
平成26年度 香川県教育委員会委言モ事業 「地域で其育 |」
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今囮ぜんつうじ子どもいさいきプロジェクトとして初めての取 tl組みとなった「キ /ヽズ商店街 inぜ んつうじ

Jで よ実行委員の皆さんをはじめ、地域の商店や農園の方々と出会い、一緒に子とtr_ちの共育について考え

ながらつくtlあ ずていさました。オ |1エ ンテーション→事仰紹介→お仕事 l■験→キ /ヽズマ/し シェ (模擬商店街)

と企画を重ねたことで、商店等や子どtr_ち との距離t少 しずつ縮まっていっr_ょ ぅに思います。すべてのお

仕事体験先が子どtr_ちを央く受 1寸入れ丁寧に育んでくださっ
「

_お か ずで、口を重ねるごとに子どtr_ち と商

店との間にも温かさが増 していくのを実感 しました。また、参力0募集のチうシやマ/し シェ千うシを全小学校に

配布 したこと、新聞記事に取 tl上 ずられたことで、参加者以外からt六さな反響があヒ|ま した。多くの方か5「面

白い企画だね」「とてもいいアイデアだね」「二ういう活重力が大切だと思うJな ど励ましの声を頂さ、企画終ア

後t ft験先商店に子どもたちが出入し|す るようになったなどのうれ しい報告tあ tlま した。今回の事業の集六

成として開催 しr_キ 、/ズマ/し シェには約 400名 の参tlEがあし
|、 多くの小学生をはじめ保護者の方々、地域の方々

に楽 しんでいただくことができまし
「

_。 商店の方と小学生、参加者が交流できるように計画 しr_こ とで顔と顔

の見える温かいイベントとな tlま した。キッズマ/し シェ開催の
「

_め にお仕事体験先だ 寸では〈広 く協賛企業・

団ft等を募ったことで、体験先以外の地域の方々から事業趣旨へのこ理解 。ご協力を得られたことt大変あ tl

がたいことでした。各商店・企業 。団体との連絡調整等を通 し多くのコミュニケーシ∃ンがうまれ、小さな交

流の積み重ねが緩やかなネットワークとなし
|、 この企画の大きな基盤となっていさました。これからt希望と

期待を六さく持ち「子どtr_ち を共に盲んでいくまちづくtlJを地域の皆さんとともに思い描いてい 寸たらと

願っておヒ|ます。最後になヒ|ま したが今國、ぜんつうビ子どもいさいさプロジェクトヘご理解 。ご協力そして

ご参力0い ただいた全ての皆さまに心からの感謝を申し上 |ず ます。
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実施内容
自己紹介、取材内容・ん―卜決め、市内商店等への取材、横
断慕・商店等紹介バネ/し づくtl、 発表

スタッフ&ボランティア紹介後、講師の横丼
寿史さん (守山商工会青年部部長)進行で、自
己紹介をしr_ヒ |、 取材内容を自分たちで決めて
いくうちに、緊張 していi_子 ども

「
_ち t少 しず

つ笑顔に。善通寺市観光交流センターを出発 し
てそれぞれの体験先へ向 1寸市内を歩きました。
お店や農口などで「いつからお店をしているの
ですか ?」 「千可人くらいお客さんが来ますか ?」

「お店のおススメは ?」 「商品の種類はどのくら
い ?」 など質問をしたりお店の写真を撮影 した
tlし まし

「
_。 観光交流センターに戻ってきた子

どtr_ち は、早速お店紹介パネ/し の作製。取材
で発見したこと、お店の素敵なところ、店長さ
んの笑顔などを写真や装飾を上手に使って伸び
伸びと描いていさましi_。 横丼さんのまとめで
|ま 「今日の取材で一番 EΠ 象に残ったこと」をひ
とりひとし|が前に出て発表。みんなの発表を聞
いてお友だちが発見した「すニーい」をみんな
で共有することが出来ました。最初はとっても
緊張していた子どもたちtす っかし1仲良 しに
なった様子。お仕事体験の日が待ち遠 しい |そ
んな想いを胸に皆で手づ〈tlし た横断慕と記念
撮影をして解散 しました。

事例紹介 &71J― トーク
講 演 内容

「キ ッズ商店街 =子育て支援 +地域活性千ヒ」
名古屋市守山商工会青年部での取 し1組み

講師 :横丼寿 史さん (守山商工会青年部部長 )

守山商工会青年部が 6年間取し1組んできた「子ど
t商店街」の事例について、募集方法 。進め方 。活
動の様子・始めた経緯・参力0し l_子 どtたちの様子
など、パワーポイントを円いて、分かし|やすく説 0日

していたださました。地域のつなが tlが希薄化する
中で “子どもの元気はまちの元気 "をキーワー ドに
二れからの地域をどう作るか、商工会青年部として
思うこと、父親として思うこと、今後の課題など大
変興味深い内容でした。事御1紹介の後は、参加者が
6～ 8名のグ/し ―プになって、きまざまtd~世

代や立
場を越え二ねからのまちづくりや、子どもたちの共
育について熱 く語ヒ1合 いました。普段、皆ちがった
立場で暮らしている 寸れども「子どもたちを真ん中
に」緩やかなネ /ヽト ワークを築いていく素晴らしさ
に、其∩待の膨らむひと時となし|ま し
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ヾ

．

な

一

．計
″ ー

1為ふご'

瑯戴1竜蜜編 ffゝ舅|りちT11け
'!↑開催場所 1‐善通寺市観光交流センタ■ ● :

参カロ増f`D澤](ア ンケートよt′
)

。どの地域でも共通だと思いますが、それそれの地域にどんな人材がい
るのかを発掘 して参画 してもらうことが大切だと思います。
。やはし1各方面からの協力が集まることだと思います。
・子どもたちが、市民、学生、商工業者、地域をつid〈役 割六。もっともっ
とつなく

・
役割 “きっか 寸作 tlの役割|"を担う人が登場 し増えな 寸ればい

寸ない。
・立場によって見える視点t意見t異なることに気づ力ヽされました。
・地元の施設を利用して活性fヒ したいと思いました。今回の子どt商店
街から実を結 lメ F_めの重要なヒントを頂いl_よ うに思います。
。いろいろな立場から子育て支援や地域活性千ヒについて考える事が出来
てよかっ

「
_です。やは tl“ つなが tl"は大切ですね。

・立場の違う方々の意見をさ〈ことができて良かったです。今後の事業
の参考にさせて頂きます。
。子どt商店街と聞いて「そんなことやれるのかな。やって意味がある
のかな ?」 と思いましが、実際成功させて意義を感 じてい5っ しゃる方
が熱 〈語ってくれることですごく面白〈感 じました。
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子 ともた ちの 様子 保護者アンケートよt′
)

。子どtに t分かりやす く説明して頂
いた様で自宅に帰っても楽 しそうに
内容を話 してました。
。男の子が少ない。…といいつつtボラ
ンティアのお兄さんたちと仲良〈rd―

りうれしそうに話 してくれました。
。とてt楽 しかっF_。 新 しいお友だち
ができてよかった。少 し緊張してい
た。
。さまざまな体験ができてよかったよ
うです。
・暑さで少 し疲れ気味でし

「
_。

・体験日の前に (事前に)一緒に活動
する友だちやスタッフの方と交流で
きたので良かっi_です。
・自分が選んだ職場を見学 しi_こ と
で、ft事 をすることにとでも興味を
持った様でした。



実 施 内容

小学生はそれぞれのお仕事体験場戸Fへ。最
初はお友だちとの再会で楽 しい気持ちの子ど
もたちも、体験が始まし

|、 道具の使い方やブ
ロの技を教わるにつれ、段々と真剣な顔に
なっていさました。アンケー トではお仕事体
験に参力0し た全ての小学生が「楽 しかった」
と答えてくれました。真夏の暑い中、立ち仕
事や力仕事、移重力tあ tl、 子どtたちはとて
t頑張し|ま した。お仕事体験を終え、店長さ
んからほんものそっくtlの 「給料明細書」を
受 寸取ると充実感に満ちi_様子の子どtた
ち。いさいさした姿が大変EP象的でし

「
_。

子 ど も 桂 ち の 様 子 簾 者アンケ D1/Ji螢
。f/4験先の子どtr_ち t同学年のお子さん
ばか tlで学校は違っていてもとでt楽 しく

体験ができたようでした。
・お客さんのときには分からないお店狽|の

様子を楽 しんでいました。
。お仕事の内容や様子をf_く さん話 してく
れた。
。大変む作業tあ ったようですが、とてt
満足していました。
・お店で手伝っ

「
_こ とや、お店での様子を

家に帰って教えてくれましr_。

。仕事の充実感にすこし成長 していたよう
に感じまし

「
_。

・充実した内容でいさいさした顔で帰って
きました。説 0日 してくr_さ ったことも家で
よく話 してくれました。
。実際に商品を作るお手伝いをして、仕事
の大変さを体験 していました。
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開催曰時 :平成26年 7日 270(0)/8日 230(土 )lo時～ 15時

参わ0者数 :小学生28名、ボランティア に会人1名、大学生4名 )、 スタッフ4名

開催場PF「 :市民会館、市内商店等
   志{樵括‐

','■

鎮・‐白転童販売店・ノじ目,米店)(真幅店.:農日,カ フェ・産直市.千朧品

お仕事体験 ・:iOど
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地域のことを知つたり
興味が持てましたか?
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このような体験にまた参加したいですか?
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実 施 内容
商店と子どtたちが協力して模擬商店街

(キ ッズマ/し シェ)を開催。商店等でお仕事
体験 した子どti_ち はそれぞれの経験を活
かし、一日店長として活躍 しました。また
お仕事体験でもらっ

「
_給料明細を架空通貨

に換金 し、子どtたちはマ/し シェでの食事
や買い物I_楽 しみました。地域の方々との

交流を目的としたお楽 しみ企画「じゃん 寸
ん大会J「なぞなそつ ―スラ||― 」t多 くの

子どtたちに楽しんでいただくことができ
ました。来場者アンケー トでは多くの方に

「とでも満足・満足 (91%)」 「地域の情報を
知る機会になった (91%)」 と答えていF_だ

さました。また「自分の子どもにお仕事体
験をさせたい (96%)」 という保護者の企画
への関心の高さt分かし|ま した。
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スタッフ8名、一般来場者約 400人
間催場酢 おしゃぺ t′ 広場

子どもたちの様子鰈護者アンケートよtl) 地域の情報を何か得ることができましたか?

1来 場者アンケー トより)

0分 から板



墓 豊

保 護者の 声 (全プログラムヘの感想 )
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t体験してみた
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tヽ ました。

・このような体験に参加させていたださあ t′ がとうごゴ
いました。

副 駆噺 瞥譲類督き魔強読
た。

・このような体験ができる機会があるということはとて
もいいことだと思うので続 くといいと思います。

・市内でのお仕事体験は、子どもにとって初めての体験
が多くとてt楽 しかつF_よ うです。又ぜひ行かせたいと
思いましたし又の企画よろしくお願いします。

今後l_~向 けての改善点・課題検ど

:蓼1:覆雰達稔拿園紛竃之言(Eメー/しの活∩)

。日程への配慮 (開催曰時や間隔等の工夫)

・送迎のしやすさへの工夫
・暑い中での移動方法の見直 し
。実施時間の見直 し
。イベント会場 (キ ッズマ/し シェ)設営の工夫

など

参力0者アンケー トなどで寄せられた声やアイデア
を今後の活動に活かしていきたいと思います。

Special 丁hanks
・llllエ ーエス 。同大西呉服店 。香川木奮推進フォーラム
・力/し ビーⅢ・同郊 I EP刷 戸F・ 1特 1子育て応援 NpOフ じンズ
・閉近藤農由・三和工業Ⅲ・Ⅲ四国通商・nし 5ぃ千ヒ41■品店
。」A香 1県善通寺産直、ゝ、れあい市 。写真の山本
。ジャンボうどん高木 。mt■ いたく堂
。竜| ピヨピヨクラフ
・Ⅲディアー さく5 00 Cafe
。東部おやビの会
・仁尾の魚屋かわた
。靡法人たCに しかわクlに い/ク
。

1田 田サイク/し

・llklベーカ ||―

・llklま んでがん
。モ ll工米店

キッズマ/し シェで45,625円 の義援金が集詳tlま しr_。

東北や広島などで子育て家庭を応援するNpO団 体へお届1■ します。
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かったと思います。
・個人ではなかなかできないf/4論 をすることができてよかつF_です。

・色々な事を 3回にわたって違った内容で体験させていただき子どもには
とてもよい経験になったと思います。

黎 饒が1基lttllン影卜又諭£
思いますが本当にあ tlが とうございました。

I艘勲詫絆r拓汚以稲ま
し
仁 玉、LIF々疑ゝ

いいなと思っています。

・運営やボランティアの方あtlが とうございました。安心して子どtを預
1寸体験させる事ができました。

鋼 l鼈 冊 貰  Ψ

実行委員会
草薙 めくみ (NpO法人子育てネットくすくす理事長 )

角野 幸治 (善通寺商工会議所青年部会長 )

森江 ―彰 (モ |1工米店 )

宮| 千登志 (東部おやじの会会長 )

山本 賢司 (写真の山太 )

大西 省司 僣 通寺商工会議戸F青年部)

浪花 穣 (善通寺商工会議所青年部)

松El 悠汰 (四口学院大学生)

間島 いずみ (NpO法人子育てスットくすくす)

玉野 久仁子 (NpO法人子育てネットくすくす)

発行

芋乙堪諮処鍵認鷺導藩素子]∵賢ヵこ序褻4象働
いている様子を見て、実際に店長をし

働くってどういうことかを少し理解できF_ビ曹暮ヒ絆撃9合に百な¥「シ平彗品亀|こ

なっF_と思います。本当に楽しく参加でき良かっi_です。スタヽ/フの方々大変あtlが
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著充ぢ晃峰日で言きぃきブ晃弘λ年層霙戴尋Q設¬)(Nr

〒7650031善通寺市金蔵寺OT 1044 2 電話 0877-640580

学生ボランティアの皆さん


