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大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会 平成30年度第2回会議 会議録 

 

 

平成31年3月23日、大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会 平成30年度第2回

会議を大垣市情報工房2階・会議室4において開いた。 

 

 

１ 議題 

平成30年度大垣市市民活動助成事業について 

 

２ 委員の出欠 

出席委員（敬称略） 

委 員 長  菊 本   舞   副委員長  小 林 昌 廣 

委  員  林   暁 朗   委  員  長 瀬 ちえ子  

委  員  髙 木   誠   委  員  柳 瀬 文以智 

委  員  大 塚 和 美     

   欠席委員（敬称略） 

    委  員  久 本 たき子   委  員  後 藤 文 夫 

    委  員  新 田 米 子 

 

３ 事務局出席者 

かがやきライフ推進部長   豊 田 富士人 

市民活動推進課長     杉 田 昭 子 

市民活動推進課主幹     國 枝 義 典 

市民活動推進課主査     後 藤 実穂子 

市民活動推進課主任     大 橋 良 太 

 

４ 出席団体 

昔話キャラバン隊すのまた 

kenken 

特定非営利活動法人クローバ西濃支部 

翠耀会 

みんなの未来をつくる会 

ふるさとから教育を語る会 

特定非営利活動法人ＬＥＧＡＲＥ０４ 
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大垣市グラウンド・ゴルフ協会 

Ｓ＆Ｄ 

 

 

9時30分 開会 

 

杉田市民活動推進課長 

皆さま、おはようございます。定刻になりましたので始めさせていただきます。 

本日は大変お忙しいところ、大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会 平成30

年度第2回会議にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

私は、本日の司会を務めさせていただきます、大垣市市民活動推進課長の杉田でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

本日の資料でございますが、事前に送付させていただきました次第、事業一覧の   

資料№1、事業報告の資料№2-1から№3-7までとなります。資料の不足がありましたら、

係員の方までお申し付けください。 

それでははじめに、かがやきライフ推進部長の豊田よりごあいさつ申し上げます。 

 

※豊田かがやきライフ推進部長挨拶 

 

杉田市民活動推進課長 

それでは、以降の進行につきましては、菊本委員長にお願いいたします。 

 

菊本委員長 

皆さま、おはようございます。大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会の委員長

を務めております菊本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

ただいま、豊田かがやきライフ推進部長よりお話しがありましたとおり、市民活動助成

制度が始まって15年が経過いたしまして、助成事業の枠組は変わってきておりますが、

本日は様々な活動分野の団体さんから事業報告がありますので、委員の皆様には、今後の

活動につながるご意見やアドバイスを頂けますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、早速ですが、昨年度の市民活動助成に関する事業報告をしていただきます。 

報告につきましては、お手元の資料に従いまして、進めさせていただきます。各団体に

おかれましては、10分以内でご報告をお願いします。その後、委員の皆さまから質疑を

いただきます。委員の皆さまにおかれましては、忌憚なく団体を育成する、あるいは支援

するという観点から、ご意見やご助言等をいただきたいと思いますので、よろしくお願い
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いたします。 

それでははじめに市民活動団体設立助成について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

國枝市民活動推進課主幹 

それでは、資料№1の平成30年度大垣市市民活動助成事業実績と、参考資料の団体概要

一覧をご覧下さい。まず、市民活動助成事業実績について説明させていただきます。 

市民活動団体設立助成につきましては、助成率は10分の10、助成の上限は2万円となっ

ており、団体設立後3年以内の団体の設立に伴う備品等の購入費として助成させていただ

いております。 

1つ目は、水の都大垣おもてなし隊さんに、腹話術、手品の演技用備品の折りたたみデ

スク、ワゴンほかとして助成実績額が2万円、2つ目は、特定非営利活動法人大垣空家対

策協議会さんに、イベント用テントとして助成実績額が2万円、合計2件の助成をさせて

いただきました。団体概要につきましては、お手元の参考資料をご覧いただければと思い

ます。説明は以上でございます。 

 

菊本委員長 

ありがとうございました。 

続きまして、初めの一歩助成の団体さんから報告をいただきたいと思います。 

まず、資料№2-1昔話キャラバン隊すのまたの「すのまた ふる里の宿」事業になりま

す。それでは、昔話キャラバン隊すのまたさん、よろしくお願いいたします。 

 

※昔話キャラバン隊すのまた：事業報告書に基づき発表 

 

菊本委員長 

ありがとうございました。それではただいまの報告につきまして、委員の皆さまから、

ご質問あるいはご意見等ございましたらお願いします。 

 

長瀬委員 

 とても良い企画内容でよかったと思います。事業効果のところで、墨俣地域の方だけで

なく、墨俣地域以外の方からも参加があったとありますが、墨俣地域以外の方はどのくら

い、またどの辺りの地域の方の参加がありましたか。 

 

昔話キャラバン隊すのまた 

数は少ないですが、広報おおがきにも掲載しましたので、教育関係の方や興味のある方

の参加が何名かありました。 
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長瀬委員 

お子さんの参加はどうでしたか。 

 

昔話キャラバン隊すのまた 

はい、お子さんも、墨俣地域外から来ていただいた方がありました。色々な地域からの

参加があり、とてもよかったと思いました。 

 

長瀬委員 

今後も継続していきたいとのことですが、墨俣地域以外の方の参加を広く募集されるの

でしょうか。 

 

昔話キャラバン隊すのまた 

 はい、今回は初めての事業でＰＲ方法が手探りでしたので、なかなか浸透していかない

ため、今後は市外の方にもぜひ参加していいただけるよう、ＰＲ方法を考えていきたいで

す。 

 

髙木委員 

昔話の紙芝居が全48回実施されたとありますが、小学校では何回くらいされましたか。 

 

昔話キャラバン隊すのまた 

小学校のＰＴＡの母親委員会の事業として紙芝居を実施しました。回数としては、年間

15回ほど小学校で行い、その他は子ども会、お年寄り向けのサロンという内訳になって

います。また、介護施設などでも実施しました。 

 

髙木委員 

 今後の活動方針にもありましたが、もちろんお子さんの参加というのもきっかけとして

は非常にいいと思いますが、世代間交流という、おじいちゃんおばあちゃんとの繋がりと

いうのも大切にした事業を次年度以降にやられると、より盛り上がるのではと感じました。 

 

昔話キャラバン隊すのまた 

 紙芝居は、すのまたの昔話が題材となっているものが多いので、お年寄りからは、知ら

なかった、もっと早く知りたかったなどの感想をいただき、とてもやりがいを感じていま

すので、今後そのような内容を事業に取り入れていきたいです。 
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髙木委員 

 ぜひよろしくお願いします。 

 

小林委員 

紙芝居のレパートリーは、何演題くらいありますか。 

 

大塚委員 

私も同じ質問です。 

 

昔話キャラバン隊すのまた 

 今現在は、13演題あります。 

 

小林委員 

 新作を作られる予定はありますか。 

 

昔話キャラバン隊すのまた 

 はい、あります。素人が作っていますので、一つの作品を作るのに時間を要します。私

の98歳になる義理の父から、昔から伝わっている話を聞き、私が文章にまとめて脚本を

書き絵も描きますので、なかなか進んでいかないですが、計画はしています。 

 

小林委員 

 ぜひ、レパートリーを増やして、あちこちでやっていただければと思います。 

 

昔話キャラバン隊すのまた 

 はい、分かりました。ありがとうございました。 

 

菊本委員長 

ありがとうございます。紙芝居などもそうですが、国がすすめている事業で、学校と地

域との連携をさらに深めていく地域学校協働活動推進事業というものがありまして、今後、

県内でも展開されていきますので、学校からの依頼や子どもとの関わりが、地域の方に期

待されることになっていくと思いますので、ぜひ今後も活動を続けていただきたいと思い

ます。 

以上で昔話キャラバン隊すのまたさんの発表を終わらせていただきます。どうもありが

とうございました。 
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続きまして、資料№2-2のkenkenの「鍵盤ハーモニカ♪はじめましてレッスン＆kenken 

Hapyy Concert」事業です。 

それでは、kenkenさん、よろしくお願いいたします。 

 

※kenken：事業報告書に基づき発表 

 

菊本委員長 

ありがとうございました。それではただいまの報告につきまして、委員の皆さまから、

ご質問あるいはご意見等ございましたらお願いします。 

 

林委員 

大変素晴らしい事業だと思います。広報のところで、レッスンの募集について一部の学

校へチラシを配っておられますが、地域に偏りがあるのはなぜですか。 

 

kenken 

会場が和合地区センターということで、参加者の方が通いやすい北の方の地域を中心に

チラシを配布しました。今回が初めての事業で、集まり具合も分からなかったということ

もありました。 

 

林委員 

実際に広報おおがきでも募集されましたが、実際参加した小学校1年の方は、北の方の

地域の方が多かったのでしょうか、遠くの地域からの参加もありましたか。 

 

kenken 

 遠い方も、少しはありました。 

 

林委員 

 ぜひ遠くからも、たくさん参加してもらえるようにしていただければと思います。 

 

kenken 

はい、今回は広報やチラシでどのくらい反応があるか予想がつきませんでしたので地域

を決めてチラシ配布しましたが、学校ではひとりひとりへの指導がなかなかできないので、

個々に対応する指導ができてよかったと思います。会員の中には、学校の支援員もおりま

すので、子どもに合わせたレッスンができたと思います。 
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林委員 

とてもいい事業ですので、次年度以降、もっと多くの方に参加してもらえるといいと思

いました。 

 

kenken 

 ありがとうございます。 

 

柳瀬委員 

 参加者の方の校区を教えてください。 

  

菊本委員長 

 参加者の校区の内訳は分かりますか。 

 

kenken 

 詳しい資料が今手元にありませんので、お時間いただければ、確認して後ほどご報告し

ます。 

 

菊本委員長 

 私からも、ひとつ確認ですが、報告書内にアンケート参照と書いてありますが、今回は

資料にはありませんが、アンケートの中で特徴的な意見があればお伺いしたいと思います

が、いかがでしょうか。 

 

kenken 

来年度以降もやってほしいという意見と、今回は小学1年生が対象でしたが、2年生対

象にもやってほしいという意見がありました。 

 

菊本委員長 

ニーズがあったということですね。逆に団体さんとしては、今後この事業を続けていく

こと、要望にどう応えていくかが課題ということですね。 

委員さんからの質問や、団体さんからの回答の中にもありましたが、ニーズも高く、効

果的な事業として今回実施していただいて、期待の大きさが伺えますが、ご無理のない範

囲でぜひ続けていただけたら、ありがたいと思います。 

以上でkenkenさんの発表を終らせていただきます。kenkenさんどうもありがとうござ

いました。 

初めの一歩助成の報告は以上となります。 
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それでは、続きまして市民活動助成の報告に移りたいと思います。 

資料№3-1、特定非営利活動法人クローバ西濃支部さん「子育て世代のための様々な働

き方セミナーと交流会事業」です。 

それでは、特定非営利活動法人クローバ西濃支部さん、よろしくお願いいたします。 

 

※特定非営利活動法人クローバ西濃支部：事業報告書に基づき発表 

 

菊本委員長 

ありがとうございました。それではただいまの報告につきまして、委員の皆さまから、

ご意見あるいはご質問等ございましたらお願いいたします。 

 

長瀬委員 

 交流会というのは、企業さんと受講された方との交流会ですか。 

 

特定非営利活動法人クローバ西濃支部 

 いいえ、今回は起業の講座でしたので、起業の経験者、起業を経験された先輩ママとの

交流を行いました。 

 

長瀬委員 

 この講座を受けた方の中に、何回かの講座に参加された方はありますか。 

 

特定非営利活動法人クローバ西濃支部 

 はい、迷っている方や、今はお子さんがまだ小さい方で在宅ワークを考えているけど、

将来的には就職をしたい方など、いくつかの講座に参加された方もありました。 

 

長瀬委員 

私が所属する団体で似たような内容の講座をやったことがあるのですが、受講者の方た

ちの交流という形、悩みを抱えているお母さん同士の交流会はやっていらっしゃいますか。 

 

特定非営利活動法人クローバ西濃支部 

 今回は、先輩ママとの交流会という形をとりましたが、交流していく中で、受講者同士

が共通の悩みなどを話すことができ、内容的には、同じ立場の方同士の交流もできたので

はと考えています。 
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長瀬委員 

 それはすごく大事なことだと思います。受講者が同じ悩みを抱えていることが分かり、

自分が今後どうすればよいか前向きになれることは、とてもよいことだと思いますので、

参加者同士との交流も深めていける内容であるといいと思いました。 

 

菊本委員長 

 ありがとうございます。ほかいかがでしょうか。 

私からですが、最後の発表会で、今回は市外で実施され、実績人数としては13人と

なっていますが、1回から6回目までの間に1回でも参加した方が13人ということではなく、

受講したトータルの人数はもっと多くて、最後に発表されたのが13人ということでしょ

うか。1回でも講座に参加された方も発表会に参加されているのでしょうか。 

 

特定非営利活動法人クローバ西濃支部 

 はい、発表会の時間の都合もあり、希望者の中から発表者を選定させていただきました。

参加された皆さんが発表できる場を設けられるといいですが、今回は人数を選定させてい

ただきました。 

 

菊本委員長 

 いくつかの講座に参加されている方は、大体で結構ですが、どの講座に何人くらいで

しょうか。 

 

特定非営利活動法人クローバ西濃支部 

第4回自分ブランディング講座と、第5回ラインアット講座および交流会への参加者は、

ほぼ重なっています。 

 

菊本委員長 

その他の講座の参加は、1つの講座への参加でしょうか。 

 

特定非営利活動法人クローバ西濃支部 

 あとは、第2回在宅ワーク講座および交流会と第6回再就職のための講座の両方を、3人

程が受講されました。 

 

菊本委員長 

 複数の講座に参加されている方もあれば、1講座の参加のみの方もあり、各講座の参加

人数は10人程度と少ないですが、年間を通じてみると50人くらいになるので、お互い仲



10 

間づくりができていくと、参加者同士共感できる部分があり、さらに繋がりができていく

のではないかと思います。その繋がりが広がっていって、ネットワークができていくとい

う側面もあると思いますので、実際に会ってできていくものがあるでしょうから、今年参

加された方にも継続して働きかけをしていくことを続けていただければと思います。 

以上で特定非営利活動法人クローバ西濃支部さんからの発表を終ります。ありがとうご

ざいました。 

それでは、続きまして資料№3-2、翠耀会の「知って学ぼう！海外支援ボランティア」

事業です。 

それでは、翠耀会さん、よろしくお願いいたします。 

 

※翠耀会：事業報告書に基づき発表 

 

菊本委員長 

ありがとうございました。それではただいまの報告につきまして、委員の皆さまから、

ご意見あるいはご質問等ございましたらお願いいたします。助成事業は今回が最後となり、

今後助成がなくなっても継続して活動されていきたいということですので、そういった部

分についてのご助言などいただければと思います。 

 

柳瀬委員 

 活動の実施場所に、養老町の中学校がありますが、市内では難しいのでしょうか。 

 

翠耀会 

一昨年は大垣市内でも、多く講演し、支援物資を集めていただいたのですが、去年は 

ありませんでした。学校は校長先生の方針に影響されますので、年によってばらつきがあ

りますので、昨年は市内では実施することができませんでした。 

 

柳瀬委員 

 元気ハツラツ市で商品を並べて売られていますが、ストリートチルドレンの現状や支援

活動の記録写真などのパネルなどを置いてＰＲされているのでしょうか。 

 

翠耀会 

 市民活動助成を利用して作ったものもあります。例えば、かがやきライフタウン春のつ

どいなどのイベントでは活動紹介コーナーにパネルを設置しました。元気ハツラツ市では、

パネル展示は場所的に難しいため、今回作成したパンフレットを皆さんにお配りして、 

ＰＲしました。 
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髙木委員 

 報告書にもありますが、自立していくことに関してになりますが、今後の事業計画や資

金の面に関してどのようにお考えでしょうか。 

 

翠耀会 

 今後の活動面については、支援物資がたくさんありますので、一度で運べるのは20㎏

の荷物になるようにまとめ、自分たちの荷物とそれだけの物資をベトナムにもっていける

ように工面し、できるだけ多くもっていきたいと思います。 

 また、資金面につきましては、今回は多くの助成をいただき、大変助かったのですが、

当面は、今回作成したパンフレットで今後色々な活動をする中でＰＲをしていきたいと

思っています。パンフレットの多くは配ってしまいましたが、今まで3年間ずっとベトナ

ムへの渡航費については自費でやってきましたので、これからもボランティアで活動して

いき、団体で負担しながら活動を続けていきたいです。 

 

長瀬委員 

 ベトナムの子たちが作っているかばんを愛用させていただいております。毎年購入して

おりますが、その年によって、色々なデザインが出ています。最初に買ったときは、ファ

スナーが壊れてしまうことがありましたが、今は長持ちしますし、新しいデザインがあり

ますので、毎年購入します。皆さんのニーズも高いと思いますので、活動を続けるのは 

大変だとは思いますが、ぜひ今後も続けていただければと思います。 

現地へはなかなかいけませんが、職業訓練品を購入することで、活動へ協力させていた

だきたいと思います。 

 

翠耀会 

 ベトナム人の方々とは、先日もベトナム料理で交流会をし、子どもたちとも交流したの

ですが、手先が器用ですし、現地では職業訓練品をつくる事業を拡大してきております。

それをもとにレベルの高い運営ができるようになってきております。私が初めてベトナム

へ行ったときは、掘っ立て小屋のようなところで子どもたちは勉強していましたが、今は

きちんとした学校で勉強している環境になっています。ベトナム自体が大きく発展してき

ています。そういった意味でも、製品の質も昔より良くなってきているとういう印象です。 

 

菊本委員長 

ありがとうございました。今年度で助成が最後になりますが、大垣にいてもできること

や、実際に現地に足を運ばないとできないことがありますが、支援をしていただける方の

協力が得られ、そういった方を増やしていきながら活動を続けていけるといいのではと思
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います。 

以上で翠耀会さんの報告を終わります。どうもありがとうございました。 

それでは、続きまして資料№3-3、みんなの未来をつくる会の「発達支援の輪を広げよ

う～「誰もがすごしやすい場づくり」の実践から学ぶ～事業」です。 

それでは、みんなの未来をつくる会さん、よろしくお願いいたします。 

 

※みんなの未来をつくる会：事業報告書に基づき発表 

 

菊本委員長 

ありがとうございました。それではただいまの報告につきまして、委員の皆さまから、

ご質問あるいはご意見等ございましたらお願いいたします。 

 

髙木委員 

 反省にもありますが、事業を実施した後の繋がりの継続には、まだ課題があるとのこと

ですが、その課題をどのように解消しようとしていらっしゃるのか、お聞かせください。 

 

みんなの未来をつくる会 

 講演会や交流会の後にも、月に1回、会員同士が交流できるモーニング会や、ラインで

の情報交換、それから講演会のあとに、参加者の方が集まって感想や意見交換ができるよ

うな交流の場の提供をこれからも続けていきたいと思っています。 

 

菊本委員長 

 私からも、1点質問させていただきます。広報について色々な形でＰＲしておられます

が、実際にいらっしゃった方たちというのは、どのツールで情報を知られたかもし分かれ

ば教えてください。特に講演会については、大勢の参加者がありますので、どのような所

で情報を知った方が多かったでしょうか。 

 

みんなの未来をつくる会 

 アンケートの結果から、広報や新聞を見てという方が多いですし、また口コミや  Ｓ

ＮＳで知ったという方の参加も多かったです。 

 

菊本委員長 

そうするとやはり、当事者の方や、こういったテーマにもともと関心がある方が情報を

キャッチして来てくださることが多いのでしょうか。教育関係者の方も多くいらっしゃる

とのことですが、どのような方法で情報収集されている方が多いのでしょか。 
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みんなの未来をつくる会 

 チラシを施設など様々な場所に置いていますが、興味を持っている方には繋がりがある

ことが多いので、そういったところから誘われて参加したり、インターネットを通して情

報を集めたりされている方の参加が多くなっています。 

 

菊本委員長 

では、地域的にはいかがでしょうか、市外の方にもたくさん繋がっている方もいらっ

しゃると思いますが、割合としては大垣市内の方が多いのでしょうか。 

 

みんなの未来をつくる会 

西地区センターで実施した渡部達也さんの講演会では、同日開催で子ども食堂が実施さ

れたのですが、地域の団体さんや地域の方が多く集まられましたので、私たちの講演会に

も地域の方の参加が多くありました。 

 

菊本委員長 

 渡部達也さんの講演会は、色々なところで行われているのをお見受けしていますが、今

回の実績から、同じ地域の方の参加も多いということですね。 

 

大塚委員 

 交流会では、子どもさんの交流は行っていますか。 

 

みんなの未来をつくる会 

 親子交流会では、親さんだけでなく親子一緒に参加できますので、お子さんの参加もあ

りますが、対象がお子さんだけという会は今のところ実施していないです。 

 

大塚委員 

分かりました。ぜひ、私の地元でも開催していただきたいと思っています。ぜひよろし

くお願いいたします。 

 

みんなの未来をつくる会 

 はい、ありがとうございます。 

 

菊本委員長 

 様々な地区の地区センターで事業を開催されていますが、地域が偏らないように、意識

的に場所を変えて、色々な所でやっているのでしょうか。 
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みんなの未来をつくる会 

 その理由もあります。同じところばかりですと、限られた方しか参加できないこともあ

りますので、色々な方が参加できる可能性のある場所でと考えております。 

 

菊本委員長 

 はい、分かりました。ありがとうございます。 

以上でみんなの未来をつくる会さんの報告を終わらせていただきます。どうもありがと

うございました。 

それでは、続きまして、資料№3-4、ふるさとから教育を語る会さん「親力アップ～家

族で楽しく！遊んで学んで子どもを育てる～事業」です。 

それでは、ふるさとから教育を語る会さんよろしくお願いいたします。 

 

※ふるさとから教育を語る会：事業報告書に基づき発表 

 

菊本委員長 

 ありがとうございました。それではただいまの報告につきまして、委員の皆さまから、

ご質問あるいはご意見等ございましたらお願いいたします。 

 私からですが、写真を見ると、お母さんの参加が多い印象なのですが、お父さんの参加

はありましたか。 

 

ふるさとから教育を語る会 

はい、お母さんの参加が多かったのですが、中にはお父さんの参加もありました。 

 

菊本委員長 

内容をお聞きすると、お母さんだけでなく、お父さんにも参加していただくと親力アッ

プに繋がる充実した企画だと思いました。 

また先ほど、ご自身の若い頃にはリトミックというものがなかったとのお話しでしたが、

次年度以降事業を続けていかれると思いますが、子どもを育てていくということを考えた

ときに、おじいちゃんおばあちゃん世代も子育てに関わっていくということも考えておら

れるかと思いますが、こういった企画で、三世代で交流するというしかけを作りながらと

いうことは、何か考えていらっしゃいますでしょうか。先ほどの団体さんからの感想にも

ありましたが、おそらく参加された方で、すごく新鮮でいいと思われた方の参加が期待で

きるのではと思いますので、そのあたり、次年度以降の事業のお考えがもしおありでした

ら、お聞かせください。 
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ふるさとから教育を語る会 

来年度は、大垣市から多くの偉人が輩出されておりますので、墨俣町で作られたような、

「大垣偉人カルタ」を作ろうという思いがあります。カルタ作りに子どもも参加して、出

来上がったカルタを使って地区センターなどでカルタ大会を行うという内容を考えていま

す。その時には、三世代が参加できるようにしたいと思いますし、その中で、カルタの文

を見ながら、大垣の偉人がどのような働きをしたかを学べるようなものにしたいと考えて

います 

今回の事業でソプラノ歌手の大熊先生に来ていただき、今は童謡を歌うことが非常に少

なくなっていますが、主に昔の童謡をたくさん歌っていただきました。昔は、童謡のよう

ないい歌がたくさんあったということを、実際に子どもたちや親さんに聞いていただき、

経験していただくことができました。童謡の良さを今後の活動で広めていけたらとも考え

ています。 

 

菊本委員長 

 次年度に向けた計画をしておられるようですので、期待したいと思います。 

以上でふるさとから教育を語る会さんの報告を終ります。ありがとうございました。 

それでは、続きまして資料№3-5、特定非営利活動法人ＬＥＧＡＲＥ０４さんの「サッ

カー・ボール運動で元気一杯キッズ育成事業」です。 

それでは、特定非営利活動法人ＬＥＧＡＲＥ０４さんよろしくお願いいたします。 

 

※特定非営利活動法人ＬＥＧＡＲＥ０４：事業報告書に基づき発表 

 

菊本委員長 

ありがとうございました。それではただいまの報告につきまして、委員の皆さまから、

ご質問あるいはご意見等ございましたらお願いいたします。 

 

林委員 

 本当に子どものためになるいい事業だと思います。今後の活動方針のところで、休日に

グラウンドでの教室を増やしていきたいというですが、今年だと平日に全100回程度練習

されていますが、こちらの回数は減らさずに休日の回数を増やされるのでしょうか。 

 

特定非営利活動法人ＬＥＧＡＲＥ０４ 

 今年度では、来ている子が曜日や時間帯ごとで決まっており、その曜日や時間を減らす

と、その時間に都合があうので通えているという家庭が多いと思いますので、平日の教室

を減らすと、どうしても都合が合わずに来られなくなってしまいますので、減らさずに、
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通いたいけど平日は通えず休日ならは自由が利くという家庭のために、休日の教室を継続

的に行うことで、参加者を増やしていければと思っています。 

  

林委員 

 分かりました。ありがとうございます。 

 

小林委員 

 安全面についてですが、怪我した子はありませんでしたか。 

 

特定非営利活動法人ＬＥＧＡＲＥ０４ 

 運動、スポーツをやる以上、怪我をするのも大事だというところもあるので、ぶつかっ

て泣いている子もいますし、怪我をすることはありました。 

 

小林委員 

それは、サッカーをする範疇という程度ということですね。 

 

特定非営利活動法人ＬＥＧＡＲＥ０４ 

 はい、何も考えずに走ると危ないなど、怪我をして体で覚えることもすごく大事ですし、

小さい子は、走るスピードもそれほど速くないので、ぶつかっても、大きな怪我はしない

ので、転び方から覚えていくことも教えながらやっています。 

 

小林委員 

室内から野外での活動が増えてくると、怪我をする子が増えてくるかと思いますが。 

 

特定非営利活動法人ＬＥＧＡＲＥ０４ 

 大垣には芝生のグラウンドがありますので、芝生だと転んだときの怪我が軽く済むとい

うこともあります。 

 

小林委員 

 最後に実施した交流戦は、参加人数が8人ですが、試合はできましたか。 

 

特定非営利活動法人ＬＥＧＡＲＥ０４ 

試合は4人対4人でやりました。小さい年齢の子の場合は、少ない人数のほうがボール

に触れやすいので、4、5人でチーム分けをします。 
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長瀬委員 

 すごくいい事業だと思いますが、少年団がありますが、小さい子は少年団になかなか入

れないと思いますので、この教室を経験した子たちが、少年団に入るといいと思います。

こちらの教室を卒業して少年団に入った子はありますか。 

 

特定非営利活動法人ＬＥＧＡＲＥ０４ 

 そこまでは、把握できていません。 

 

長瀬委員 

 さまざまなボール運動とは、例えばどんな運動でしょうか。 

 

特定非営利活動法人ＬＥＧＡＲＥ０４ 

 ボールを上に投げて、それをキャッチすることもできない状況なので、そういう所から

スタートしたり、バスケットのドリブルも年中さんだとできませんので、2人で投げて

キャッチすること、蹴ってみるところから始めます。 

 

長瀬委員 

 ボールを使って色々な運動をやっていくということですね。野球少年団などでは、野球

だけでなくてサッカーやマラソンもやっているのですが、スポーツだけにこだわらず、

色々な運動を経験していくというのは、すごくいいことだと思いますので、これからも頑

張って続けてください。 

 

特定非営利活動法人ＬＥＧＡＲＥ０４ 

 はい、ありがとうございます。 

 

菊本委員長  

 ありがとうございます。交流戦というと、同じくらいの年齢のチームが他地域にあり、

そういったチームとの試合なのかと思いましたが、そういった形の交流は考えておられま

すか。 

 

 

特定非営利活動法人ＬＥＧＡＲＥ０４ 

 そこまでやれたらいいとは思いますが、現状はまだそこまでできるような活動になって

いないです。 
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菊本委員長 

 交流する場があれば、友達との繋がりができ、色々な可能性や展開が期待できるのでは

ないかと、お聞きしておりました。今後ぜひ続けていただければと思います。 

以上をもちまして特定非営利活動法人ＬＥＧＡＲＥ０４さんの報告を終わります。どう

もありがとうございました。 

それでは、続きまして資料№3-6、大垣市グラウンド・ゴルフ協会さんの「グランウン

ドゴルフで楽しく健康づくり事業」です。 

それでは、大垣市グラウンド・ゴルフ協会さんよろしくお願いいたします。 

 

※大垣市グラウンド・ゴルフ協会：事業報告書に基づき発表 

 

菊本委員長 

ありがとうございました。それではただいまの報告につきまして、委員の皆さまから、

ご質問あるいはご意見等ございましたらお願いいたします。今年度、助成が最終年度です

ので、今後の自立した運営についてもご助言いただければと思いますがいかがでしょか。 

 

菊本委員長 

先ほどお話しがありましたが、秋のつどいでは三世代での参加もあり、非常に人気があ

るとのことですので、今後も色々な世代の方に向けた事業を続けていただければと思いま

す。以上で大垣市グラウンド・ゴルフ協会さんの報告を終わります。どうもありがとうご

ざいました。 

 

それでは、最後のご報告になります、資料№3-7、Ｓ＆Ｄさんの「みんなが主役！気軽

に楽しくミュージカル体験と第九を歌おう事業」です。 

それでは、Ｓ＆Ｄさんよろしくお願いいたします。 

 

※Ｓ＆Ｄ：事業報告書に基づき発表 

 

菊本委員長 

ありがとうございました。それではただいまの報告につきまして、委員の皆さまから、

ご質問あるいはご意見等ございましたらお願いいたします。 

菊本委員長 

 ミュージカルの体験者は子どもさんが多いでしょうか。 
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Ｓ＆Ｄ 

 はい、子どもさんが多いです。 

 

菊本委員長 

 参加されている方の地域は、特に墨俣地域に限らずなのでしょうか。 

 

Ｓ＆Ｄ 

 はい、限られないです。遠い方で名古屋の方から参加された方もありました。 

 

菊本委員長 

 そこまで広い地域から、市内外の方が参加されているということですね。では、広報活

動で、広報おおがき以外では近隣の学校関係へのチラシの配布などはされていますか。 

 

Ｓ＆Ｄ 

 はい、ミュージカル公演のチラシは、学校へも配布しました。 

 

菊本委員長 

 今年ミュージカル体験に参加された方で、来年もぜひ参加したいという方はいらっしゃ

いますか。 

 

Ｓ＆Ｄ 

 はい、毎年参加される方もいます。団員になってまでという所にはなかなか行きません

が、入会につながるような活動を進めていければと思います。 

 

菊本委員長 

 他の委員さんから、特にご意見等よろしいでしょうか。 

私からですが、今後は特に第九については、年間を通じて練習回数を増やしていきたい

という見通しをすでに立てておられますので、次年度に向けた計画に取り組んでいただけ

ればと思っております。以上でＳ＆Ｄさんの報告を終ります。どうもありがとうございま

した。 

以上をもちまして、団体さんからの事業報告を終了させていただきます。ありがとうご

ざいました。 

それでは最後の「その他」でございますが、全体を通して何かございましたら、ご発言

をお願いいたします。よろしいでしょうか。 
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國枝市民活動推進課主幹 

 先ほどのkenkenさんの報告の際に、どの校区から参加があったかのご質問がありまし

たので、参加した小学校と人数をお聞きしましたのでお伝えします。日新小から2人、綾

里小から1人、小野小から2人、興文小から2人、北小から6人、東小から3人、安井小から

4人ということで、様々な地域からご参加いただているという報告をいただきました。以

上でございます。 

 

菊本委員長 

 ありがとうございました。その他いかがでしょうか。 

特にないようですので、これをもちまして、議事を終了させていただきます。 

 

杉田市民活動推進課長 

皆さま、非常に長時間に渡りありがとうございました。 

これをもちまして、大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会 平成30年度第2回

会議を終了させていただきます。次回の開催でございますが、4月13日の土曜日の午前中

に、平成31年度事業の審査会を開催させていただく予定でございます。後日、お時間、

会場等はご通知させていただきますので、ご予定をしていただきますようよろしくお願い

いたします。 

それでは、以上で終了させていただきます。本日はご出席いただき誠にありがとうござ

いました。 

 

 

12時00分 閉会 


