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≪企業･団体 様≫ 
★ 一般財団法人高銀地域経済振興財団 
      理事長      森下 勝彦   様 
 
★ 株式会社四国清掃工業 
      代表取締役    森国  勇 様 
 
★ 高知県青年読売会 
      会長       尾崎 知宏 様 
 
★ 高知市まちづくり未来塾        様 
 
★ 高知民踊クラブ 
      代表       豊永 止子 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  
 
★ よこせと・まちづくり市民会議 
      代表       江口 富博 様 
 
★ 読売センター高知長浜 
      代表       中村  治 様 
 
★ その他 企業から １件  

こどもファンドアドバイザー 

畠中 洋行さん 

≪個人 様≫ 
★ 梶原 太一 様 

 

（50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) 

アドバイザー派遣については、 

 下記までお問い合わせください。  
 【連絡先】 

             

   （℡/823－9080） 

お気軽に 

ご 相 談 く だ

さい♪ 

 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」。活用の方法は、大きく分けて３段階

あります。 

 １つ目は、ファンドへの応募を考えた時、どんなこ

とをしたらいいかな？何から始めれば？といった相談

に対し、一緒に考えを整理するサポート。 

 2つ目は、応募した後、公開審査会において、どんな

風にみんなの前で発表したら良いかを検討する際のサ

ポート。 

 3つ目は、実際に助成を受けて活動に取り組む中で、

いろいろな悩みが出てきた際に、どうしたら良いか考

える時のサポートを行います。 

 派遣費用は無料です。ご希望の場所に出向きます。  

 「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。 
   

【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/ 

  こどもファンド助成団体の 

 活動は、Facebookでも紹介 

 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。 

こどもファンド刊行物紹介 

6月開催の平成26年度こどもファン

ド公開審査会報告書を作成し、地域

コミュニティ推進課のホームページ

に掲載しています。 

公開審査会って何す

る の？と い う、来 年

の応募をご検討中の

グループの皆さん。

ぜひ参考にしてくだ

さい！ 

 
 

編集・発行：高知市地域コミュニティ推進課(℡/823ー9080) 
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（平成26年11月） 

 学園祭や音楽会。秋は何かと忙しい子ども達ですが、仲間と協力し合いながら、こどもファンドの活動にも元気

に取組んでいます。今回は、これまでに行われた活動や、今後の予定をご紹介します。10月には、高知市広報番

組「未来にはばたけ！こうちキッズ」（RKC高知放送）において、活動に取組む子どもたちの様子が放映されま

した。視聴者の方から、今後の子どもたちの活動の様子をもっと見たい！という嬉しい感想をいただきました。 

 今後も、子どもたちの活動の様子は、facebookや地域コミュニティ推進課のホームページにて、随時お知らせしていきます♪ 

 子どもたちの応援を、引き続きお願いします！ 

  ～ とどけます 笑顔と感動 交流で ～ キッズパフォーマーズ“土佐チル” 

 演奏、劇、ダンス、マジックの４演目を、小学校のバザーや、保育園、幼稚園、高齢者福

祉施設など、出演依頼を受けた先に出向き、披露しています。ダンス班「ハッピースカイ」

は、今年、50ステージを目標に、精力的に公演中です。プロのマジシャンに指導してもらっ

ているマジック班「マジー７」のマジックは本格的で、どの現場でも大好評！劇班「土佐チ

ル座」の脚本も、子どもたちのオリジナルで、独創性の溢れる内容になっています。新聞で

も取り上げられ、注目度UP！の「土佐チル」さん。出前舞台の依頼を絶賛受付中です。 

旭東防災レンジャー  ～ みんなでお年寄りの命を守るんジャー！ ～ 

 
 
 
  地域の保育園・小学校で舞台披露 

  （ダンス・マジック班）  

  ●日程：11/29(土) 

  ●場所：秦中央保育園、 

      江ノ口小学校 
 
  土佐チルクリスマスライブ 

  （劇・ダンス班） 

  ●日程：12/23(火) 15時～ 

  ●場所：おまちﾍﾞｰｽ(大橋通り内) 
 

  高知市子ども劇場NPO化 

  10周年記念演芸会に出演 

  ●日程：平成27年 ２/22(日) 

  ●場所：要法寺会館 

暗闇でも光る避難所誘導看板の設置場

所を検討するため、９月・10月と、

実際にまちを歩いてみました。途中、

お年寄りにお弁当宅配サービスを実施

している事業所へ立ち寄り、地域の中

で、独居高齢者が多いエリアの情報等

について、教えてもらいました。 

 
 

12月に看板設置予定。以後は、設置を知らせる

チラシやポスターを作り、近隣のスーパーで配布

や、町内会掲示板を使って、周知を図ります。 

看板のイラスト案を、 

メンバーそれぞれが 

持ち寄り、 

話し合いました。 

看板の設置場所を

絞り込むため、看

板見本を持って、

現地確認。避難す

る人に分かりやす

い設置場所はどこ

か、意見を出し合

いました。 

http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/5/facebook.html
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 12月に、アートイベント「愛ヒラヒラ」、商店街への

メッセージ俳句展示を実施する予定です。昨年度に取組めな

かった、商店街のイメージ看板も作成する予定です。 

 

 地域のイベント参加や、清掃ボランティア、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。10月下旬に、「花華いっぱい大作戦パートⅢ」に向け

て、ポット苗の植え替え作業を行いました。 

 11月下旬には、横浜小学校や地域の人と一緒になって、自然学習

林の清掃にも参加しました。  

笑顔あふれるまちづくり！！ 

 ～ Let'sクリーン花華
は な

いっぱい大作戦Ⅲ ～  
高知市立横浜中学校生徒会｢横中ボランティアの会」 

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～ 

    校区にある愛宕商店街活性化を目的に、活動していま

す。12月に、愛宕商店街の店主やお客さん、近くにある江

ノ口コミュニティセンターの来館者等に呼びかけ書いても

らった「愛」という文字を、商店街に飾るアートイベント

『愛ヒラヒラ』を実施するべく、準備を進めています。愛

宕商店街にお越しの際には、ぜひイベントにご参加を！皆

さんの『商店街愛』を、文字で自由に表現しましょう♪ 

 

 

 11月末から1月にかけて、学校前にある街路樹下の道路脇花壇

や校区内の福祉施設等へ自分たちが育てた花苗を植える作業を行

います。来年２月には、次年度の活動資金を得るため、

校区小学校のPTAバザーで花苗販売も行う予定になっ

ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  介良にある史跡の案内板等整備に取り組んでいます。 

  9月に再度、地域の方と一緒に山へ登り、史跡や戦跡の場所 

 を案内してもらい、道標や史跡紹介の掲示板を、どこに設置し 

 たら良いかを確認しました。 

やるじゃん！介良  

～介良の史跡を知ってもらおうプロジェクト Part2～ 

高知市立介良中学校生徒会 

「自然学習林一斉清掃」「めざせ！クリーン地域」  

史跡だけではなく、

戦跡も貴重な地域の

歴史として、伝えて

いきたいと考えてい

ます。 

  
  

史跡めぐりハイキング 
 
●日程：平成27年２月８日(日） 

 自分たちの住んでいる地域を綺麗にしたいと、

活動に取り組んでいます。横浜小学校の裏手にあ

る自然学習林の清掃を11/22(土）に実施しまし

た。当日は、横浜中学校生徒会メンバーや、地域

の多くの方が、参加してくれました。 

 

  

 12月に、校区周辺の清掃活動を行う予定です。 

 

一斉清掃実施前に、小学生

ボランティアの参加者を増

やすためにはどうすれば良

いのか、メンバーで話し合

いました。 

大きく 

 なぁれ♪ 

横浜小学校めざせ！クリーン地域 

 『愛ヒラヒラ』アート 

イベントの実施方法について、 

こどもファンドアドバイザー 

と一緒に、メンバーみんなで 

話し合いました。 
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ＮＳＰおたすけ隊  ～ まもれ、高知
ふるさと

 みずからの生命
い の ち

をまもり、我らの地域を救うNankai Survival Project ～  

  

 
 

 地域の自主防災の会やまちづくりの会に参加し、自分た

ちの活動報告や来年度の取組み内容について助言をもらい

たいと考えています。 

 地域の人と連携しながら、防災啓発活動に積極的に取組

んでいます。これまでに、地域の防災課題を提示した広報

紙「NSP通信」や校区避難場所一覧を作成しました。 

 校区避難場所一覧は、保小中の全ての保護者、地域自主

防災組織および地域住民に配布し、自宅から直近の避難場

所への津波避難訓練も、併せて行っています。 

 11/１(土)には、メンバーの他、有志の生徒合計20名が

参加し、桂浜を訪れた観光客に対し、桂浜周辺の案内図や

南海大地震が発生した際の避難の仕方等を記載したチラシ

を配布しました。 

 お土産店にもチラシを持参し、店内に貼ってもらえるよ

う、お願いもしています。 

Food Treasure  Hunter In Namegawa！ ～ 行川の「食」宝物探し！！ ～ 

積極的に 

声がけを 

行ないました！ 

 自分たちの中学校がある行川地域の伝統料理

の発掘と周知、地域の方との交流を目的に、食

のカタログ作りに取組んでいます。 

 8月末に地域の川﨑さん宅へ伺い、蒸し羊羹

と、特産の生姜を使った天ぷらの作り方を教わ

りました。10/11(土）には、6月に植えていた

田んぼの稲刈りを、小学校・中学校、地域の人

に呼びかけ、行いました。当日は、約60名もの

方が参加してくれました。 

生姜も天ぷらにすると 

全然辛くないから 

不思議！！ 

蒸し羊羹も新・食・感♪ 

でした。 

瀬戸東町１・２丁目元気キッズ 
 こどもからお年よりまで仲よく元気なまちづくり 

   ～ とどけよう笑顔と元気・ひろめよう仲よしの“わ” ～ 

 野菜作りをしながら地域のなかで仲間作りをし、収穫した野菜

は、近所の公園を清掃してくれている老人クラブの方や、一人暮

らしのお年寄りを訪問してプレゼントしたり、食事会で一緒に食

べるなど、地域のお年寄りと交流を深める活動をしています。 

 10/5(日）には、収穫したお芋を使ったスイーツを、プロのパ

ティシエに教わりながら作り、それを老人クラブの方と一緒に味

わう交流会を開催しました。交流会では、子どもたちが趣向を凝

らしたダンスやマジックも披露され、招かれたお年寄りたちから

は、終始笑い声のあがる、楽しいひと時となりました。 

 また、10/17(金）かるぽーとで開催された第54回高知市社会

福祉大会において、福祉の視点からまちづくりを進める先進的な

事例として、瀬戸東町１・２丁目元気キッズの活動を大人サポー

ターが発表しました。 

 
  
  料理の写真収集、カタログ製作 
  
  ●日程：平成26年11月～平成27年1月  
  
  地域の人と食事会(カタログお披露目) 

  ●日程：平成27年２月予定       

     
  冬野菜の収穫、地域の老人ホーム・デイサービス訪問 

  ●日程：平成27年１月～ 


