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 地域まちづくりフォーラムでは、前半に、平成２８年度に補助事業に取
り組まれた団体の報告会を行いました。  また、後半は、参加者全員でグループトークを行いました。 
その内容を簡単にご紹介します！ 

前半 江南市地域まちづくり補助事業成果報告  
 

野良猫意識改革（地元・行政・ボランティア団

体による三位一体の意識改革） 

【こうなん地域猫の会】 

命の大切さを学ぶ機会をつくり、地域住民が野良猫に

対する意識を変え、地域で野良猫を見守ることにより、

一匹でも不幸な猫を減らし、人と動物が快適に共存で

きるまちづくりを実施しました。 

 

生演奏を身近に感じて楽しもう 

    【フェリーチェ】 

市内すべての保育園をまわり、未就学児に生演奏や音

楽付きで絵本を読むことにより、情緒豊かな感情と好

奇心を養うことを目指しました。 

 

 

カローリング体験教室とカローリング大会 

               【草井を元気にする会】 

子どもから高齢者まで楽しめるカローリングを通じて

地域間で交流が深まり、つながりが広がることにより、

地域の連帯感を高めることを目的に実施しました。 

 

 

平成２８年度 町内対抗運動会           

【親和会】 

近年、同じ町内の人同士でも交流の機会が減少してい

るため、町内会で交流の図れるイベントを実施し、町

内の団結心を強めると共に、近隣町内とも交流が図れ

る機会となることを目指しました。 
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 地域の未来は子育て支援で 

 【江南市女性連絡協議会】 

3 歳未満の子どもを持つ親子を中心に講座や交流会

を開催し、実生活の中で役立つ情報を提供していき、

同世代の仲間と助け合いながら自立し、地域に役立

つ人材へと育てていくことを目指しました。 

 

 

 ふれあいほっとサロン 

～子育てサークルを中心につながろう～                         【飛高親の会】 
子育て中の母親が孤立しないようにサロンを開き、

交流の場を設けました。情報交換や悩みを共有する

ことでお互いに学びあうことを目指しました。 

 

 

 親子で正しい歯磨き習慣を身につけよう 

【*特定非営利活動法人 わいわいわい】 

【池田歯科医院】 

                                  正しい歯についての知識を身につけてもらい、歯磨き

の重要性と正しい歯磨きの方法を講習会を通じて伝

えるもので、歯と口腔の健康から子どもの健全育成を

支援することを目指しました。 

 

 

                                  繋がれ！ひろがれ！ 親子の happy spot 

                   【*特定非営利活動法人 子どもと文化の森】 

                                               【特定非営利活動法人 のいちご】 

                                     【ここたん】 

子育てファミリーを対象にイベントを開催すること

で団体が集い、繋がり、新たな子育て支援の輪を構

築しながら事業を進めました。さらなる江南市の子

育て支援の充実を目指しました。 
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後半 グループトーク    
参加者の皆さんに、報告団体や来年度に事業を行う団体の方々といっしょにグループに

なって、お互いの活動について意見交換をしながら、励ましあったり、事業の継続・発

展に必要なことは何かなどをみんなで考えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

全体ファシリテーター：【NPO法人まちの縁側育み隊 名畑恵さん】 

 

 

 

 

略歴：愛知県春日井市生まれ。 

まちの縁側育み隊のスタッフとして、中部圏を

中心に各地のまち育て活動のサポートを行う。 

また、まちづくりファシリテーターなど講師と

しても全国的に活動中。 



 

 

  

 

 

 

 

・江南地域の具体的活動の話が聞けて良かったです。 

 活動内容をもっと多くの人々に知ってもらえる様になるとすばらしい 

と思います。 

・とても熱心に取り組んでいらっしゃると感じました。 

 猫をただ可愛がるのではなく、生命を尊重されての活動と思います。 

 78円の命、命がたった 78円で失われるということ。これはもっと知られた方がいいこと

です。私も周りから伝えて行きたいです。 

・活動が実際に実を結び地域に根付き始めているのがよくわかりました。 

・地元、行政、ボランティア団体で協力されていることがよいと思います。 

 いのちの大切さを伝える活動でもあると分かりました。 

・地域にこのような活動があるととても良いと思います。数年前、野良猫がたくさんいた空

き家がありましたがそちらも落ち着いています。今後も頑張ってください。 

・１匹の猫から１年後に 70匹近くに増えるとは知りませんでした。どのように地域猫の数

をコントロールするのか考える機会となりました。78円の命の絵本とてもよかったです。

「命」を大切にすることをまず子ども達に伝えることから始めたいと思います。 

・“78円の命”の本、みなさんに読んでいただけると良いですね。猫を中心に地域とつなが

っていていい役割を果たしていました。 

・ペットを飼うことで癒されたり、生活に張りが出たりすることもあり、今の社会で動物は

大きな役割をはたしていると思う。しかし、人間は勝手で飼ったり捨てたりする人たちも

おり命の大切さを考えて飼うことを決めてほしいと思う。 

・飼うための知識をきちんと伝えていく大切さを感じました。学校での子ども達を対象とし

た話もしていくといいのではと思いました。 

・資料が詳しくとてもよかったです。 

・最近のペットブームで飼われた犬や猫が大きくなり身勝手に捨てる人もいる中、地域猫の

為に活動されていること、ごくろうさまです。 

・命について改めて考える良い機会となりました。今後も頑張って活動していただきたいと

思いました。 

・我々の区でも野良猫に困っている。今後どう対処するか考えてみたい。 

・可愛がるだけでなく、猫の生態を知り猫にとって良い生育環境を考えることが必要ですね。 

・猫の増え方、今回の活動をとてもわかりやすく理解出来ました。 

・市民に江南市での地域猫について認知してもらい、野良猫を減らし、一生家族のように一

緒に暮らせる後押しをしていること。すばらしいと思います。今回、活動を教えてもらい

ありがとうございました。 

・発表は分かりやすくて良かったです。猫だけでなく犬にも手をさしのべてほしいです。 

※公開報告会で会場参加者から寄せられたメッセージ・エールです。 
素晴らしい事業を 
ありがとうございます！！ 



 

 

 

 

 

 

 

・アンケートをとり、活動に対して改善を行いながら活動されている事がすばらしい事だと

思います。 

市内の図書館等、一般の人々にも楽しめる場で活動してほしいと思います。 

・生演奏が聞ける貴重な機会は子どもにも親にもよいと思います。 

・子ども達がとても喜びそうな内容ですね。ＣＤではなく生演奏の良さを子ども達に伝えら

れるとても良い機会だと思います。 

・フルート等子ども達が日常触れることのない楽器を見ることにより子ども達の知識も増え

るかと思います。 

・生演奏とても良いと思います。 

・小さなときから生の演奏を聞くことができ、音楽を違う形で楽しめるのはとても良いです。

保育園や病院サロンなども頑張って下さい。 

・お話タペストリーがスゴイ！ 

・子供向けのお話紙芝居が活動の中心と分かった。移動しやすい備品が良かった。 

保育園も効果的だが、放課後児童教室や子どもが集まる場所でも用意できるのではないか

と思う。 

・タペストリーでの発表生演奏はとてもよかった。もう少し演奏している時に笑顔があると

よかった。アンケートに子どもたちの生の声があるといい。見ている時の子ども達の様子

が分かるようにすると良いと思う。図書館とかでもできるようになるといい。 

・小道具などよく工夫されいると感じました。生演奏で音楽を身近に楽しめそうです。音楽

のある生活は豊かであると思います。今後の活動を期待しています。 

・生演奏すてきですね。大人でもなかなか生演奏を聞くことがないので、子ども達にとって

良い体験ですね。 

・日常の生活の中で生演奏を聴くことはあまりないので、とても良いと思う。保育園だけで

なく親子でも楽しめたりするといいと思う。 

・今後も継続される事を期待しています。 

・お話を音楽にのせて表現するパフォーマンス楽しいですね。 

・素晴らしいです。感動しました。継続していって下さい。 

・私も子ども達が小さいころからお芝居や音楽を聞くことで、感性豊かに創造力を育てるこ

とを大事に活動しているので、この活動はすばらしいと思います。生演奏は心に直接響き、

そこにいる人たちと共有する事、本物を知る事により心の栄養になります。 

各保育園が率先してこのような文化的事業を取り入れてほしいと思います。 

・音楽のよさは心にしみるものである。物語と一緒で楽しみやすい。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

・参加呼びかけ方法で苦労された様ですが、大会に 48名も集められた事は良かったと思い

ます。平成 29年度江南市民にカローリングの名前をひろめていただける様になってほし

いと思います。 

・地域の団結力が増す良いきっかけ作りになっていると思います。 

・カローリングとは？と感じる方が多いと思われましたが、沢山の方が集まって、楽しい活

動をしている様子がよくわかりました。 

・幅広い年齢が参加できて室内での安全なスポーツでよいですね。もっと広がるとよいです

ね。 

・体験教室から大会へとつなげた活動をされていて参加しやすい工夫をされている点がよい

と思います。 

・カローリングを通して地域の方々のつながりを広げようとしている永井さんご夫婦は本当

に素晴らしいです。6月にお会いできるのを楽しみにしています。 

・名古屋が発祥のスポーツとは知りませんでした。おもしろいスポーツを通じて地域の方々

が楽しくつながる良い機会だと思います。 

・全戸配布、募集などとてもよく広報活動がされていると思います。勉強になります。楽し

い活動でよいと思います。是非今後も頑張ってほしいです。 

・これからは江南市の皆さんも参加できるように変更され、地域の活性化の一助となるよう

頑張ってください。 

・地区で行事を創っていくのは大変だとは思いますが、頑張ってみえると思いました。ただ、

場所と道具がないとできないスポーツを日常的なものにするための工夫があるのかなと

疑問に思いました。平成 29年度は、草井地区から江南市へ参加者を広げることにより、

より多くの人にカローリングの良さが伝わると思います。 

・ルールの説明等大変でしたね。 

我が区でもなにかできるスポーツはないか考えてみたい。参考になりました。 

・体験してみたいです。 

・動画を観たかったです。地域の活性化を今後も続けて下さい。 

・楽しいイベントのきっかけに年齢に関係なくみんなが集まり、時間と楽しさを共有するこ

と、とてもいいことだと思います。江南市体育協会と連携して今後活動を広げていけると

いいですね。 

・参加者が少ないが楽しんでいる様子がよかった。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

・町内のコミュニケーション交流を図る事に努力されていて良いと思います。 

江南市にある町内全部が一つになれる活動となる事を願っています。 

・運動会は楽しみにしている子が多いと思いますので、参加地域が広がる事はとても良いこ

とだと思いました。 

・運動会だけの活動ではなく、違う活動をする事で、運動会につなげていっているのだと思

いました。 

・役員の方の準備が大変ですね。高齢の方も参加してもらえると楽しいですね。 

・地域のコミュニケーションアップにつながる活動でとてもよいと思います。 

・子どものお友達から、とても楽しい会だと聞いていました。町内の方しか参加できないと

思っていたので、今回のお話からいろんな方の参加が良いということがわかりましたので、

そういったことが広がればお子さんの参加は増えるかなと思いました。 

・実際に参加した家族からの話を伺いましたが、とても楽しかった様です。 

子どものみならず大人もやはり運動会は楽しかった様で、町内のみならず市内の人々のつ

ながりができるとても良い機会だと思います。 

・町内運動会を継続させ、運営をするのは本当に大変な事だと思います。地域のつながりの

為必要なことなので継続させて下さい。 

・事業役員が多く活動できる組織はなかなか無いため、運動会以外の事業を引き続き育てて

いただけると良いと思う。町内でしか開かれる事が分からないのが残念。リピートの方は

参加しやすい会なのではと思う。 

・高齢者の方でも老人クラブに入っていない人も多く、広く宣伝できるといい。 

・参加人数が多くいろんな面で大変だったと思います。だれかが頑張るからいろんな行事が

できると思います。活動する方は大変ですが、体には気をつけて地域のために頑張ってく

ださい。無理せず長く活動できるといいですね。 

・地域のつながりが少なくなってきている今、活動を通して絆が出来てくる気がします。 

最近の子供はゲーム等が生活の中で多くの時間をしめていたりするので、体を動かす活動

はとても大切だと思います。 

・我が区では 5月に学区（布袋北小）でファミリー運動会を毎年実施している。新しく企画

することは大変でしたでしょうね。 

・他世代で楽しめる運動会に発展していくと良いですね。 

・1月の審査会の時に動画があったと思いますが、それを基にすれば素晴らし活動だともっ

と分かると思います。 

・町内の交流が町内の資金だけでしていけないのはとても残念ですね。こみなみコミュニテ

ィ協議会と一緒に行うというのはどうですか。地区の盛り上げがんばっていますね。 

・順序だてた説明でよかったと思います。 

 



 

 

 

 

 

 

 

・セミナーから新しい活動の核となるメンバーが作られた事はとても良い事だと思います。 

・江南子育て応援隊の活動を期待しています。 

・しっかりと子育て世代を支えることは地域の発展につながり、住み易い街づくりにも、つ

ながって行くことと思います。 

・幅広い活動の中から次世代につながる活動が広がっていく様子が伝わってきました。 

・すばらしいスタッフですね。市内にもっと広がるといいですね。 

・人形劇の人形操作体験をされたことがよいと思いました。 

・いくつもセミナーなどをされていたり、他の活動グループと一緒に活動されている事がと

ても良いと思います。 

・素晴らしい活動を長くされていると思います。微力ながら来年度は私も「親子でリトミッ

ク」の代表として、参加させていただきます。よろしくお願い致します。 

・発表内容もとてもまとまっており、すばらしかったです。子育ての先輩女性とつながれる

のは、とても心強いことです。 

・クッキング等の興味のあることを親子のみならず、幅広い年齢の方々と楽しめる機会はと

ても大切だと思います。次世代を育てるとてもすばらしい企画だと思いました。 

・つながる事の大切さもよくわかり、新しいことにチャレンジされていて勉強になりました。 

・発表方法を考えていただけると良いと思った。 

・事業の結果が明確になると良いと思った。（報告内容が事業内容に限られていない） 

・新たな団体ができたのは良いと思う。 

・結果の数値化ができると良いと思います。 

・「それぞれの企画に参加して楽しかった」という段階から、次の段階につなげていこうと

しているのかを知りたい。 

・説明が大変上手であった。中身もよく、大変参考になりました。 

・親子で楽しめる活動は子どもも安心して参加できるので良いと思う。 

 女性の活動の場が広がれば、視野が広がり、新たな気持ちで家事や育児にも取り組めるよ

うな気がします。頑張っていただきたいと思いました。 

・大変良かった。未来の子供達のためにも活動継続を期待しています。 

・さまざまな活動の提供がありますね。 

・楽しく活動されていて、それが続けていける理由だと思いました。これからも継続して下

さい。 

・江南市の中で子育て支援と言う事で活動している団体の内容をおしえて頂きました。 

 つながれ！親子の happy spotと重なるところが多々あり、一緒にできるといいですね。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

・地域の人とのつながりを行う事に努力されているところが良かったと思います。 

 時代に合った子育てについて情報を広げ集めながら活躍されると事を願っています。 

・子供が小さいうちは孤立化しやすい状況となりますが、色々な不安なことも多く、地域で、

この様な活動を公開して行っていただけたら、参加もしやすく、心強いことと思います。 

・同様な活動をしている団体が多い中とても良く頑張っている事が、よくわかりました。 

・子育て中のお母さんの交流は大切な機会だと思います。これからも広がってほしいと思い

ます。 

・子育てを経験されていて、立派に子育てを終えている方が代表をされているということで、

子育て中のママ達も安心して参加できる会だと思いました。江南市を育児のしやすい、住

みやすい町にして行きましょう!! 

・身近な近所でつながり、見守ることが今一番大切なことだと思います。人と人がつながる

こと、もっと活発になるといいですね。 

・地域で育てるという事の大切さは必ずあると思います。難しいこともあると思いますが、

やはり子ども達は地域の中で育ってほしいと思います。その為にも根強い活動ですごいな

と思います。 

・子育て事業はいろいろな視点で活動団体が多くなっているので、ぜひ他の団体と繋がれる

と良いと思います。 

・地域活動から市民活動・市内活動に拡がるのが楽しみ思います。 

・事業の予算の数値化がある事が良かった。 

・地域の規模、参加人数がよくわからなかった。 

・参加者の具体的な感想があると良かった。 

・今の地域の子育ての課題は何なのか、飛高親の会なりの見解がほしい。 

・落ち着いた発表で地道に努力を感じました。子育てに関する情報交換の場がある事は、と

てもいいことです。 

・お母さんの応援団としてこれからも、活動してほしいと思います。 

・子育て中のお母さんがいろいろな人の話をきく、またお喋りする機会を作るのはとても大

切だと思います。今のお母さんの子育てと働く事への意識の持ち方を聞いてあげる事は、

自分達にも良い経験になると思います。 

・活動を通して地域住民との交流が出来た事が成果ですね。 

・在住された地域の中で熱心に活動される姿に心を打たれます。 

・人に教える、つなげるという活動は素晴らしいです。これからも継続して下さい。 

・子どものため、親のため、地道な活動お疲れさまです。 

・子育ての大変さを少しでもやわらげる活動で良かったと思う。核家族となって、つながり

が少なくなった中、子供が中心となることは大切なことだと感じた。 

 



 

 

 

 

 

 

 

・歯みがきについて広がる活動が出来た事は良い事だと思います。市民に広げる活動を期待

しています。 

・歯の状態で虐待が発覚する、という記事を読んだことがあります。歯磨きは毎食後、子供

が小さい内は親子のコミュニケーションともなります。たくさんの親子が参加する事によ

って、子供が歯磨きに楽しくトライ出来るようにもなるのではと思いました。 

・保育士や専門医の先生方に、直接聞ける環境がとても良い事だと思いました。 

・０～３歳児の親子さん対象で、歯磨きの指導をしてもらえるというのは、とても良い活動

だと思います。 

 実際に歯磨きをしながら、力の入れ方や磨き方も学べ、また参加しているママ達とお友達

を作れたりと、良いことたくさんの事業だと思います。 

・池田歯科医院内での講演会では、育児プログラムを組んで子どもたちの世話もしていただ

けました。親子での歯みがきを実践してもらい大切さを伝える、とても興味深い活動とな

り“わいわいわい”さんたちの知恵が実って良かったですね。 

・専門知識を拡げる活動が分かり良かったです。 

・子供がいると集中できない事が、環境を整える事で学べる事等は必要だと思いました。 

・今後も子育て支援団体とつながれると活動しやすいのではと思います。 

・基本を正しく身に付け、みんなで活動することは大変いいことです。歯は大切ですので正

しいやり方を身に付け実行していけば食事もおいしく楽しんで生活できると思います。 

・自分の子育ての時にはこういう教室は知らなかったので、あったら良かったなあと思いま

した。子育て中の人達だけではなく、50代、60代以上の方達の歯や歯ぐきのケア等の教

室もあるといいなあと思いました。 

・大切な歯の予防を出来た事は大変な成果と思います。 

・歯に特化した活動が、今後の継続に期待します。 

・素晴らしいです。継続して下さい。 

・正しい歯磨きの方法をゆっくり時間をかけて親に伝えていくことは大事ですね。なかなか

歯みがきをさせてくれない子どもの対応もおしえてもらえたのでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

・団体の特徴を生かしたつながりで活動されている事がすばらしいと思いました。実行委員

の中に他の団体も参加し、さらなる広がりを期待しています。 

・子育て団体が集まって活動を展開していくことで、ますます助け合える環境が整って行く

と思います。 

・妊娠・出産・子育て・食育と盛り沢山な内容に、市民の方達の勉強の場が多い事に驚きま

した。 

・妊娠期から 乳児、幼児、そして ママ達の交流会まで、1年間で流れをもって 5つの

事業をしっかり活動をされていて素晴らしいと思いました。 

・親の学びの場として、活動講座内容も多く、とても興味深いものでした。毎日の育児生活

で大切な知識が得られるのはとてもすばらしい機会だと思います。色々な団体や個人が

人々を支えるために、輪をつなげようとする大切な活動だと思いました。 

・現在、育児中のお母さんの声をとても大切にされていて、連携もされていて素晴らしいと

思います。 

・子育て中の親子を中心に子育て情報をそれぞれが持ち帰り 市民達の要望をまとめること

が出来た。 

・子育てについて一番繋がっている感じが分かる事業だと思いました。 

・「繋がり力」をつくる工夫が大事だと思います。 

・考え方・時代が変わっても必要な知識は共通なんだと思いました。 

・長い活動経験があり、いろいろな子育て団体とのつながり、情報交換ができることで、活

動内容も充実していると思います。その時代に応じた企画で地域にしっかりと根付いてい

る団体だと思います。 

・子どもと文化の森が江南市の子育て支援の核になってほしいと思います。 

・子育てに関することを相談したり、話し合う場があることは大変いいことです。これから

もお母さん方の応援を続けて下さい。 

・子育て中の新米ママを正しく見つめ、上手によりそって活動されている様子がよくわかり

ました。保育園、幼稚園、小学校、中学校等ともつながりをもって活動していかれるとよ

り良いものになっていくだろうと思いました。頑張っていただきたいと思いました。 

・子育て支援の活動を通して多くの人達との交流が出来た事は大変よかったと思います。 

・素晴らしいです。継続して下さい。  

・江南市女性連絡協議会の方にも一緒に活動してもらえると嬉しいと思いました。 

 



 

 

  その他（意見・感想） 

・活動を計画的に行い、資料作り、途中で改善を行い、最終結果へつながる事が理解出来ま

した。 

・説明の仕方がいろいろあり、何を相手に伝えたいかが大切であり、わかりやすく説明する

ことが大事と感じました。 

・多くのボランティア活動をされてる方に出会う事ができ良かったです。私は、団体として

活動はしていませんが活動を知らせるお手伝いができたらいいなと思いました。 

・いろいろな団体のいろいろな活動を知る事ができた。 

・活動できる規模に対して予算の活用の仕方との理解が今後の課題だと思いました。 

・今回みなさんの報告をきいてどこかと協働したりできる活動があるように感じました。そ

ういう“つなげる”ということを申請する前に提案していくことをしていってもいいのか

もしれません。 

 


