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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。 

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

  

 
 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」「来年度の応

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） 

【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。⇒ 

 
★ 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 
 
≪個人 様≫ 
★ 梶原 太一  様 
 
★ 山本 吾一  様 
 
★お断り★ 
 25年度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。 

 今年度は、小学４年生から高校３年生までの合計1１名が、「こども審査員」に就任し、 

大人審査員と一緒に、6月2１日（日）に開催する公開審査会において、助成団体を決める審査を行います。 

 審査会にいどむ前に、「こども審査員」として、自分たちが審査をする際に何を重要と考えるのか（審査項目）を、

ワークショップ形式でみんなで話し合って決めます。また、審査項目の決定後は、実際に模擬審査を行い、審査会のプレ

体験をします。研修会の後には、大人審査員と一緒に、今年の応募団体に関する情報を共有する、事前審査会を行います

（写真は昨年度の様子です）。 

事前研修会 模擬審査 事前審査会 

＊「こどもファンド」の制度や趣旨の学び、 

審査項目の決定 

＊こども審査員と大人審査員が一緒に応

募団体に関する情報を共有する時間です 
＊翌週に迫った公開審査会のプレ体験です 

≪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 
 
★ 高知黒潮ライオンズクラブ 
      会長       依光 聖一 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  
 
★株式会社 豊栄電気工事 
      代表取締役    吉村 保利 様  
 
★よこせと・まちづくり市民会議 
      代表       江口 富博 様 
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（平成27年５月） 

 

【日時】 

 平成２７年６月２１日（日）１３：３０～１７：００ 
  ※時間は目安です。進行状況により多少前後する場合 

   があります。 
 

【会場】→下の枠内地図を参照してください 

 高知市保健福祉センター ３階 大会議室 
  （塩田町18－10） 

※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27年度公開審査会』 
平成27年度助成応募グループのみなさん 

団体名 活動テーマ 

NSP(ﾅﾝｶｲ ｻﾊﾞｲﾊﾞﾙ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ

ﾄ)おたすけ隊 

まもれ、高知
ふるさと

 自らの生命をまもり、我らの地域を

救う Nankai Survival Project 

 

一宮家おもてなし隊 一宮家はひとつの大家族やき！！ 

瀬戸東町１・２丁目 

元気キッズ 

こどもからお年寄りまで仲よく元気なまちづくり 

～支え合い助け合えるまちづくりを目指して!!～ 

 

高知南高校ＱＯＬの会 

 

エンディングカードで人生の質を高めよう 

～Food Treasure Hunter  

 in Namegawa！～ 
行川の食を他地域に広げる！ 

ＡPA（あったかハートで安

心・安全プロジェクト

Asahi）守るんジャー 

あったかハートで安心・安全プロジェクトAsahi 

 平成2７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、公募等により選出された、小学生・

中学生及び高校生合計1１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”で行います。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。  

《会場案内地図 》 

公開プレゼンテーション こども審査員の質疑 助成グループの決定 公
開
審
査
会
の
流
れ 

応募グループの子どもたちが、こども審査

員・大人審査員に対し、３分以内で、自分た

ちの活動目的や具体的な活動内容について説

明（プレゼンテーション）します。 

発表内容について、こども審査員と応募

グループの子どもたちとの間で、５分間

の質疑応答が行われます。 

助成の可否について、こども審査員が

判断を行います。 

こども審査員11名の過半数（６名以

上）の推薦を得たグループに、助成が

決定します。 

高知駅 

←ココです 

久万川橋 

産業道路 

至 イオン高知店 

愛
宕
通
り 

高知銀行 
久万川支店 

江ノ口小学校 

江ノ口変電所 

http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/5/facebook.html


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！～ 

 
 太陽光や電灯の灯りを蓄光し、暗闇の

中でも一定時間光る避難所誘導看板を

枚作成し設置しました。「自分の地区に

も看板を設置して欲しい」という声も寄

せられているそうです。次年度は、看板

の設置場所を増やしていくとともに、夜

間に行う避難訓練にも取り組みたいと考

えています。

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～ 

 
 商店街を賑やかにしたいと、夏は風鈴、年末

は商店街の店主やお客さん、地域の方、近隣の

幼稚園児達に「愛」という文字を色紙に書いて

もらい、商店街に飾りました。また、自分たち

の取組みをもっと多くの方知ってもらうため、

活動写真を掲載したカレンダーを作り、地域へ

配りました。 

 活動へ期待する声も、商店街や地域の方から

寄せられているそうで、活動の幅をもっと広げ

ていきたいと考えています。 

Food Treasure Hunter In Namegawa  

          ～ 行川の『食』宝物探し！！～ 

 
 地域の方に郷土料理を教えてもらい、その作

り方や料理の写真を掲載した「レシピ集」を作

成しました。また、田植えや稲刈り、料理を教

えてもらった地域の方たちを中心に招き、メン

バーの子どもたちが教えてもらった郷土料理を

作って食べてもらう「おもてなしの会」も開催

しました。今後は、もっと紹介するレシピを増

やし、実際に料理も提供できる機会を増やした

いと考えています。 

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良く元気なまちづくり 

～とどけよう笑顔と元気・ひろめよう仲良しの“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

ました。活動も2年目となり、地域の人と顔見知

りになって、お互いが声をかけあえる関係に

なってきたそうです。地域イベントにも積極的

に参加しています。 

横浜小学校 めざせ！クリーン地域
  ～「自然学習林一斉清掃」「めざせ！クリーン地域」～
  

 自分たちの住んでいる地域を綺麗にし

たいと、横浜小学校の裏手にある自然学

習林の清掃に取り組みました。 

 清掃当日は、横浜中学校生徒会や、地

域の多くの方が参加してくれたそうで

す。地域の方と一緒に清掃活動をするこ

とで、地域との団結力や結びつきが強く

なったように感じたと発表していまし

た。 

ＮＳＰ(ﾅﾝｶｲｻﾊﾞｲﾊﾞﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
  ～ まもれ、高知 自らの生命をまもり、我らの地域を救う

                         Nankai Survival Project 
   

 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。

 地域の防災課題を提 示した広報紙

「NSP

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、併せて行い

ました。

 参加団体や会場に来られた皆さんの投票で選ぶ「ベストパフォーマンス賞」や、審査員が選ぶ「ベストハッピー

賞」、「ベストピカッと賞」、「ベストこどもファンド賞」それぞれについて、表彰を行いました！ 
 
 ●ベストパフォーマンス賞：活動内容や本日のプレゼンテーションが一番よかったというグループ 

 ●ベストハッピー賞：多くの人のためになる、喜んでもらえる活動をしたと思うグループ 

   ●ベストピカッと賞：活動の進め方や活動内容について、工夫や面白さが感じられたグループ 

 ●ベストこどもファンド賞：活動発表会でのプレゼンテーション、活動内容などすべてあわせて一番よかっ                                                                                            

たと思うグループ 
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～みんなでお年寄りの命を守るんジャー！～  

 
 太陽光や電灯の灯りを蓄光し、暗闇の

中でも一定時間光る避難所誘導看板を5

枚作成し設置しました。「自分の地区に

も看板を設置して欲しい」という声も寄

せられているそうです。次年度は、看板

の設置場所を増やしていくとともに、夜

間に行う避難訓練にも取り組みたいと考

えています。 

高知市立介良中学校生徒会 
  ～やるじゃん！介良「介良の史跡をみんなに知ってもらおう                              

                                プロジェクト Part２」～ 
 自分たちの地域にある史跡や戦跡を多く

の人に知ってもらいたいと、案内板・表示

板の整備に取り組みました。また、整備完

了後は、地域の人たちと一緒に史跡めぐり

ハイキングを実施しました。 

 教科書では学ぶことが出来ない地域の身

近な歴史に触れることが出来たこと、ま

た、ハイキングに参加してくれた人たちの

笑顔に、メンバー皆が達成感を感じたよう

です。 

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

ダンス班、劇班、バンド班、マジック班に分

かれて出張舞台を行いました。なかでも、ダン

ス班「ハッピースカイ」は、50ステージを達成

したそうです。実演している人、観ている人の

両方が楽しむステージを行い、沢山の笑顔と出

会い、交流することが出来たそうです。メン

バーは、住んでいる地域や学校もバラバラです

が、絆を大切にしながら、活動を続けていきた

いと考えています。 

めざせ！クリーン地域  

「自然学習林一斉清掃」「めざせ！クリーン地域」～ 

自分たちの住んでいる地域を綺麗にし

たいと、横浜小学校の裏手にある自然学

清掃当日は、横浜中学校生徒会や、地

域の多くの方が参加してくれたそうで

す。地域の方と一緒に清掃活動をするこ

とで、地域との団結力や結びつきが強く

なったように感じたと発表していまし

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Ⅲ～ 

  

 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、花苗を植える活動に取組みまし

た。地域のイベントや活動に参加すること

で、地域の方達との繋がりが深まったと感

じたようです。 

 大人になっても、地域活動へ積極的に参

加し、より良いまちづくりに貢献したいと

考えています。 

 平成2７年３月22日(日)1３時30分から、高知市南部健康福

祉センター２階大ホールにて、平成2６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。 

ﾅﾝｶｲｻﾊﾞｲﾊﾞﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ)おたすけ隊  
自らの生命をまもり、我らの地域を救う  

Nankai Survival Project ～ 
   

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。 

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、併せて行い

ました。 
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【ベストパフォーマンス賞】 【ベストピカッと賞】 【ベストハッピー賞】 【ベストこどもファンド賞】 

キッズパフォーマーズ土佐チル Food Treasure  Hunter 
In Namegawa 

高知市立愛宕中学校生徒会 高知市立介良中学校生徒会 


