困

巨二二司

高知市市民活動サポートセンター
特定非営躍動法人NPO高知市民会議

公益信託高知市まちづくりファンドニュース

8雪
2007年4月1

5日

随喜②萱轍咄齢㊧
薄蓬萄≪

⑨ 睦避註謹竃

「今の地域や社会のありようを…」
「壊れていく自然環境を・・・」
「困っている人たちを・・・」

今の地域や社会Iこ足りないことIこ気づき、
目

次

「ほっとiナない」思いを大切Iこ、

と○○6孝義公蜜個髄高畑高まちづくりファンド

信じる「価値」の実現Iこ向Iナて、自らすすんで行動を始める…。

中細発病会
中間発表会の流れ

それが、まちづくりの出発点。

と

「まちづくりはじめの一歩」コース
「まちづくり-歩前へ」コース

中間発表会を終えて
アンケート結果

と
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無関心ではなく、

6

6

情熱をもって積極的Iこ行動する

2003へ2006年度まちづくりファンド助成先団体・活動状況
まちづくりファンド・フォローアップ事業「YORIAl

と○○6年慶
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「ぽっとIナない」人たちはとても魅力的。

(よDあい)」

公益僧職高知高まちづくりファンド

「ほっとIナない」思いを大切Iこ、行動する市民が増えれば、

籍と次公調書重合
「まちづくり大き穣一夢(ソフトからハードへ)

第2次公開審査会の流れ

1

」コース

まうづくりはすすあ。

o

そして、「ほっとけない」市民が

「まちづくり大きな一歩(ソフトからハードへ)

-次判断における運営委員の主なコメント

第2次公開審査会竃童結果表

一次判断を絶えての質疑

8

1

1

」コース
1

1o

まちづくりはもっとすすを。

o

1

最終判断における運菖委員のコメント

「つながる」(組織化・ネットワーキングする)ことで、

o

1

1

公蓋倍鰐「軍畑市まちづくりファンド」とは/今韓の予定

1含

語合
2○○7年l月27日(土)、公益信託「高知市まちづくりファンド 中間発表会」が開

中間発表会の流れ

篤認諾蓋悪罵誤豊,諾器蒜書誌誌謹告
ました。意見交流では和やかな雰囲気の中、さまざまな意見が飛び交いました。

意見交

響せん貼りタイム

プレセンチーおヨニ
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蘭

各事業の進ちょく状況とともに、工夫している点、

記入済みの付せんを団体ごとに貼ってもらう。

困っている点などを3分間で発表。

"

喜■

菖

運営委貝が貼られた付せんの内容を団体ごとに
紹介し、参加者との意見交流を実施。

参加者に、各事業についての質問・良い点・提案・

その他の意見など、付せんに書いてもらう。
」害

蝿非婚曙妙趣

の鵜臆鵜

eROUP

健胃善と暗案善がふれあう
し1毒いきまちづくり
8月に予筆の5分の4を
使って、鉢・ブロック・棚等

を買った。番い中、ブロッ
クの上に棚を乗せ、土を作っ

て鉢に入れ、一輪車で指
定の場所まで運んだ。そ

の作業は大変だったが、
水やりに誘った人が「私
ここに初めて来たわ、嬉
しい」と言ってくれた。
また、団地内の草ほうぽ
うの場所を整地して、花
畑にしてくれている人もいる。現在は、季夏秋冬の花
や木を買ったD貰ったりして頑張っているが、花にあ
Iブる水を各自が家から運んでおり、苦労している。
2

活動を通じて、団地住民の意識は変わっ
てきたか?
患種一部の人は花を植えてくれている。

「綺

麗にしてくれて、ありがとう」と声をかけ
てもらうこともある。
水やりの問題への対策は?
教案県営住宅の管理人に相談をしたが水道
を使わせてもらえないので、花壇の横にポ
リタンクを轟いて水を貯めたり、各自が各
家庭から運んだりして水やりをしている。

今後の活動展開は?

患国参加者の中で障害のある方の割合は半
分くらい。車椅子を利用している人や健常
者にも、今以上に参加してもらえるよう声
がげをしていきたい。

S2008年に高知で花や食をテーマにした「で

看横浜市の事例だが、商店街の屋根に降っ

あい博」という催しが開催される。花のイ
ベントを盛り上げるためにも、ぜひ協力し
ていってもらいたい。
○団地の人にSOSを出したり、町内会に

た雨水を2、

協力を求めたりするなど、もう少し幹を広
げていくような工夫をしてみては?

3軒分まとめてワイン樽に貯め、

貯まった水をショウロに入れたり、ホース
を引いたりして水まきが楽にできるようになっ

た。ワイン樽なので見た目も美しく、商店
街の美化にも繋がったそうだ。参考にして
みてはどうだろう。

当事∴l

寺本票

e教ouき

細1住民の共感は得られているか?

御童瀬地職の「お祭り」による

活性化とまちづくり

なく、地域の生活に入った上で「-緒にやりましょう」

と声かけする必要がある。深く関わっていかない限
12月10日に「御重

‥

雪.三

瀬ひもの祭り」を開催。

フアンづくりを目標に

己∴
香.

-歩前へ進めたと思う。

「これでいける」とい

,"

ざ完工器警言誤
￣

細

一

ていかなけれiよ筆な
るお祭りに終わってし

まう。高齢化している御霊瀬が活性化して、

患国実行委員会は御重瀬出身ではない5人が中心
となり活動している。遠くから声をかけるだけでは

「あのまち元気だね」

と言われるようになりたい。プログという新しい情報媒体で皆さ
んがひもの祭りを宣伝してくれているので、今後はインターネッ
トも活用していきたい。次回は更なる収穫を目指し、実行委員会
や地域の人たちと共に考えていIナればと思う。

り、地域おこしは難しい。

ひもの祭りも今回で3回目だが、何か纏しい展
開は?

漢国定着には至っていないが、認矧よされた。祭
りの様子を写真に撮り、プログで書き込みをしてく
れる人もいて嬉しく思う。今回は御重瀬の古い写
真展を行った。 60年前、人口密度が一番多い村
ということでGHQ

(連合国軍最高司令官総司令部)

が調査に来たことがあるが、現在は高齢化率が高
知市内で-番高い。そのギャップもふまえて、

「懐

鵜探していけば、干物と獅子舞の接点があるような
気がする。何度か御重瀬を訪れてみて、街の中でや
るのとはまた違った空気があると感じた。

かしいまち」のイメージが定着することを願う。
獅子舞について詳しく知りたい。

田御長瀬を「獅子舞のまう」にしたいという目標
もあるが、少し難しいと感じている。金子しゆうめい

さんと御重瀕の獅子舞をうまく結びつけていくこと
が今後の課題。ひもの祭り以外で、獅子舞の大会な
どを考えていった方が良いかもしれない。
○釣りやミニ水顔館など、干物になる前の生の魚と
の触れ合いもあればいいな。
S心意気を応援したい。頑張って!

eROUP

地元住民との関わりは?

市民の商整鵬と
農園傭韻事ヤコブ

漢書活動を始めた頃は協力してくれたり、行事に参
加してくれた。最近少し関わりは少なくなっているが、

道で会った時などは、ねきらいや、お礼の善業をか
けてくれる。地元との関係性Iふ今後の活動を左右

旧鋼材の吉原河川
公田で、畑、水田、茶畑

など親子で農業体験
をしなから、昆虫との

関わり、食の安全、食

物ができるまでにど
のような苦労がある
かなどを学んでいる。
あまり整備されず、章
ほうほうだったキャンプ場に芝桜を植えたり、整備をすることで
公田化し、広く市民に利用される場所にしていきたい。農園体験
キャンプには43名の参加があり、畑の手入れを行った。
檀え、

9月には稲刈り、

5月に田

12月に芝機を檀えた。今後も活動を統iナ、

花や木で美しく彩られた公田を目指したい。

するポイントであり、大きな課題だと思う。
広報は?

教案過去に参加してくれた人に案内の手紙を出し
たり、高知新聞の伝言板「仲間にどうぞ」へ掲載し
たり、イベントの都度、地域報道部の方に記事を書

の方が参加してくれるようになった。

いてもらっている。

漢国米作りIよ震刺こ肥料のやり方を聞いて行ったが、

イベント参加者に変化はあるか?

霊園体験を通しての感想は?

多すぎたようで稲が倒れてしまった。結果、モミの

教案「新著雷光山健景ウオーク」には的26名の応募
があり、これまでとは違ったグループが参加してく

状態で31kg収穫した。天日乾燥した後、精米をして

れた。 「ホタルまつり」の時は参加希望者からの問
い合わせで電話が鳴り続ける程の反書があり、 「週

自分たちの手をかけて育てた分、おいしさが違うこ
とを実感した。

20kgになった米を、芝桜の作業をした日に少し食べ、

末ふれあい農園体験キャンプ」には幅広い年齢○
○いきなり担い手となると大変なので、 「イベント
への参加→手伝い→担い手」というように、段階を
ふんでもらうことが必要だと思う。
"今後、交流が盛んになって、旧鍾村が賑やかな地

域になると良い。
"定期的、行動的な活動。さらに、目標を見据えな

がら新しい挑戦をしようとしている。高知一の芝桜
が見られるよう、地道に活動を頑張ってほしい。

eROUP

移動制約害に童心・妻圭の
サービスを提供するためtこ
10月l日に道路運

義壷ビス輔する; 送法の改正があり、研
細り,臆とスt力書き季○○告:.1
修をしても国からは
認められないことが

喪豊鑓艦お
ご言

亀墓か

/子

分かった。認定精留の
できる団体が全国にl
桁、四国にはl件もな
く挫折していたが、9

月に中央自動車学校
の協力を得て実技研修を行った。また、連語ボランティア協力会
員の運転研修をI

l月に行い、露習後、約13名が運転ボランティ

アに申請してくれた。
葉師依頼をし、

2月下旬に生まれる認定露営可能な団体に

400分の研修をこなして、県下にいる多くのボラ

ンティアも一緒に露営が受けられるよう頑張りたい。

〇〇〇三塁≡

どんな団体に講習を呼びかけているのか?
漢書「高知県肢体障害者協会」

、

∴

「さわやか大豊」に

へ参加してもらうよう、運転ボランティアを受け入れ

墾萱重量三軍

られる団体として取り組んでいきたい。
マスコミに取り上げてもらっているか?

漢図案葛÷尊台ここ〇〇一回

呼びかけて、何年来も運転の実技研修を矧ナている。

今後は団塊世代で大量に退職される方にこの講習

喜田高知新聞、朝日新聞、

NHK高知放送局、テレビ

朝日の「サンデープロジェクト」などに取材をしても

らい、皆さんに関心を持っていただけるよう努めて
いる。道路璽迭法の改正という田の方針に対して、

「地

域福祉にこれが必要だ」という声をあげていく力は
喜良いことをしようとしているのに、法の壁に阻ま
れて本当に残念だ。
■露転ボランティアの活動を広げようと、制度やし
くみの壁に挑戦し、目的に向かって確実に活動して

〇二丁子了∵「′章-「

.

.子、
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.要す軍相、○○

まだない。道路運送法はタクシー業者が利益に走っ
て、安全と安心の連転が損なわれることがないよう
に規制するはずの法であったにも関わらず、市民の
活動にまで規制が及んできている。
○法制度の壁もあるので、行政に椎進しようとする
気持ちをもってもらいたい。タクシー業者の理解、
担い手づくりなど色々な課題があり大変だが、共に
頑張ろう。

いることを頼もしく思う。
3
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「「修了生をどのように次の活動へと繋げていく
のか?

地培リハビリテーション・
サポーター賛成講座

漢書お弁当を作って独居老人に配る、子ともたちと

挨拶運動をするなど修了生の今後の活動につい
ては詰めていきたい。

8月から大津地区住民

20名、中学生7名で露

げを-緒に行うなどの交流も図った。

名、中学生6名が資格を取得。

1

I

所で体操や話し合いなどを頻繁に行ったりしている。

前脚艶、

座をスタート。認知症や

盛会

活動拠点は?

田ふれあいセンターを利用したり、たんばは宅老

施投見学、介接の練習、
救急救命露座を行った。

昨剛聞手雪をかけ、
要職節弛二の連綿綱牌わ、

茶話会、会場投合や片付

l月の閉柵式では、地区住民20

2月には、これまでの卒業生が集まり、

勉強会を開いた。蘭書があっても、年をとっても大霜地区が住みやすい

活動にくま講習を修了した中学生も参加している。
中学生と活動することでの発見は?

患種中学生がいるということは非常に魅力あること
だがその反面、難しさも感じている。

追って共に活動していきたい。また、活動をとおし
て医師、理学療法士、看護師など中学生にとっては
職業の選択肢が広がると思う。

lつlつ般階を

○受講生といろいろな話をしなから、これから何を
していこうかと考えていくことはすごく大事。
○子どもの教育にも通じる良い活動だと思う。
○中学生にとっては企画段階から話し合いに参加
することで、自分のものになっていく。期待してい

るので、頑張って!

○地域の子ともたちが参加し、交流の場を広iナてい
る。前年度の修了生がステップアップして、担い手
に加わるというのも素晴らしい。

まちであるように、自分たちのできるところから取り組んでいきたい。
c教oUp

胃病構湊やメディアを通じての広報活動での成果は?

発達障害等の正しい理糠と
適切な寅腸を広げる活動
二￣〕))丁

ふ

電話をもらったり。

8月は認知蘭書

の基礎知露について
の葉濠を開催した。
I

l月は啓発活動とし

て、績川緑地公田での
フリーマーケットに参

加。発達蘭書等親の
会のパンフレットを作成した。

1

2月には特別支援教育研究会と

の共催で、鶴田小学校にて学習会を開催。発達障害者支撞センター
の見学もした。高知放送で「KOSEi」代表者の家康の映像が放
映された。

「なかなか仕事に就けない」など

子ともだけでなく大人の悩みも寄せられている。会
員だけでなく、かなりすそ野が広がってきていると

7月は発達障害の
基礎知職についての
講演、

ノ●

看案ホームページの交流掲示板で意見をもらった〇、

l月は二千・リンコさんの種満会に参加。今後は2月よ

り随時、各学校へのバンフレットの配布、職員や俣類書との懇談
を行い、 3月の親子キャンプでは裏門家を呼び、発達蘭書のある
子どもへの対応を機射したい。

感じる。

会員は増えているか?

患菓徐々に増え、現在は30名。これは親の会員数
の合計なので、会員l人に対して子どもが3へ4人ぐ
らいと考えて計算すると、全体数はかなりの数にな
ると思う。現在、賛助会員も受け付けているが、なか
なか広がらない。できれば企業などから、バックアッ
プしてもらいたい。

はないかと思うので、

PTAを中/訓こ各学校を回っ

て広げていきたいと考えている。そのような出番が
あれ(よどんどん出かけていきたい。
広報はどうしているのか?

「KOSEI」のメンバーが講

〇回会う人、会う人にパンフレットを配っているので、
だいぶ認知されてきたかなと思う。行政のバックアッ

漢国保護者からの話は先生方も聞いてくれるので

プも得られそうな雰囲気。次回の親子キャンプも、
いろいろな課から応援してもらいたい。

教員への研修会で、

師をしてみては?

■テレビで観たが、子どものいじめで困った母親が
P
丁Aで直に保護者を説得したら話を動いてもらえた。
それがきっかけで、子ともたちが動いてクラス会を
学校や教育委員会に相談しても駄目だったので、

開き、いじめ同級が解決されたという内容だった。
やはり直接親に訴えるのく弗亡常に有効だと感じた。

○親を中心とした熱心な活動に感Iされた。理解され

にくい活動かもしれないが、頑張ってほしい。

c京oUp

出張おぴさんマルシェを依頼する時の条件は?

禽う︑

おびきんロー十から魅力ある
斬しい文化を真情して,
中心商店街活性化を目指します
「

l月に「おぴさんマ

ルシェ」を開催。

…
\言●

●・二一二-

〃臆し」ぶ

この半年間では9、

●￣-J

̲

や「アートミーティング」

.

■■m

「l

月は「こうち山の日イ

教〇年末年始は休み・それ以外の時期は2カ月にl
回のペースで、3、5、7、9、

えている。

「

l月に開催したいと考

「毎月第〇何曜日」と定期的に開催すれ

ば告知もしやすくなるが、いろいろなイベントと-

何時までやっているか?

緒に開催したいと思っているので、流動的になって

教案現在は2

て盛り上がった。他に
は「参加してほしい」

しまう。

と依頼を受iナ、ミニお

ぴさんマルシェのよう

漢種「中Iむ商店街の活性化で頑張っていますね」と
言われるが、衰退化に歯止めをかけている状態なの

なくなり、街灯はあるが、出店者にしてみれば手元
が暗くて商品が見づらくなる。照明があれば遠くか
らの見た目も良く、行ってみようと思ってもらえる
のではないだろうか。できれiよ助成金の一部を照

な形で「かけはし祭り」

で、活性化しているとは思っていない。

明具に充てたい。

ベント」と同時開催し

商店街の活性化につながっているか?

1時まで。

1

8時を過ぎると人通りも少

、アートフリマ「りぷらあと」に参加した。

助成金でパラソルや椅子、テーブルを購入したことで出店害の
負担が減り、作品や商品づくりに事象できるようになって質が向
上した。重富に参加したい人や、機材の惜し出しがあることを知り、

出店したいという人が増え、若者の作品発表の機会も増えたの
ではないかと感じている。
4

漢書おぴさんマルシェへ実際に足を運び、雰囲気を
気に入ってくれた県立美術館からiよ「中庭でやり
たい」という依頼があった。依頼者のコンセプトや
思いなどを伺い、行ける範囲であれば出張したい。
開催日が定期的になる予定は?

営l(ラソルを無料貸出することで出店者に責献し、 ○おぴさんマルシェには何度か出かけたことがあ
るが、おしゃれな感じで、テーマを「食とアート」に
活動がより活性化されている。
○他の商店街のイベント等とコラボレーションして、 限定したことが成功した要因だと感じた。
どんどん活動が広がっている。

c教oUp

「葛教育関係者の理解は得やすくなったか?

ストリートタンスを遺した〇

着劃こよるまちづくりへの参画
-こ諜菩譜

高′/\-

で音職的;諾諾う黒
雲輩黒音.ト髄の依駒憐れIよ
完全に任せていきた

略を堅

い。ダンス人口の増加、

ダンスへの理鱗や認
ござ…∑′

葛郵重

知度を上げるために、

積極的に町内のイベントへ参加。高齢書誌投、陣毒害施般へも何度
か慰問した。

3月には海外からゲストダンサーを招き、ワークショッ

プなどの交流をする予定。予選大会・本選の実施に向け、県内のJR
四国割駅へポスター、チラシを貼っている。会田への情報発情として、

教案前よりは楽にはなってきている。高知県内でIよ

高知工業高等裏門学校にしかタンス部がないので、
まずIなある高校のP丁A会長をしている知り合い
をとおして、タンス部を設ける講を進めていこうと
考えている。なかなか部活動としては認められない
現実があるので、何とか認められるように第一歩を
踏み出していきたい。
若者の意欲を引き出すための留意点は?

ことで責任感が芽生えてきている。

喜田なるべく話し合しの場に来てもらい、楽しいと患っ

施設へのイベント出演依頼は簡単にできるのか?

てもらえるように努めている。患いどおりに動いて
くれないことが多く、失敗することもあるが、任せる

田基本的にはできる。メンバーの都合のつく日

○ただ単に自分たちがダンスを踊っているというだ
けでなく、施設に出向くなど社会貢献の揚が広がっ
ているのか良い。

○タンスが部活動として認められていけIま、またグッ

○ネットワークメディアをうまく活用して、

-鮫の人

にストリートタンスが認知されてきており、すぼらし

があれIよ出向いている。

と活動の帽が広がっていくように思う。

○若い人が主になって動いていることが、社会的に
も今、 -番大事な部分なのではないだろうか。頼も
しく思う。

い。毎年成長していることが実感できる。

NTT西日本やNTTドコモ四国のライブ中継零を行っていきたい。
c教oUp

予言∴予言‥

一1

∵翳

演劇ネットワークとまうづくりとの関連性は見

演劇をあらゆる市民のモー劃二へ

アートNPo活動
2○○6年度助斤

漢書例えIよ県立美術館と佐川町立横座など県と
町という2つの言わし緒になって何かをつくることiよ

この半年間に韓国

の臨丁も演劇祭や、
高松のサンポート湊
劇察、フリーダムで

lヽ

えてきたか?

公演した。

3月には、

岡山の中四国演劇祭
で公演する。県内で
は、佐川町立の公共
ホール「桜座」と県
立の美術館ホールの協同作業に私たちNPOが入り、オリジ
ナルの作品を作ろうというプロジェクトを進めている。

「演劇

祭KOCHIと○○7」では、著劇団作品のクオリティーの追求、

バリアフリー活動など、もろもろのアウトリーチ(出前)活
動を行っていこうと思っている。 4年後ぐらいには国際演劇
祭を目指すと共に、県外の公演や観劇ラリー、高校生による
上演なども行っていきたい。

行政だけでは困難。そこで我々が間に入ってリンク
していくような活動となるよう取り組んでいる。そ
ういう役割を担うことも、まうづくりだと思う。

今後の資金的な課題、見通しは?
教案海外や県外での公溜ま招へいを受iナて出かけてい
るので、資金面では助かっている。最近は財団からの助成

的な助成金を受けることができるように活動していきたい。

をもらえるようになった。ただ、自分たちだけで狙うのは

難しいので、県立美術館と-緒に事業を起こして助成金

漢書満会は劇団の集まりなので、それぞれの劇団か
らl人ずつ事務局員を出して事務局をつくっている。

をもらうというような形をとっている。また、マネージメン

実際には事務局長が〇番大変なのだが、事務局が

トに関する講習会に出かけ、勉強もしている。もつと全国

中l訓こなって、皆に号令をかけている状態。

○最近、演劇という言葉をいろいろなところで目に
するようになった。高知の文化発信として、まうづく
りに定着しようとしている点が評価できるところで

味がない」と、行く先々で活動しているので、すごい

もあり、

高知演劇ネットワーク・満会の活動は、まうづくりと

lつの歴史をつくっていくのではないかと思う。

○ネットワークの良さを生かして活動している。
O

「芸術はまうづくり」

「文化のないまうなんか憲

活動の幅が広がってきて、事務局が大変では?

と思う。

○やはり行政の八一円暇だけで「もの」は動かない。

の関係のなかで、ソフトの役割を担っているのでは
ないだろうか。

c教oUp

言

花と光ともて楊す心で
連動公田周辺をより快適に
▲真

寓関連「二翠譲二「

三二三

酪晶雷

電気代はどのようにしているか?

田昨年1

2月23日に点灯式を行い、

l月にきた電

気代請求額はl.〇〇〇円足らずだった。協力してく

れている企業からイルミネーションの管理費として
いくらかもらっている。足りない分は、寄付してもら

̲雪空:聖堅
コストを抑えた置気

うようお願いしている。
イルミネーションで工夫している点は?

配線の手配など、繍
川の河川敷にイルミ
ネーションをつける

田季節ごとにイルミネーションの横様を替えてい

ため、走り回った。現

く。今の時期は、チューリップや金魚などの形で彩っ

ている。

今後助成がなくなった場合、イルミネーション

完成するのはいつ頃か?

鵜回なるべく早く完成させたい。寄付や賛助金が
もらえるよう、引き続き声別ナをしていきたい。

在は33本ある木のう

はどうなるのか?

ち、

田点灯は掃ける。あの遣沿いを暗くすることは

漢書体育館に来るお客さんが「美しいですね」とよ

ない。

く言ってくれる。

○点滅の仕方が木ごとに違っていて、ちょっと分か

いた。時期的にも丁度クリスマスで、いい話だと思っ

1

3本にイルミネー

ションを点灯し、周辺

地域住民や外部の人からの意見は?

Iこは鏡川俣育国や第六小学校に協力してもらって花を櫓えた。
1 2月の点灯式には多くの人が参加してくれたし、近隣の人たち
も毎日見てくれている様子なので嬉しい。残りの木にも、イルミ

りにくいと感じた。

ていたが、残念ながら今のところ載っていない。

ネーションを灯し、周辺を明るくできるように頑張りたい。質助

看さらに美しきにこだわってもらいたい。

花見の時期あたりを楽しみにしている。

金の呼びかけも引き続き行っていく。

鵜点灯式の様子が新聞に競るかなと楽しみにして

1

7時半から2〇時過ぎ頃

まで点灯しているので、ぜひ見に来てほしい。
5

高知の︑この自由な雰囲気の中で︑五感に

てもらっている

高知らしい︑大変楽しく︑充実した発表会

訴えるような感覚的なまちづくりを進めて

単

も︑﹁アート﹂とか﹁食﹂とか︑人間の五感に訴

いく︒そういう意味では︑﹁ストリートダンス全

ファンドを使う人が少し減った?

でした︒近頃︑まちづくりをする人たちの幹
が広がらない︒福祉に興味がある人は福祉を︑
アートに興味のある人はアー ト を ︑ 花 に 興 味 の

しかし︑もっと輪を広げるためには︑それぞれ

ある人は花をやっているけれど︑限界がある︒

えるものが加わると広がりや す い ︒ で も ︑ 高 知

→前年度発表者
その他(l)

がコラボレーションをするしかないんです︒しか

では既にそういうことが起き つ つ あ る と い う こ

ク・演会﹂なども︑﹁若者だけがやっているんじゃ

国大会実行委員会﹂や︑﹁高知演劇ネットワー

ないよ﹂﹁支えている人たちがたくさんいるん

とを実感しました︒
例えば︑﹁高知かがみ夢探検センター﹂︒中

だよ﹂という発信をしている︒﹁さすが高知の

今年度の助成事業は︑目に見えるハードな

て食べたということで︑﹁花﹂と﹁食﹂の結びつ

心は花などの自然だと思いま す が ︑ 新 米 を 作 っ

ものが多いような気がします︒ハードコース新

まちづくりだな﹂と思います︒

委員会﹂は︑﹁食﹂と﹁アート﹂を結びつけてい

設の時には︑ソフトの活動を三年やって︑その次

きがありました︒また︑﹁おびさんマルシェ実行

が っ て い きますよね︒

ます︒二つの領域にまたがってやると︑輪が広

にハードの活動を二年やる︑という五年間を
ていくうちに︑﹁拠点が必要だ﹂﹁もう少し輪

﹁大津地区地域リハビリテーション応援団﹂

を広げたい︒そのためにはハードな施設が必要

想定していました︒つまりソフトの活動を行っ

た︒視点を変えてみると︑﹁ 食 ﹂ に よ っ て 人 と

のこれからの展開にも給食や配食がありまし
人との触れ合いがあり︑他のまちづくりのテー

なんだ﹂と思い始める︒そういうハードな施設

年間の活動を考える時に︑来年度の﹁まちづ

マに拡大していくんですね︒﹁大津地区˜﹂が

くり大きな一歩(ソフトからハードへ)﹂コースへ

す︒これからの半年間の活動と︑さらに次の一

ルシェ˜﹂のおいしいイタリア料理を出張でやっ

の応募も視野に入れていただければ︑高知の

をつくる前段階として︑ソフトの活動がありま

てみるとか︒高知の中で︑あそこへ行かないと

素晴らしいまちづくりをもっともっと全国発

無回答(2)

﹁食﹂と言ったら︑﹁御畳瀬ひもの祭り実行委

食べられない︑また︑見られないものの場所を

(6)

80%

員会﹂の干物を出してみるとか︑﹁おびさんマ

移動させることで︑また新しい高知の特性が

信できるのではないでしょうか︒

6

出てくるかもしれません︒

所用で発表が聞けなかった。残念

それぞれの団体の活動が分かった

で満足している
●まだやり足りないことがあるが、ある面できたと思う
そ全部聞いてないので

途中経過が分かって、他団体から使えそうな内容もピックアップさせ

事前の準備資金として有難い。呼びたい講師が呼べる。計画が立て
やすい。手続き他、筒素化できればうれしい
恵初めてにしては苦労する面が多かったが、みんなに喜んでもらえたの

自由記述

活動内容を理解してもらった

もう少し皆で話しあえる時間が欲しかった
発表団体以外の人が来る工夫があれば

(l)

85%

(8)

90%

(2)

95%

40歳代(5)

60歳代(3)

70歳代以上(l)

(l)

30歳代(6)

100%

50歳代(3)

(l)

20歳代(3)

120%

:あなたの年代を教えてください。

今日の満足度は向パーセントでしたか?

無回答(l)

00%とすると、
期待度を1

まうづくりに関心ある-市民として(l)
→団体の人から
その他(l)

発表団体の-員として(「0)
(l)
センターだより「えぬぴぃOh!」

発表者(8)

運営委員会からの案内(19)

(言l書的はれたあ拡たの立場を教えてください。
(裏技回答あり)
「う中間発表会を回で知りましたか?

甲i葛臆▼

高知高まちづくりファンド
2○○6年度公蓋優麗

髄塗夢診伊一時縛黒

目芭園≪ 斬罪砂田概況謝
公益信託高知市まちづくりファンド誕生から、これまでに助成を受けた44団体を対象に、活動状況についてお聞きしました。

その中で、現在の悩みや課題、活動を続けていく上でのアドバイスを一部ご紹介したいと思います。

活動を続けていくうえでの悩みや課題

人材

催し当日のボランティアはある程度集まるが、運営に関わってくれる
人材はなかなか集まらない

参加者は子育て中の人やお年寄りが多いため、後継者がみつからない
年代が下がる程、メンバ-が少ないので、活動を継続していけるのか不安

人員不足。集客力がない

県外から講師を招くには費用がかかる。会費だけでは運営が難しい

資金

活動を続けていく上での新たな活動資金を確保したい
作った製品の販売が思うようにいかず、活動費が十分ではない

地域との連携、理解がなかなか得られない

広報
ほか

情報をうまく活かしていく方法や、経理など事務的なこと
全員そろって集まれることが少ないので、団体としてのまとまりに

欠けている
活動をますます充実させていくために、仕事と両立できる環境づくり

活動を続けていくうえでのアドバイス
S熱意をもった人が核となって続けること。みんなで汗を流すこと。継続は力なり
■意見をいかに取り上げて、協力してもらえる態勢にもっていくかが大事。協力があってこそ継続できる。やる人の満足だけで終わっ
てしまっては、まちづくりにならない

○団体活動は楽しくなければまた、そこに何かしらの魅力がなければ続かない
○いろいろなイベントを見に行って「いいなへ」と思ったものは取り入れる

鵜失敗をしたら後悔するのではなく、次はどうすればいいかと前向きに捉え、失敗を活かしていく

鵜l人に全部まかせるのではなく、みんなで分担すれば他のことにも手を出せる

■思いと現実はずいぶん違う。毎日が活動。少しずつの持続が組織活動の成果となる。分かっていることでも実際やってみて更に
分かるということが多い。目前の課題を全力で達成していくことが大切だ。仲間がいないとI已l組いが、リーダーは詳細に記録を残

すこと。それがマニュアルとなり、次の活動に繋がる

漢いつでも高い目標の活動に参加できるよう声をかけ合い、門戸を閉ざすことのないよう運営する
看経費をかけない工夫。イベントの広報活動は、新聞、テレビなどで取り上げてもらっている。チラシは作らないが、ポスターは作る。

保育園や小学校に呼びかけ、日程など最低限の内容を盛り込んだポスターを20へ3〇枚、自由に描いてもらっている
■何かをしたいと思うと、最初にぶつかるのか資金繰り。活動内容に賛同してもらい、助成をしてもらうことで、実現できる活動が多々

ある。自分たちの中で考えるだけでなく、連携して実現できること、賛同して協力していただけることがあるかもしれない
○イベントを通じて、子ともたちと高齢者、保護者と高齢者が顔見知りになることで、子どもたちが登下校中に挨拶を交わすようにな

る。そういった交流が自然と防犯効果につながっている

・

(

、

.
I

-

まちづくりファンド・フォ回書アップ事業

晒⑪剛l軸《
前ページ掲載の悩みや課題を受けて、2007年1月27日(土)に開催した中間発表会の後に時間を設け、まちづくりファンド・フォ
ローアップ事業「Y

O

R

I

A

I

(よりあい)」を開催しました。運営委員、過去助成先団体4団体(4名)、今年度助成先団体7団体(13名)

が4グループに分かれ、「人材、資金、広報」の中から1つのテーマを選び、アイデアを出し合いました。

㊨

44団体からお聞きした中で〇番多かった悩みは、
「メンバーが少ない」

、

「後継書がいない」など、人材面の課題でした。

運営メンバーが固定化し軌1ためlこは?
(

∴∴∴

)

城下秀二(鶴重責ひもの禦○実行要具会)
この会場にいる人は、基本的に頑張っていて、現時点での人材は
何とかなっていると思うが、次のステップをどう踏み出すかという
ことになると難しい。専門性のある人を巻き込もうとすると、さら
に難しく、ポイント的に動く人、脇を固める人、個々の適正を見極
めて、さがけしながら役割分担をしていくことが必要だろう。活動
の継続を願えば、次の世代を育てていくことは大切な課題。今後、

町内会をはじめ、人材を求めていくにiよ高齢化や防災に関してい
ろいろな問題が出てくると思うので、高齢化やリハビリテーション、
防災といったキーワードで声がげをしていく、というのもlつの方
法だと患う。

西村和洋(寄畑涙管ネットワーク・涙金)
なぜ運営メンバ-が固定化するのか?メンバーの中でも考え方や意

識の差があるので、その兼ね合いも必要になる。少人数でも運営はで
きるが、結局その人だけが頑張ってやってしまい、その結果、仕事との両
立で問題も出てくる。

「活動のすそ野を広げ、仲間を増やしていくことで、

運営メンバーも増えるのでは?」という意見と、

「活動内容をよく知らな

いまま諭の中に入っていくことは難しいのでは?」という意見があった。
OBの存在は重要で、

OBに協力してもらいながら、フアンを増やしてい

く。また、外からの評価がないと運営が固定化してしまうので、いつでも

参加しやすい場所づくりや、軽理など裏方好きなメンバーを育てること
も大事だと思う。運営メンバ-を固定しないために、同報震域をもった

仲間を増やす。そのためには、他団体の活動を知った〇、多くの人たち
と意見交換ができたりする、このファンドのような塚に参加することが
大事だと思う。

二番目の悩みとして多かったのは、助成金以外の資金確保をどうするか、という悩みでした。

円滑な運害を継続していく資金を確保するためtこは?
ここ

大西みちる(おぴさんマルシェ実行要賃金)

まず地域の人たちの理鱗、協力を求めるのか大事。町内会で貰同
者を募って金銭的に支援してもらった〇、無償ボランティアを呼びかけ

たりしても良いのではないだろうか。そのためには、イベントを魅力
あるものにして、地域にもたらす良い効果を感じてもらい、応接して
もらえるようにする。そして、イベントのフアンを増やす。例えば、

「高

知こどもの図書館」は北海道から九州まで会員がいる。御重瀬ひもの
祭りが好きで毎年参加してくれてる人もいる。そういったフアンがまち
にお金を落としていってくれる。やはりイベントの質の向上を目指すこ

とが大切である。すぼらしい人材を集めて、すぼらしい広報をするこ
とが、資金の確保にもつながるのではないだろうか。
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∴高砂

市民活動tこ携わったことの軌1人tこ興味を持ってもらうためiこは?
.

.˜、里穂:

高橋昭一(高知発動軍書篇顔の会「KOS印)
パンフレットを持ち歩き、出会った人に渡すのもlつの方法。縄簾
の目指していることや活動内宮を分かりやすく伝えることが重要な
ので、読んでもらえる広報紙作りを目指したい。

「平田団地公園愛護

会」は、カラー写真を使って情報や状況が分かりやすいチラシ作り
を心かけ、印刷も印刷会社からの寄付で格安に仕上Iブたということ。
他の団体の広義紙に載せてもらうのも良い。不審者対策の交番広報
に載せてもらう方法もあるらしい。読者の広場への投稿や、自治会
の広報などを利用し、行政に置きかけ、協力をあおくことも重要。
また、参加者へのアプローチも必要だと患う。情報発信する人が精に
アンテナを張って、周りが見えていれば良い判断ができ、プラスに
動けるのではないだろうか。

‡卯月盛夫(連接舶)

畠中洋行(勘輔民活動サポートセンタ蟻
皆さんがお話している様子を見ていて、交流が生ま

お金はどこかにある。人もどこかにいる。だが、欲しいと思って

いる所に、そのお金や人が来ない。今日お集まりの皆さんは自分だ
ちの活動、ミッションをもう精一杯やっ

ていることと思う。活動を広げるために、
人も来て欲しいし、お金も欲しいと思う

のは当然だが、ひとつひとつの団体でで
きることには限界がある。お金のあると
ころからどうやってお金を持ってくるか、
人が居るところにどうやって手伝いを頼
むか。そのマッチングのために、市民活
動サポートセンターのような組織がある

れているなと感じた。今日のテーマでもある「人材」

金」

「資

「広報」等の課題に対し

て、市民活動サポートセンター

という中間支援組織だからで
きることにこれから取り組ん

でいきたいと思う。そして、
このような場をまた設けたい
と思っているので、お互いに
頑張りましょう。

という認識をもつことは必要だと患う。

有意衰な話し合いができて楽しかった
いろいろな団体の意見が参考になった

田町園田回目

深めるだけの時間はなかったが、人それぞれ考え方が違うことも認識できた
おもしろかった。他の団体の人との距離が縮まったように思う

大変良い取り組みだった。次回にも期待している

意見の出し合いだけで終わらない会にしてはしい
すごく興味深い内容で勉強になった
もう少し時間が欲しかった

同じような悩みをもちながらも、しっかりサポートし合って活動しているという
ことを知った
今回初めて参加した。個々の人たちが、それぞれの活動に力を入れて取り組んでいる様子が伝わってきた。もっといろいろな人に
知ってもらえたらいいな!と思う

出席して良かった

これまでファンドの助成を受けた人たちに、もっと来てもらいたい
事前にテーマが判っていれば、例えば「広報」というテーマの場合、サンプルとなる広報紙を持参して皆さんに見てもらえれば、
「百聞は一見にしかず」で説得力もあり、より充実した会になっていたと思い、残念だった
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舘

案書l叫声董丑諾

="=龍三

匝詑ヲ曹≪醍醐』日宇詔
第2次公開審査会の流れ

廿

と007年l月28日(日) 、第l次公開審査を通過したl団体が発表。参加者(応募団体・一般・関係者)は約
30名でしたが、注目度が高かった訓こは一般の参加者が少なく残念でした。公開審査会は次の過程で行われ、
下記結果表のとおり決定しました。

プレゼンテーション

音

義終判断

iI〃すす﹂

応募団体が事業内容を模造紙l枚に記

喜連曽委員が、

競し、

等の的確性・公共性・地域まうづくりへ

1〇分以内でプレゼンテーションを行

った後、

2〇分以内で質疑応答

<創意工夫・実現性・資金

の発展性>の項目ごとにA、

B、

一次判断で示された巳について質疑応答

吾運営委員が助成対象として推薦する
かどうかを判断する

Cの3段

階で秤価する
※

A、

B、

Cについては下表参照

」

プレセンチ-おきン
輸二項王事

G垂直⊃

〇両蒔鵡あうせ

′二二二二二二

策l次審査から築2次審査までに、整備場所や内容、見積葉書の変更
があり、見標章の日付が書類提出期限を過ぎているが?
A

:書類提出期限の締め切り間際iこ新しい物件を購入したため。

ベランダの改修が葉書によって含まれていない。また、クロス張り
替え面積の違いは?

A :当初、ベランダの改修を計画していたが、途中で現状のままでも良
いと判断。クロスは何平米で計筆しているのか分からない。葉書によって
綱目や内訳の区分に違いがある。また、台所の使い勝手が良くなるよう見
糠もった業苦もある。
見積もりの結果、纂l次公開審査で申請した物件は老朽化が進んでいて予想

整備前のガラス戸は4枚だが、木製建具、ガラス戸6枚、フラッシュ
戸8枚というのはとの部分か?また、玄関ドア取り換えの必要性は?

以上に費用がかかるため、相談件数の増加や緊急性を考慮し、整備場所と工期を
変更。整備箇所はl階玄関右側の納戸を区切って、メンバーが交代で管理し、
階に2家振、

2

A

l階にl家族を想定している。また、風呂、洗面所、トイレ、台所の床を

洋便器は移設し、温便座を載せれば良いのでは?

張り替え、トイレを個室にする。対面式キッチンは窓側に移して、皆で食事ができ
るようダイニングを広くし、

:どの部分か分からない。玄関ドアは狭くて物の出し入れ的iこくいので。

2階は洋室の出入口を2カ所にする。駐車場には畜付

A

:価格がl万円も違わなかったので、便器を購入したい。

された家電を保管し、大きい章が入るよう、シャッターを外して戸を付けたい。

漢書雄二「謂竜王三上.
図面と見積もりの設計内容、内
訳書の項目が業者ごとに違い、
疑問を感じる。

と○○6年度
第1次章宣連竃団体

シェルターとして必要最小限の

助成決定後、すぐ工事に取りかかれる段

整備以外、過度な改修について

階であるはずが、見積もりに対する問い

認めること(まできない。

かけに不明なものがいくつかあった二へ」

̲○○」

公益信託高知高まちづくりファンド助成事業

第と次公開審重合審萱結果表

あいあいめつせ
最終判断

-次判断
創意工夫

ランク
A

評価できる

〇〇〇〇〇〇

B

もう少し糎を面きたい

■

C

鶏搾灘階認識
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鍛みIこくい

美原憧

公共性

費金管の的確性

地場まうづくりへの乗霊性

〇〇〇

"

〇〇〇〇〇〇

〇〇〇

〇〇〇

〇〇〇〇

○

〇〇〇〇

○

○○

助成すべき

助成しない

〇〇〇〇〇〇〇

創意工夫

資金等の的確性

コスト削減の創意工夫は?

床の張り替え、トイレの個室化、クロスの貼り替え以外の整
備の必要性は?

は業者に在庫のクロスを使ってコストを抑えてもらうよう依頼した。

㊦風呂は湯が漏れて使えない。 IHクッキングヒーターは被害
者の安全性の確保と維持費を抑えるため。ダイニングは皆
で食事をするには狭いので流しを移動させたい。納戸は区
切れ(よより多くの被害者を保護できる。 l階は管理人が泊
まる部屋として囲いたい。

実現性
使用承諾書に「シェルターもしくはグループホームとして使
用しない時にiよただちに返却すること」とあるが?

住む所のない被害者が多いので、閉鎖することはまずない。

公共性

他のシェルターも含め、人の配電は?

(一家で生活することが可能な場合は家を貸し、メンバーは
定期的に様子を見に行く。接近禁止命令が出ていたり、離婚
調停になっていたりする場合は相談にのる。 -緒に住む必
要がある場合(よ常時、メンバーがl人付く。

提出書類に「地域の温かい支援を受けて」とあるが、地域

Qメンバーは1 5年程前からその家Iこ住んでいるので、近隣
の人Iお吉動のことを理解している。工事に先立ち、具体的
に詳しい説明をしていく。

地域まちづくりへの発展性
ファンド助成金の活用をどうアピールするか?
DV問題の情報発信により、支援の輔が広がる
よう明るいまちづくりにつなげることができるか?

シェルター内部の写真は公開できる。地元紙連載中のコラ
ムで報告することも可能。
シェルターということでオープンにはできないが、 DV被
害者の保護に理解あるまちづくり=住みよいまちづくりだ
と患う。

臆喜
重き重責

堀

洋子((社)裏知東電策士会)

何とかしてあげたい思いもあるが、書類不備ということ

で残念な結果になってしまった。しかし、社会的な判断
をされる時はそこを問われる。練り直して、次回も応募
してほしい。

書き要具

増田

雅其(高畑東ボランティア・NPOセンター)

真金の的確性や手練変更などとても残念に思う。応援
したい気持ちはあるが、他の助成金に応募した場合を考
えると、あえて厳しさも必要ではないかと判断した。高
知高市民活動サポートセンター、高知県ボランティア・
NPOセンターには、いろいろな助成金情報が集まるし、
アドバイスもできるので、資金確保の工夫をしてもらえ
たらと思う。

和剛(轟畑中・高讐学校数麟)

このような標に多くの質料を準備して応募されたことに
強いメッセージ性を感じる。金銭面だけでなく、もう少
し違った形で活動をサポートしてくれる邦書が高知市の
中に必要なのではないだろうか。これからも頑張って活
動を鰯けてもらいたい。
運富要具

田岡

半田

真由美((構)椙支

見績○の前言や寓言がはっきりとしているので、その部
分をきちんと篇決できれば十分可能だと思う。今後も頑
張ってほしい。

動重苦要具長

玖波井加代子(動鋸警マルチライフ支援隊プロジェクトマネージい)

l次審査を通過しているので、来年は2次審査から応募
できる権利を与えたらどうかという案も出た。しかし、
2次審査までの5ヵ月間に必死で準備をすれば、もつと
きちんとしたものかできていたはずなので、大きな額の
公共のお金を任せるには不安を感じた。期日に書式一式
が揃わなかった〇、変更があったこともふまえ、割り切っ
た判断をした。

豊富要具畏

卯月

盛夫(軍縮日大学報技)

運営要員

玉里

恵美子(軍畑女子大学的敦糎)

残念な結果ではあるが、第l号で応募された勇気に敬意
を表したい。先例がない中、これだけの書式を揃えるの
は大変だったと患う。運営委員側も勉強をさせてもらっ
た。期日を守る、整備の必要性が詳しく説明されている
か等、今回のさまざまな判断が今後の基準になっていく
ので厳しい判断をせざるを得なかった。不備だった部分
や反省点を練り直せば、可能性はあると患う。頑張って、
また挑戦してもらいたい。

第l次審査を通過してから12月15日までの5ヵ月間
の使い方が一番問われているのだろうと患う。企画や設
計の調整、工事業者の見積もり等をきちんとやってもら
いたかった。そういう意味では、サポートするこちら側
の責任もゼロとは言えなしも今回のこの結験を生かし、我々

も次年度に向けて考えていかなければならない。来年も
同じ物件で申請することは少し難しいが、活動の中で新
たなる企画や事業の提案があれは、支援したいと思う。
大変残念な結果になってしまったが、ご理解をいただき
たい。
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音曲公益僧離「高知市まちづくりファンド」とtま血￣
公益信託「高知市まちづくりファンド」は、「市民と行政のパートナーシップのまちづくり条例」に基づき、まちづくり活動団体への助成を
目的に、高知市が四国銀行に3.∝ゆ万円を出棺(しゆつえん)して創設しました。助成先は公開審査会で決定し、透明性の確保とともに、

市民同士の交流や、まちづくりの学び場になることを目的としています。多くの人にまちづくりに関心をもってもらい、まちづくりに
参加するきっかけとなるような運営を目指しています。
漢f嘉ヨ冒漢書獲音戸案確

一題山岳」回書喜漢賢

まちづくりへの参加の第一歩を踏み出そうとしている市民団体、あるいは活動を始め
ているが、まだ定義していない市民団体の活動を支援します。

固定額5万円(活動事業費が5万円未満の場合は、全額助成)

直垂亘]議蒜…瑞雲誌会で活動内容。紹介をしていただきます。
音f三エヨ巨漢霊園国王こ高可漢書臆■漢書賢
市民団体が継続して行うまちづくり活動を支援しています。

圃活動事業費の÷以内で上限30万円
直垂司認諾誤認詐動の内容について発表をしていただき、公調査
あ賀い合せ先:高知市市民活動サポートセンター

¶1088-820-1540

山岳…竃再音量寒肥重量;回書t案〃菓日嗣はずl葛回国はm獲臆喜漢書調音
高知市を住みよいまち、豊かな地域社会にしていくために行うまちづくり整備事案を支援します。

[垂亘]上限300万円(助成率100%)
築1次公開審査会において、整備の内容について発表をしていただきます.

回読鶉鵠室謹繋灘詣署繋ぎ誓詔
審査でl件程度、助成先を決定します。
電器い合せ先:橡式会社四国銀行お客さまサボート部信託担当TELO88-87十2178

四国銀行では、

私たちもお手伝いします︒

篠式会社四国銀行
お客さまサボート部

他誌坦当

「高知市民の自主的なまちづくり活動を支

援していく」という信託設定の趣旨に沿って助成事業を行
います。受託者としてファンドの嘗理・運営を行うことに

より、まちづくり活動の-端を担い、私たちみんなの大切

な高知市をより住みやすいまち、豊かな地域社会にしてい
くためのお手伝いができるよう努めていきます。

まちづくりファンドは
な櫓がまちづくり活動を

裏糠する儒細めです。

当サポートセンターでは、まちづくりファンドの申請に関
する相談や、公開審査会等の運営のお手伝いをしています。

皆さまのまちづくりに対する想いを実現できるよう、支援
していきたいと考えています。まちづくりファンドの申請
に関すること、また、まちづくり活動や市民活動に関する
こと等、いつでもお気軽にご相談ください。

市民に利用していただき・市民活動の輪を広げようと・1999年4月に高知市が
設覆した施設です。運営を「特定非営利活動法人NPO高知市民会議」が担って
おり、ボランティアや市民活動に関する様々な相談や請報の提供、活動に必要

高知市
市民活動
サポート
センター

な機器の利用や会議室の貸し出しにも応じています。仲間を広げたり、活動の
お知らせをする掲示板や団体が利用できるメールボックスもあります。活動
の参考になる講座等も開催していますので、お気経に言古用ください。

まちづくりファンドの創設にあたり、

と〇回7年の豪雪つくリブワンド(章宝)

高知市から出棺(しゆつえん)された

審査会・発表会は、どなたでも参加することができます。まちづく
り活動に関心のある方の交流の甥として、お気軽にご参加ください。
場所は、軍畑市たかじょう庁舎6隊大会後竃を予定しております。

3,00万円は、毎年取り崩しながら助成

していくことになります。少しでも永

くまちづくりファンドが市民のまちづ

まちづくりファンドの

くり活動に生かせられるように、多く

ニュースや応募、公開審

の皆様のご寄付をお願い致します。

査会に関するお問い合わせ

最終活動報告書の提出期限

7月18日(水)

は、下記高知市市民活動サ

最終発表会

8月4目(土)

ポートセンターまでご連絡

四関西圏柚田圃日暮

書付に関するお問い合わせは、
下記にご連絡ください。

構式会社四国銀行
お客さまサボート部

僧職担当

〒78ひ8605高知市南はりまや町1丁目十1

ください。次回の発行は、

応募受付期間

5月21日(月)へ6月20日(水)

最終発表会の後になります。

公開審査会

8月5日(目)

発

-2178

(直通)

高知市市民活動サポートセンター

行

〒780-0862高知市鷹匠町2丁目1-43高空聖か聖う誓禦
《
■ヽ

電話:0鎚-871

四囲正妻隅珊田口
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TE」:088-820-1540
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尼100謂線討登録

≒聖堂里謡悩む雌血書」ニ
各-maiI:npOkochl@slmlnkaigl.com
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FAX:088-820-1665

【uR」】皿p:I/WV….Sim事nkaigl.com

回憂国,.譜器盤糊拙.

