080） 

 活動発表会の会場にいるすべての参加者がひとり1枚の投票カードを

持ち、平成24年度の助成団体である10団体の中から、それぞれが「一番ス

テキな活動をしている」と感じた団体へ投票してもらい、投票数の多かった

団体順に「金賞」「銀賞」「銅賞」を決定しました。受賞団体へは岡﨑高知

市長から賞状が、こども審査員から表彰盾が授与されました。 

高知市立横浜中学校生徒会 

「横中ボランティアの会」 

大津子ども会連合会  

「クルック･ソングメイツ」 

●キッズ土佐山  
●地域記憶プロジェクト 
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（平成25年6月） 

公開公開公開公開プレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーション    こどもこどもこどもこども審査員審査員審査員審査員のののの質疑質疑質疑質疑    

団体名 活動テーマ 団体名 活動テーマ 

太平洋学園 

コミュニティー協力隊 

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 

こじゃんと！土佐チル 『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～ 

瀬戸東町1・2丁目 

元気キッズ 

子供もお年寄りも 

仲良く元気なまちづくり 
高知市立旭中学校生徒会 

～防災ＡＳＡＨＩの会～ 

防災、地域をまきこんで、みんなのものにし

ていこう 

高知市立横浜中学校生徒会

「横中ボランティアの会」 

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～ 
大津子ども会連合会 

「クルック・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！！ 

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 潮江中防災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 

 平成25年度の助成団体を決める『こうちこどもファンド

公開審査会』を、開催します。 

   昨年と同じく、公募等により選出された、小学生、中学生

及び高校生合計9名のこども審査員が、７名の大人審査委員

と一緒に審査を行いますが、今年は、助成グループを決める

際の審査員の協議を、応募グループ

の子どもたちがプレゼンテーション

を行ったその場で“公開”で行い、

助成先を決定します。 

   当日は、どなたでも自由にご覧い

ただけます。『高知のまちをもっと

良くしたい！』と真剣に考えている

子どもたちの頼もしい姿をぜひご覧

になって、一緒に応援してください!! 

発表内容についてこども審査員と発

表者の子ども達との間で５分間の質

疑応答が行われます。 

助成助成助成助成グループグループグループグループのののの決定決定決定決定    

助成助成助成助成のののの可否可否可否可否についてについてについてについて、、、、こどもこどもこどもこども審査員審査員審査員審査員がががが

判断判断判断判断をををを行行行行いますいますいますいます。。。。こどもこどもこどもこども審査員審査員審査員審査員のののの過半過半過半過半

数数数数（（（（５５５５名以上名以上名以上名以上））））のののの推薦推薦推薦推薦をををを得得得得たたたたグループグループグループグループ

にににに、、、、助成助成助成助成がががが決定決定決定決定しますしますしますします。。。。    

応募グループの子ども達が、模造紙等を使って

３分以内でプレゼンテーションを行い、大人の審

査員・こども審査員に対し自分たちの活動目的

や具体的な活動内容について説明を行います。 

【【【【日時日時日時日時】】】】    

平成平成平成平成25252525年年年年６６６６月月月月23232323日日日日（（（（日日日日））））    13:3013:3013:3013:30～～～～16:0016:0016:0016:00（（（（予定予定予定予定））））    

【【【【場所場所場所場所】】】】    

高知市南部健康福祉高知市南部健康福祉高知市南部健康福祉高知市南部健康福祉センターセンターセンターセンター２２２２階階階階    大大大大ホールホールホールホール    

                                    （（（（高知市百石町高知市百石町高知市百石町高知市百石町３３３３丁目丁目丁目丁目１１１１－－－－30303030））））    
※高知市立自由民権記念館南駐車場を、臨時駐車場    

  としてご利用いただけます。 

   ただし駐車スペースに限りがありますので、なるべ  

   く公共交通機関をご利用の上、お越しください。 

平成25年度「こうちこどもファンド」 

公開審査会 

〈〈〈〈平成平成平成平成25252525年度助成応募年度助成応募年度助成応募年度助成応募グループグループグループグループのののの皆皆皆皆さんさんさんさん〉〉〉〉    
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 平成25年3月24日（日）午後1時30分か

ら、高知市総合あんしんセンター3階大会議室

にて、平成24年度に助成を受けた団体の活動

発表会を開催しました。 

 当日は発表団体を含め、約180名の参加者が、

活動を終え一回り成長した子どもたちの発表に、

感心しながら聞き入っていました。 

あつまれ！土佐チル 
～子どもの、子どもによる、みんなのためのステージ！！～  
 

【活動内容】毎年夏に要

法寺で行われているイベ

ント「ザ・縁日」にて、

自分たちで企画を考えた

ステージ（劇やマジッ

ク、ダンスの披露等）の

実施や、マジックやダン

スを地域の保育園へ出向いて実演しました。宣伝のた

めに新聞社やテレビ局を訪問しました。  

【感想】テレビ取材や、他の場所での実演の機会があっ

たのは、皆さんに期待してもらえたからだと思います。

これからは、一緒に活動する人をもっと集めて、いろん

な人に喜んでもらいたいです。 

大津子ども会連合会「クルック･ソングメイツ」 
～みんなで手をつなごう「こばとキャラバン」～ 

 
【活動内容】震災以後、普段か

らの「人と人とのつながり」が

大切と感じ、自分たちの住んで

いる地域で繋がりを作っていく

ための活動を行いました。地域

の納涼祭での歌・踊りの披露

や、自分たちが作った人形を使っての人形劇を、地域の

保育園や宅老所を訪問して披露しました。 

【感想】私たちが一番大事にしたのは、町のみんながもっと

もっと知り合って、お互いにもっと繋がってほしい、という

ことでした。地震や津波などの被害を少なくするためには、

普段からの繋がりが大事だと思います。 

浦戸小学校児童会まちづくりお助けレンジャー 
～『“かがやけ･元気･前進”をするまちをつくろう』プロジェクト～ 
 

【活動内容】「明るい笑顔

のあふれるまち」「自然や

歴史を大切にするまち」

「安心して暮らせるまち」

を目指して、桂浜の清掃や

花海道の花植え、龍馬像の

清掃、宅老所訪問やお手紙

付きお弁当の配布を通してのお年寄りとの交流、防災

啓発ポスターを作成し地域に配布するなど、様々な活

動に挑戦しました。 

【感想】浦戸小学校はまちづくりをお助けします！ 

永遠に続けます。私たちは、お助けレンジャーです！ 

太平洋学園コミュニティー協力隊 
～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～ 
 

【活動内容】あいさつ運動

や地区の運動会への参加、

地域の方と防災組織設立の

準備会や防災学習会の実

施、学校周辺や町内のごみ

拾いなどの環境美化活動な

ど、地域の方との交流を広

げていく基礎づくりができました。また、ユニフォー

ムとのぼり旗を作成し、活動時に使用しました。 

【感想】２年目に向けて、地域に対し、自分たちに何が出

来るのかを検討しながら、活動を継続していきたいと考え

ています。 

キッズ土佐山 
～防災意識を高めよう～ 
 

【活動内容】土佐山消防分団屯

所のシャッターに絵を描き、そ

の絵を通して地域の人たちに消

防分団の活動を知ってもらい、

地域の防災意識を高めることを

目標に取り組みました。デザイ

ンの作成を小学校に呼びかけ、自分たちで選考しました。

ペイントは、地域の方たちも一緒に参加してくださり、賑

やかで楽しかったです。その他、女性防火クラブの方と一

緒に独居老人宅を訪問し、火の用心を呼びかけるなど防災

啓発活動も行いました。 

【感想】仕上がったシャッターを見て、災害がなく、この

シャッターが開かない日が多いといいなと思っています。 

がんばれ高知工業高校応援隊 
～筆山における避難路案内板の設置と保全活動～ 
 

【活動内容】南海地震が

発生した際に、地域の避

難場所となる筆山へ、避

難路案内板を設置し、地

域住民の方の迅速な避難

に 役 立 つ よ う に し ま し

た。案内板の製作については、工業高校の特長を生か

し自分たちで作りました。また、日当たりが良い筆山

公園は雑草が茂りやすく、避難路が雑草でふさがれる

ことがないように、6月、１０月、１月の３度にわた

り、清掃活動を実施しました。 

【感想】今後この案内板で、地域の方の津波に対する意

識が、より強いものになることを願っています。 

－３－ 

参加者からの感想（一部） 

高知市立介良中学校生徒会 
～介良の史跡を知ってもらおうプロジェクト～ 
 

【活動内容】自分たちの住

む地区にある史跡を知って

もらうために、史跡の案内

標識を設置し、ハイキング

コースの整備を行いまし

た。案内標識の設置場所

は、地域の方に教えてもらいながら、実際にコースを

歩きながら検討しました。整備後は、地域の方や近隣

の小学校にも呼びかけ、史跡めぐりハイキングを実施

し、コース整備についての周知も図っています。 

【感想】地域の方たちの熱心な活動があって、史跡が受

け継がれているのだということを知ることができまし

た。地域の方の役に立つ愛される道しるべとして、長く

親しんでもらいたいです。 

地域記憶プロジェクト実行委員会 
～地域の記憶を地域で守ろうプロジェクト～ 
 

【活動内容】自分たち

の学校のある一宮地区

の地域に眠っている歴

史資料を、地域の方と

一緒に調査し、「地域

の記憶」を「地域の歴

史」として、未来に伝

えていくための取り組みを行いました。資料の取り扱

い方や、保存方法の講習を受け、実際に一宮の資料を

使って整理・保存を行い、また地域の方と「聞き書き

の会」を開き、資料の内容について学習しました。 
【感想】今後も、提供を受けた歴史資料の調査を続行

し、また、「聞き書きの会」は、地域の方から好評だっ

たため、共同して続けて行きたいです。 

高知市立横浜中学校生徒会「横中ボランティアの会」 
～笑顔あふれるまちづくり！「花いっぱい･クリーンアップ」大作戦！～ 
 

【活動内容】地域の清掃活動へ

の参加や、自分たちが育てた

4,500ポットのビオラを、学

校周辺の街路樹下に植えたり、

町内会、地域の保育園や介護施

設に配布し、花いっぱいのあた

たかいまちをつくる活動に取り組みました。 

【感想】活動を通して、横浜中学生が地域から必要とされ、地

域の方にとって身近な存在になりました。今後も地域の中学校

のボランティアの会として、花いっぱいのまちづくり活動を続

けていきたいと考えています。 

 ＰＡＰＡＳ 
～Good Bye RAKUGAKI（in our city）～ 

 
【活動内容】高知市の中

心商店街のシャッターや

店舗の壁などに描かれた

落書きを消し、観光客の

方が「また来たい」と思

えるような、きれいな町

を目指して活動しました。作業中、道行く人に励まし

の言葉をもらったり、商店街の方から、活動のお礼と

してドリンクの差し入れなども受けました。落書きを

消した後には、街頭での落書き防止の呼びかけや、啓

発ポスターを作成し、きれいなまちを維持するための

取り組みも行いました。 

【感想】活動してきて、自分自身が成長できました。  

各団体の活動発表後、参加者にそれぞれ

の団体の発表に対する感想や質問を出し

てもらい、こども審査員・大人審査員の

進行のもと、意見交流を図りました。 

●●●●地域記憶地域記憶地域記憶地域記憶プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会    

地道ですが大切な活動ですね。“より遠い未来への伝承”すばらしい

と思います。高校生がこんなことまでできるのか、と感動しました。 

●●●●浦戸小学校児童会浦戸小学校児童会浦戸小学校児童会浦戸小学校児童会まちづくりおまちづくりおまちづくりおまちづくりお助助助助けけけけレンジャーレンジャーレンジャーレンジャー    

卒業しても後輩が受け継いでくれるという大きな成果を残し、また

地域の大人の協力も得ることができ、よかったですね。 

●●●●ＰＡＰＡＳＰＡＰＡＳＰＡＰＡＳＰＡＰＡＳ    

まちづくりは何かをつくるだけでなく、いまあるものを大事に使う、

これもこれからのまちづくりに貢献出来ると思うので頑張ってください。 

●●●●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  

地域との交流は継続することが大事です。今後もがんばってください。 

●●●●がんばれ高知工業高校応援隊  

地域の学校で、その専門性を生かした取り組みをしたことが大変よ

かったと思います。まだ他の学科とも連携した活動が展開できそうな

ので、今後も発展させてほしいです。 

●●●●高知市立介良中学校生徒会高知市立介良中学校生徒会高知市立介良中学校生徒会高知市立介良中学校生徒会   
まだまだ知らない史跡などもあると思うので、これからも地域のみな


