
 

 

 地域まちづくりフォーラムでは、前半に、平成２９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 

 

 

“地域の未来は子育て支援で” 

【江南市女性連絡協議会】 

子育て中の親子にも楽しんで参加でき、生活の役立つ

子育て支援セミナーを開催しました。また、昨年度誕

生したこうなん子育て応援隊を、子育ての不安や悩み

を仲間と助け合いながら解決できる次世代の子育て支

援グループへ成長するように支援しました。 

 

 

 

平成 29年度 町内対抗運動会 

       【親和会】 

同じ町内でも交流の機会が減少している中、町内会毎

の懇親・交流のイベントとして運動会を実施し、町内

の団結心を育成しました。また、幅広く地域住民に参

加を求め、近隣町内とも交流を図りました。 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

気軽につながるいきいきサロン～生演奏を楽し

もう～            【フェリーチェ】  

 

懐かしい歌を歌ったり、一緒に体を動かしたりするこ

とで、ストレス解消、健康維持になります。また、脳

が活性化することによって、認知症ケアや認知症予防

にも繋がり、地域の拠点となるふれあいサロンで開催

し、地域の方々の交流を図りました。 

 

 

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）第二期 

  【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、地域で愛される一代限りの地域猫

となるべく避妊、去勢を行い、暖かい目で見守ること

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目指し地域猫活動を行ってい

ます。 

 

 

講師派遣型介護予防教室 

             【宮後第一これから会老人クラブ】 

運動と頭の体操を取り入れた介護予防教室の開催によ

り、高齢者の健康増進、認知症予防になります。老人

クラブに加入していない高齢者にも働きかけ、地域の

つながりの強化を図りました。身近な場所（公会堂）

で仲間と楽しく行うことで長続きし、将来的には講師

を養成し、自立した教室の開催を目指しています。 

 

 

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】 

毎日正しく歯磨きする習慣を身に付け、子どもの頃か

らはと口腔の健康を保てるようにセミナーを開催し、

指導しました。毎日の楽しい歯磨きの時間は、親子の

スキンシップに繋がり、ネグレクト（虐待）の予防に

繋がります。 

 

 

 

 



 

 

                                 繋がれ！ひろがれ！ 親子の happy spot 

              ～子どもの育ち親の育ちを支える支援の輪～ 

                   【*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。 

 

 

高齢者の問題（認知症）について地域で考え、

地域で支えよう  【*江南地域の SOSネットワーク】 

【LRパートナーズ】 

                  

                 認知症サポーターと一緒に認知症について学び、地域 

で支えるために認知症サポーター養成講座を開催しま 

した。住み慣れた地域での生活が続けられるよう、高 

齢者を地域ぐるみで見守るネットワークを作り、支援 

しました。 

 

 

後半 グループトーク    

参加者の皆さんと、報告団体がグループになって、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。  



 

 

  

 

 

 

 

〇良かった点 

・若いママ達の興味のあることに注目し、輪を広げていく事に力を入れて、若い人

達への指導が出来ている事が素晴らしいと思いました。 

・新しい委員会、活動団体を育てていく事が、素晴らしいと思いました。 

・活動のサポートとしての役割を担っていることがよくわかりました。 

・年々、メンバーが変わっていくと思うので、継承でき、活動していることがとても良いと思いま

す。 

・若い人達が自主的に活動の運営を担う流れができ始めていることがとても良いと思います。 

・子育て親子で参加できることは、とても良い取り組みであると思います。 

〇応援メッセージ 

・こうなん子育て応援隊は、とても良い団体であると思います。地域の為にこれからも頑張ってほ

しいと思いました。 

・女性の社会進出と共に家庭や保育が壊れてしまっていることを良く感じるこの頃ですが、そんな

中で、とても有意義な取り組みに感じました。応援しています。 

・私は、江南市で長時間保育の保育士をしていますが、地域の民生委員や市子育て支援課、学童保

育等とも連絡し合いながら活動を広げていく事を期待しています。頑張ってください。 

・年数回のセミナー開催は大変だったと思います。素晴らしい内容が多くの人に知ってもらえるよ

うに今後も活躍されることを期待しています。 

・楽しみながら実施されているところが継続できる点であると感じました。素晴らしい活動です。

頑張ってください。 

〇工夫するといい点 

・こうなん子育て応援隊のメンバーが報告すると良かったと思います。 

・補助事業の予算、決算、効果を発表すると良かったと思います。 

・報告時間が決まっているので、その中で報告を上手くできるように考えると良いと思います。 

・活動内容は良かったが、ポイントをまとめて発表出来たらもっと良くなると思います。 

〇その他 

・報告を聞いて「継続」の大変さと、大切さを実感しました。 

・若いお母さんが何を必要としているのかを考えて、よく支えられていて心強いと感じました。 

・子どもを育てることが大切、これからの江南市を盛り上げていく子ども達、きちんと育てられる

大人も支援していく事が大切であると思いました。 

・ビジョンが素晴らしく、取り組みも継続性があり、参考になります。 

 

 

※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！！ 



 

 

 

 

 

 

 

〇良かった点 

・様々な競技が工夫されていて楽しそうですね。 

・「地域」と「防災」を運動会というキーワードで楽しく触れる、行うというところが効果的である

と思いました。 

・様々なアイディアが盛り込まれていて、競技と実演があって良いですね。 

・まちをあげての防災訓練を運動会という楽しい競技の中に取り入れ、防災意識を高める事が素敵

だと思いました。 

・町内会連携にとどまらず、防災活動も取り入れられたことに感心しました。 

・運動会のテーマとして、「防災」も有効であることを発見し、いつもの防災訓練にはない、緊張感

も体験できるのではないかと思いました。 

・プログラム内容が色々と工夫されており、参加する側も楽しそうで良いと思います。 

・防災訓練の要素を取り入れた競技は、とても良いと思いました、楽しみながら防災器具に触れた

りできることは、とてもいいです。 

・防災訓練を上手く運動会に取り入れられていると思います。内容も考えられていて面白いです。 

・防災訓練を取り入れたことは、素晴らしいと思います。多くの方が楽しく参加楽しく参加できた

と思います。 

・協議の内容がとても工夫されていて感心しました。防災に対しても関心を持たせてあげるような

活動であると思いました。ちょっとした工夫で様々なところにも繋がりができ、広げていく事が出

来ると思いました。 

・防災訓練の要素を取り入れたという発想が良く、点数の入れ方も防災訓練の意味があるようにし

たところが面白いです。子どもたちの関心については興味深く、実際に災害があるときは、女性や

子ども達が実際に動かなければならないという視点が明らかにされたことは、良かったです。防災

訓練的な要素を取り入れるというアイディアは他の地区にも広がったら素晴らしいと思います。 

・町内で体を動かすことはとても良いことで、団結心が生まれると思います。 

〇応援メッセージ 

・体を使い、町内の交流を楽しみながら活動されている内容でした。防災にも着目されているので、

今後も市にある町がつながる事を期待します。 

・素晴らしい活動です。頑張ってください。 

・実施地域拡大に向け、継続的な取り組みを期待しています。 

〇工夫するといい点 

・「運営や備品」に補助金を使うと、継続性が出てくると思います。 

・江南市内の運動会等小さな地域枠ではなく、もっと大きくしてしていくと良いと思います。 

・協力者が少ないという事ですが、参加者からお手伝いの人を探して、協力してもらうのはどうで

しょうか。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

〇良かった点 

・体験会、練習会と段階を踏んで進めていく事で、初心者でも参加しやすくなっていると思います。

競技自体も幅広い年齢層で楽しめますし、良い雰囲気の中で行われているとうかがえます。 

・カローリングを通じて、地域の方が交流できることは、とても良いと思います。 

・小さい子から大人の方まで参加でき、頭も使うので、良いと思います。 

・参加人数が増え、子ども達も夢中そうな姿が見受けられ、良いなぁと感じました。体験教室を増

やすことは、良いことであると思います。 

・大会のための体験教室を充実させたことで参加者の増加につながって良かったと思います。 

 

〇応援メッセージ 

・オリンピックの影響でタイムリーなスポーツであると思います。ますます発展させてほしいです。 

・各小学校に設置でき、その楽しさを味わった子が卒業し、地域の指導者になったら、と夢が膨ら

みました。 

・カローリングという競技にとても興味を持ちました。体験教室を江南市の他の施設でも積極的に

開催していくようで、期待しています。一度、体験させていただきたいと思いました。 

・今回、冬季オリンピックで大いにわいたカーリングの室内版という事で、これから興味を持って

くれる方が増える気がします。市民に伝わる宣伝を今後期待します。 

・素晴らしい活動です。頑張ってください。 

・カローリングという言葉を初めて耳にしました。子どもから高齢者まで楽しめ、オリンピックで

女子が元気にしてくれた氷の上とは違い、このカローリングを室内で、天候の悪い日でもでき、新

体育館でぜひ行ってもらいたいです。 

・市民大会開催を期待しています。 

〇工夫するといい点 

・子どもの参加が多いようですが、高齢者予備軍の大人も参加できたら良いと思います。 

・得点の数値の表し方がよくわからなかったです。 

〇その他 

・体験会を通じて、大会への参加、新チームが増えていることがよくわかりました。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

〇良かった点 

・多くの方と音楽を通じて楽しめるのはいいですね。 

・活動をするだけではなく、アンケートをとることで、次の活動に生かしている姿勢に感銘しまし

た。 

・聴く対象に合わせて曲目だけでなく、音楽の提供の仕方も工夫していることがよくわかりました。 

・活動をされている方の楽しそうな姿が印象的でした。 

・お年寄りや 1 人住まいの方は“しゃべる”、“会話をする”という機会が少ないといいます。それ

を思うと、“歌を歌う”という事はとてもいい活動であると思います。アンケートから改善されると

いう“参加者目線”で考えられるのは素晴らしいと思います。 

・説明が丁寧でよかったです。 

・聴くだけの方が良かったとアンケート内容にありましたが、聴き手が単に聴くだけでないところ

がいいと思います。 

・保育園、サロンで楽しくでき、皆さんと地域交流が生まれるのでいいですね。 

〇応援メッセージ 

・生演奏を聴けることは、幸せなことです。私も今まで 3回フェリーチェさんの演奏を聴きました。

どの回も各々会にあったもので、聴いていて心がうきうきし、気分良くなりました。音楽の持つ力

を改めて感じました。若い頃から社会貢献を考えて活動している事心から敬意を表します。どうぞ

これからも地域の皆さんの力になってください。いつまでも今の笑顔を忘れずに三人仲良く私たち

を楽しませてください。 

・様々なところで、演奏を続けていただきたいと思いました。 

・音楽を楽しむ方が増えたと思います。歌で元気にすることはいいことであると思うので、今後も

こつこつ続けてほしいと思います。 

・テレビやインターネットが発達しても、やはり生演奏を聴くことに勝ることはないので、とても

すてきだと思います。 

・くいしんぼうの青虫くんの時もそうでしたが、本当に音楽が好きで楽しいという気持ちが聴いて

いる方にも伝わってきて、良い時間を過ごさせていただきました。これからも頑張ってください。

応援しています。 

・生演奏は、とても心を安らげるので、今後もぜひ頑張ってほしいと思います。 

・生演奏を実施されて活動を見させていただき、参加した方々が笑顔になっている素晴らしい内容

です。今後も多くに人々に笑顔を届ける活動を期待しています。 

・聴き手がとても穏やかな気持ちになっていることがアンケートからよくわかってとても良い取り

組みと思います。毎年少しずつ活動の幅を広げていてとても良いです。すべての人の満足感を得る

ことは難しいので、色々な意見があると思いますが、頑張って続けてください。自分たちが本当に

楽しそうに活動されていることがよくわかります。だからこそ、その幸せな雰囲気が伝わるのでは

ないでしょうか。 

・素晴らしい活動です。頑張ってください。 



 

 

 

 

 

 

 

〇良かった点 

・区全域に出向いて、この活動を理解してもらう説明を行うという、市民に協力、理解をしてもら

うことを大切にして活動しており素晴らしいと思います。 

・不幸な猫を減らす活動は、とても素晴らしいことであると思います。 

〇応援メッセージ 

・動物と共存できる社会になると良いですね。誰もが、動物も幸せに生きていけますように。 

・会の活動目標が大事ですね。ボランティア団体は、コーディネーター役という事を納得しました。

猫好きな人と猫（動物）嫌いな人との温度差の難しさがあると思います。地域住民が理解できるよ

う、頑張ってください。 

・小さな命を守るため、地域住民の理解を得ること、地域に根付かせる努力が大変であると思いま

す。頑張ってください。 

・犬も猫も生き物の命は大切です。動物を飼う以上、世話をする方に責任があると思います。野良

猫でも命は大切であり、野良猫が増えないよう地域での理解が共有できるようにしたいですね。地

道な取り組みですが、これからも続けてほしいと思います。 

・たくさんいる野良猫にここまで手厚く活動されていることに頭が下がります。 

・妊婦さんにとって悪い影響があるトリソプラズマ菌等は、猫の糞に入っていると聞いたことがあ

ります。命の大切さだけでなく、そういう点からも、このような活動はとても大切であると思いま

す。これからも是非頑張ってください。 

・江南市で猫の保護に対する活動を多くの人々に知ってもらえるように、今後も期待します。 

・とても高い志をもって活動されていると思います。「どこまでやればゴールなのか」が定めにくい

課題かと思いますが、頑張ってください。 

・素晴らしい活動です。頑張ってください。 

・難しい活動ですが、頑張ってください。 

〇工夫すると良い点 

・すべての地域を「地域猫」の場所づくりにすることは難しいと思いますので、「共存」する地域の

選択が必要と感じました。 

〇その他 

・地域への啓蒙活動の苦労がうかがえました。猫の問題だけでなく、地域の持つ問題を地域が解決

していくという解決力も育んでいるように思いました。それゆえ、困難も多いことと思いますが、「と

にかく理解を求めていく」という発言に、活動の信念が感じられました。 

・猫は好きですが、殺処分については全く知識がありませんでした。一匹でも無駄に殺される命が

なくなるよう、活動を続けて行っていただけたらと思います。 

・地域の人への理解が進めばいいなと思います。 

 



 

 

 

 

 

 

  

〇良かった点 

・健康寿命を延ばすことで、町全体に健康な高齢者が増えることは、地域の活性化、コミュニケー

ションを深める力になっており、素晴らしいと思いました。 

・地域の方が、自主的に身体と頭の運動を続けたいという前向きで元気に明るい生活を目指してい

ることが素晴らしいです。 

・「間違っても笑って誤魔化す」の言葉と、「地域のコミュニケーションと安否確認ができる魅力が

ある老人会を」の意気込みがいいですね。 

〇応援メッセージ 

・継続は力なりです。ぜひこれからも頑張ってください。 

・みんなが集まって、いろいろ工夫して取り組むことは高齢者にとって素晴らしいことです。楽し

んで体を動かす、高齢者には健康が一番です。生きているうちは、元気でいたいものです。これか

らも楽しくゆっくりやってください。 

・みんなで集まって学べるという場が、これからもっと必要になると思うので、リーダー育成を頑

張ってほしいと思います。 

・開催回数が多く、常に活動をすることはとても大変な事と思います。この活動を大きく広める内

容になる事を期待しています。 

・自主的な取り組みを継続していくのは、大変であると思います。参加されている人たちの意識の

高さを感じます。一部の人たちだけに負担がかからないように継続させてください。 

・素晴らしい活動です。頑張ってください。 

〇工夫すると良い点 

・高齢者対象の活動でしたが、他の年代の活動にも、参考になる活動が展開されていくといいと思

いました。 

〇その他 

・高齢者が元気に過ごす様々な取り組みをしていて、楽しそうです。多くの方の協力が力になって

いるのですね。 

・介護予防のみならず、孤立しがちな高齢者を迎え入れる場を提供するという意義もあるように思

いました。 

・地域のつながりがますます深く、強くなる取り組みであると思います。当事者で対策を考え、行

っていく事でより脳も活性化するので、自分も参加してみたいです。 

・運動をする習慣がつくと、又それに参加するために老人クラブに出向くこと、たくさんの良いこ

とが詰まっていると思います。 

・コグニサイズは、私もとても関心があります。健康で長生きは、良いことと誰もが思うのですが、

なかなか体験するきっかけがないので、活動が健康につながり、地域の人々にもつながっていく良

い活動であると思いました。 

・メンバーの拡大を継続され、素晴らしい活動と思います。 



 

 

 

 

 

 

 

〇良かった点 

・補助した結果がはっきり出ていたことが良かったです。市内で多くの参加者が利用できるように

今後も補助金で購入した備品が使われると良いと思いました。 

・「歯磨きを楽しい時間にする」というのがいいですね。 

・乳幼児の歯磨きは大変なので、託児をしたうえで親がゆっくり話を聞けることは親としてありが

たいことであると思います。 

・地域の子育て支援に、歯磨きを取り入れるのは、素晴らしいと思いました。 

・前年度よりも確実に成果をあげられていると思いました。今年度の活動のために、入念に準備を

され、やり方の改善に心を砕かれていたように感じました。実際に行われた内容が素晴らしく、子

ども達に一度体験させたいと思いました。 

・1部の講演会について、講演会ももちろん素晴らしいですが、その間に託児を保育士が行っており、

安心して託児できるので、良いと思います。2部の歯磨きを実施することも、とても良いと思います。

自分の子育て中にあったら、参加したかったです。 

・歯磨きが嫌いという子どもにも楽しんでできる工夫をするところや、体験することがいいです。 

・子育てと歯磨きの関連の重要性がとてもよくわかりました。親にとって実は、とても困っていた

という点を明らかにした上で、子どもが楽しめるように進めたことが良かったです。新しい発見が

色々とあったとのことなので、ぜひ活動を広げていってください。 

・歯磨きを楽しくできる工夫をたくさん考えていることが素晴らしいです。 

・とても分かりやすい話でした。親子のスキンシップが健康につながっていて良いです。 

〇応援メッセージ 

・歯磨きの楽しさを広く伝えていっていただきたいです。 

・子どもの頃に身についていて良い習慣は、ずっと大人になっても続くと思います。地道な活動の

持続が子ども達、しいては社会のためになると思います。これからも機会のあるごとに歯磨きの大

切さを伝えていってほしいと思います。 

・子育て中の歯磨きがスムーズにいかず、悩みの種でした。個人指導でなく、親子みんなで参加し

て、楽しく正しい歯磨きを指導してもらえたら子どもも嫌がらずに歯磨きができると思います。特

に不安を抱きがちな子育て中のママ達の集いの時間にもなりますので、ぜひ活動を続けて行ってく

ださい。 

・活動内容を多くの人に知ってもらえるように、今後の活躍を期待しています。 

・素晴らしい活動です。頑張ってください。 

〇その他 

・自分が子どもの頃にあってほしかった活動です。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

〇良かった点 

・乳幼児の親子だけではなく、思春期にある中学生児童に向けても実施されたことは、とても意味

があると思います。 

・毎回の活動が進化、スキルアップしていることが素晴らしいです。連携団体の声が聞け、協力し

合っている所が見れてとてもいいです。 

・今のお母さんの方から悩みを聞いて、事業実施していると聞いて心強いです。 

・中学生にとって、赤ちゃんを実際に抱くなどの体験ができたことは、とても良かったと思います。

赤ちゃんの母親にとっても中学生とのふれあいから得られるものがあったとは、予想外でした。活

動されている団体の方々が楽しまれている様子がよく伝わり、皆さんの熱意にはいつも感心してい

ます。 

・赤ちゃん抱っこ体験がいいですね。中学校への出前事業が素晴らしいです。 

・連携を力にして、新しいことを生み出してることは、素晴らしいです。 

〇応援メッセージ 

・反抗期の中学生に、命の授業や、赤ちゃんとのふれあいを持つことは、心豊かになると思います。

もっとたくさんの学生に伝えてほしいと思います。 

・「命の授業」を、江南市内各学校で実施していってほしいと思います。 

・年々団体とのつながりが増して活動されて見えます。江南市内の子育ての核となれる活動を期待

しています。 

・素晴らしい活動です。頑張ってください。 

・これからも長く頑張ってください。 

〇その他 

・3団体合同で事業を行われており、とてもダイナミックな活動が展開されて驚きました。子どもも、

親もたてのつながりが実感できる機会が乏しい現状を考えると、有意義な活動で、他の学区でも展

開していけると良いと思いました。他の団体も連携して活動する際の参考になると思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

〇良かった点 

・単なる市民活動にとどまらない大きな活動が行われているように感じました。今後の活動に興味

を持ちました。 

・連携することで、宣伝が広くできており、独自活動が見いだせてきている点が良かったと思いま

す。高齢者が聞きたいことが的確に聞けていて発信できていることが良いと思います。 

〇応援メッセージ 

・3 回の講義が開催されていることを知らなかったので、とても残念です。今後の社会を考えると、

高齢者の問題について、このような会はとても良いので、続けていただきたいです。次回はぜひ参

加したいです。 

・高齢者の問題を多くの方に知ってもらうことは大事です。宣伝を市民に多く広げて協力、理解を

深めていってください。 

・地域を越えた活動を期待しています。 

・さらに認知症サポーター養成をして、活動を広げていただきたいです。 

〇工夫すると良い点 

・認知症の人たちのサポートについて、認知症に関する他の問題も含めて考えていけたら良いかと

思います。 

〇その他 

・講座があることを知らなかったので、残念です。機会があったら参加したいです。 

・誰もがなるかもしれない認知症について、知識を得ることが大切であると思いました。少しでも

多くの方がこの情報を得ることで、認知症への理解が深まると良いと思います。 

・認知症の症状が進んでしまう前に正しい知識を得ることはとても大切なことだと思います。もっ

と皆さんに知っていただきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 その他（意見・感想） 

・各団体の理念がメンバー全員に伝わっています。 

・人とのつながり、地域の連携の大切さが参考になりました。 

・グループで話し合い、まとめる事を学びました。 

・チームリーダーは世話役、団体の連携など事業を継続させることは本当に難しく、大変であると

感じます。 

・補助金が何に使われたのかを詳しく聞きたかったです。 

・補助事業に参加することでいろいろな団体の方と知り合うことができ、自分たちの活動を広げて

いくことが出来ました。 

・同じジャンルの人と知り合えてよかったです。 

・様々な団体が、地域のために活動していることが分かり、良かったです。 

・皆さんがどんな思いで活動に取り組んでいるのか、実施内容についても、工夫を重ねている点が

参考になりました。 

・地域でつながるための工夫や、考えを知ることが出来ました。 

・ファシリテーターの名畑さんのコメントが素晴らしかったです。 

 

   審査委員長 講評 

展開コースの皆さんは、目的意識をしっかり持っており、素晴らしいと感じました。連携コースの

皆さんは、それぞれの団体で補い合って活動をしており、新たなものに繋がっていると感じました。

どの団体も、補助期間が終了しても事業をぜひ続けていただきたいです。事業を続けていく上で、

一部の方に負担がかかってしまうと、継続することが難しくなってしまうので、負担を抱え込むの

ではなく分け合い、さらに次の担い手の育成にも力を入れていただきたいと思います。 

 


	フォーラムの様子
	メッセージカードの集計

