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（50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) 

【会場案内地図】 

  

 
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

の応募に向けて活動の磨きあげをしたい。」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 
【連絡先】          

        （℡/088-823-9080） 

 平成26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。 

 審査は、公募により選出された、小学生・中学生及び高校生合計13名のこども審査員と、７名の大人審査員が一

緒に行い、審査員の協議も、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会場で、“公開”で行われま

す。応募グループの子どもたちは、「自分たちの住むまちを良くしていきたい！」と真剣に審査会に挑んでいます。

公開審査会は、どなたでも自由にご覧いただけますので、会場へぜひ足をお運びいただき、そんな子どもたちを応援

してあげてください。  

【日時】 

平成２６年６月２２日（日） １３：３０～１６：００（予定） 

【場所】 

高知市南部健康福祉センター２階 大ホール 

         （高知市百石町３丁目１－30） 
 
※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。 

「こうちこどもファンド」 

平成26年度公開審査会 

【発行元】 

   高知市地域コミュニティ推進課 

   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/ 

★フェイスブック開始しています！★ 

高知市役所ホームページのトッ

プ画面にある、こちらのバナー

からご覧いただけます。⇒ 

≪企業･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 
★高知県青年読売会 会長      尾崎 知宏 様 
★国際ロータリー第2670地区  
          ガバナー    関  裕司 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 
★依光内科クリニック 院長      依光  聖一 様 

≪個人 様≫ 
★ 梶原 太一  様（高知市幸町） 
★ 久川 憲四郎 様（神奈川県横浜市） 
★ ほか、6名の個人の皆様 

★お断り★ 
２４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。 

 

 
 

編集・発行：高知市地域コミュニティ推進課(TEL/088－823ー9080) 
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（平成26年４月） 

 平成26年度のこうちこどもファンド助成事業募集期間は、５月９日（金）までです。 

 こうちこどもファンドは、「自分たちのまちをもっと良くしたい」と活動する子どもたちを応援する制度で

す。新しい活動に取り組みたい、現在やっている活動をもっと広げたい、という皆さん、まだ間に合います！   

 こうちこどもファンド助成事業に応募してみませんか？ 

 多くの皆さんのご応募をお待ちしています♪ 

 何か活動をしてみたいという気持ちはあるけれど、アイデアに 

しづらい、または意見がまとまらない、という時にも子どもたち 

の相談役として、ぜひ「こどもファンドアドバイザー」をご活用 

ください。費用は必要ありません。 

「こどもファンドアドバイザー」を積極的に活用して、いま考え 

ているアイデアへ、さらに磨きをかけませんか？ 

 アドバイザー派遣を希望される方は、地域コミュニティ推進課 

までご連絡ください。 

 日程調整のうえ、ご希望の場所へ直接出向きます。 

 （連絡先：地域コミュニティ推進課 ８２３－９０８０） 

 

お気軽にお問い合わせを！ 

アイデアが固まってなくて
も構いません。お気軽に、
お問い合わせください！ 

平成26年度の助成事業募集について  

受付期間：平成26年５月９日（金）まで 

助成対象になる活動期間 

平成26年７月１日(火)～平成27年２月28日(土) 

助成金額：１事業あたり20万円まで 

応募団体の資格 

次の①から③の全てを満たす団体が対象になります。 

①18歳までの友達・仲間が３人以上いること 

②①のメンバーがひとつの家族(兄弟姉妹)だけでないこと 

③サポートしてくれる大人が２人以上いること 

審査の方法 

①書類審査 

提出された申請書の内容を、事務局が確認します。 

②公開審査 

こども審査員と大人審査員が皆さんの説明(公開プ 

レゼンテーション)を聞き、質問して審査します。 

公開審査会の日程：平成26年６月22日(日) 

活動発表会の日程：平成27年３月22日(日) 

http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/5/facebook.html
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大津子ども会連合会「クルック･ソングメイツ」 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【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、その思いをミュージカルにして披露しま

した。ミュージカルを観てもらうことで、震災のことを

忘れない、意識してもらえるような効果があったと考え

ています。 
 

【活動を通しての感想】大津地区を越えて、沢山の人に

観に来てもらえました。上演するまで色々なことが   

ありましたが、沢山の人たちに支えられ、自分たちの願

いを、多くの人に伝えることが出来ました。 

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～ 

 
【活動内容】 

 地域の公民館や、図

書館、保健・福祉拠点

施設等へガラス飛散防

止フィルムを貼る活動

や、遊びながら避難生

活や津波避難ビルのこ

となどを知ってもらい

たいと「避難所カルタ」を100セット作成し、団体の通

う学校周辺の小学校や保育園に配布しました。地域貢献

型防災活動を行ったとして、第18回防災まちづくり大賞

総務大臣賞(全国で６団体が受賞)も受賞しています。  
 

【活動を通しての感想】防災学習を通して、沢山の人と

出会い、一緒に学習を深め、繋がることが出来ました。

自分たちが大人になって大地震が発生した時、助けるこ

とが出来る人になりたいと思います。 

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～ 
 

【活動内容】プロの看板

業者さんに教えてもらい

ながら、収容避難場所で

ある旭中学校への案内看

板や、高知大学の「防災

助っ人隊」に協力しても

らいながら、防災マップ

を作成しました。地域の

防災イベントでは、高知

大学の岡村教授を招いた講演会を開催し、地域と連携し

た防災と減災の環境整備を目指して活動しました。 
  

【活動を通しての感想】今回の活動を通して、自分たち

が一生懸命に頑張れば、地域の方も一緒に活動してくれ

ることが分かりました。地域の方から、来年もぜひ活動

して欲しいと言われ、励まされました。今回の活動の反

省を生かしながら、人と人を繋ぐことが出来るよう、活

動していきたいと思います。 

  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～ 
 
【活動内容】愛宕商店街の

活性化を目的に、夏は、風

鈴と朝顔の造花、商店街へ

の応援メッセージを短冊に

書 い た も の を、冬 は、

「冬」と「商店街にあるも

の」を題材にした俳句の色

紙を、商店街のアーケード

に飾りました。 
  
【活動を通しての感想】学校近くにあるのに、自分たち

が、商店街のことをあまり知らないことに気づきました。

活動を進めていく中で、自分たちの街を意識して良くして

いこうという気持ちを、強く持つようになりました。 

  平成26年３月23日(日)午後１時30分から、高知市南部健康福祉センターにて、平成

  当日は、発表団体や、子どもたちの活動を応援したいと、高知市子どもまちづくり基金への寄付を寄せてくださった高知黒潮ライオンズクラブ様、高知南ライオン

 ズクラブ様など１７０名の方が、参加してくれました。

  昨年度に引き続き、活動発表会の参加者に、発表した８団体の中から、「自分もやってみたい！」「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、

 得票数の多かった団体順に、『金賞』『銀賞』『銅賞』を決定しました。

  受賞した団体には、岡﨑高知市長から賞状が、こども審査員から表彰楯が授与されました。
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   瀬戸東町１・２丁目元気キッズ 
   ～子どももお年寄りも仲良く元気なまちづくり～ 
 

【活動内容】地域の畑で、有機無農薬の野菜づくりを行い、収

穫した野菜を、自分たちの遊ぶ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たり、食事会を開いて交流を図りま

した。 
 

【活動を通しての感想】 

地域に住むお年寄りと交流ができ、お互いの顔や名前を知るこ

とで、前よりももっと支えあい、助け合う気持ちが強くなりま

した。今後は、一人暮らしのお年寄りの訪問や、施設の訪問も

考えていきたいと思っています。 

高知市立横浜中学校生徒会 「横中ボランティアの会」 

 

【活動内容】｢まちをきれいに｣｢中学生の力で地域を活気づける｣｢大

人になってもまちづくりに参加する｣を目標に、地域の清掃活動や、

自分たちが育てた花苗を、学校周辺の街路樹下や、校区の保育園、

公民館、福祉施設等の14箇所に植える活動を行いました。 
  
【活動を通しての感想】地域の一員として、なくてはならない存在

になることを目指していきます。自分たちが大人になっても、地域

の行事やイベントに参加し、より良いまちづくりに貢献したいと思

います。 

 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

に笑顔の輪を広げるプロジェクト～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【活動内容】沢山の人に笑顔になってもらい

たいと、保育園や小学校、デイサービスセン

ターなどに出向き、マジックや踊り、演劇等

の舞台を披露しました。 
 

【活動を通しての感想】今後は、①メンバー

を増やす、②活動範囲を広げ、もっと色々な

ところへ出向く、③もっと大きな舞台でや

る、④舞台の質を高めるという目標を掲げ

て、練習に励み、積極的に活動に取り組んで

いきたいと考えています。  

分から、高知市南部健康福祉センターにて、平成25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、発表団体や、子どもたちの活動を応援したいと、高知市子どもまちづくり基金への寄付を寄せてくださった高知黒潮ライオンズクラブ様、高知南ライオン     

ズクラブ様など１７０名の方が、参加してくれました。 

昨年度に引き続き、活動発表会の参加者に、発表した８団体の中から、「自分もやってみたい！」「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、 

得票数の多かった団体順に、『金賞』『銀賞』『銅賞』を決定しました。 

受賞した団体には、岡﨑高知市長から賞状が、こども審査員から表彰楯が授与されました。 

 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】 

防災マップの作成や地

域の子ども・高齢者と

の交流活動、町内環境

美化活動などに取り組

みました。 
   

【活動を通しての感想】活動を進める中で、グ

ループの認知度が上がってきたことを感じまし

た。地域の方との交流を深めることが出来たと思

います。  

参加者全員で 

集合写真をとり

ました♪ 


