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～子どもも大人も共に育ち、育ち合う～

「きのくに共育コミュニティ」とは学校・家庭・地域が一体となって、子ど
もの豊かな育ちや学びを支える取り組みです。

子どもを中心としたさまざまな活動を通じ、人々の交流が深まり、新たなつ
ながりも生まれていきます。そのつながりが学校や地域を元気にし、子どもの
笑顔につながっていきます。
(きのくに共育コミュニティ････県内各地に形成された地域共育コミュニティの
総称です。）

「共育支援メニューフェア」とは！

共育支援メニューフェアは、「きのくに共育コミュニティ」の取り組みを県内
全域に展開するため、専門的な知識や技能を持つ企業、NPO 等各種団体、国や
県の機関・施設、大学等（以下、「支援者」という。）の方々に学校、地域を支
援していただく仕組みづくりを進めています。その取り組みの一環として、県
内の学校関係者及び社会教育関係者と支援者が一堂に会し気軽に意見交換する
ことにより、支援内容についての相互理解を深めることを目的に「共育支援メ
ニューフェア」を開催しています。

この度、平成25年度に開催しました第１回及び平成26年度に開催しました第
２回共育支援メニューフェアに出展いただきました支援者の共育支援メニュー
について、一冊のメニューブックに集約しましたので、御活用よろしくお願い
します。
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共育支援メニューブックの見方！

分野／食育

企業団体等名称 支援活動内容／支援形態
番号

支援活動テーマ／問い合わせ先

○○食品株式会社 ②朝食の大切さについて分かりやすく説明し
食育 ます。また、バランスの良い食事についても
１００ 一日のスタートは、朝ご飯から 指導します。学校だけではなく、公民館など

で子供や保護者の皆様にも指導しています。

①〒640-0001 ③出前授業・講演 その他の支援（教育資材
和歌山市○○町○丁目1番地 の配布）
TEL 073-400-0000

分野／食育

企業団体等名称 支援活動内容／支援形態
番号

支援活動テーマ／問い合わせ先

和歌山県農業協同組合中央会 ②学校教育における食と農に関する分野につ
食育１ いて、教育資材等の配布など支援をしていま

ＪＡ食農教育 す。

①〒640-8331 ③出前授業・講演 その他の支援（教育資材
和歌山市美園町5丁目1番地の1 の配布）
TEL 073-488-5515

野菜ソムリエ ②野菜果物の魅力、おいしさ、たのしさなど
食育２ コミュニティ和歌山 を伝えます。主に和歌山で生産される食材を

もとに、旬の野菜果物の紹介と、おいしい食
和歌山の野菜果物の魅力発見、 べ方、扱い方、調理方法を伝授します。また、
もっとおいしく、もっとたのし 伝統料理について、食文化、生産の歴史につ
く いてもわかりやすく紹介します。

③出前授業・講演 見学受入・校外学習支援
①〒641-0051

和歌山市西高松1丁目7-83
TEL 073-426-1870

有限会社 紫香庵 ②小・中・高校、公民館、婦人会、老人会、
食育３ 国際交流会などに、出前和菓子作り体験教室

和菓子作り体験とブラジル文化 を行います。
について ブラジルの文化・習慣・教育について、また、

ポルトガル語の出前授業を行います。
①〒640-8156

和歌山市七番丁11-1-103 ③出前授業・講演 見学受入・校外学習支援
TEL 073-426-3250 その他の支援

食育４ 公立学校共済組合和歌山宿泊所 ②和食・洋食テーブルマナーと挨拶等のマナ
ホテルアバローム紀の国 ー研修を行います。

マナー研修について ③見学受入・校外学習支援

①〒640-8262
和歌山市湊通丁北2丁目1-2
TEL 073-436-1200

支援者による支援活動分野です。支援者の中には、複数の分野にわたり支援を行う場合もあります。
食育 安全・防災 自然・環境・情報通信等 文化・芸術・歴史・人権等 国際理解 スポーツ 医療・福祉
金融・経済・法律・消費生活 その他の分野に分けています。

①問い合わせ先

②支援活動内容

③支援形態

食
育
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分野／安全･防災

企業団体等名称 支援活動内容／支援形態
番号

支援活動テーマ／問い合わせ先

安全･防 ヤマト運輸株式会社 ②交通安全教室は子どもたちの交通事故防止
災１ 和歌山主管支店 を願って1998年からはじまった取り組みで

す。地域の社員が学校や施設等に出向き、子
こども交通安全教室 どもたちに交通ルールや交通安全の知識を指

導します。
①〒640-8411

和歌山市直川185-1 ③出前授業・講演
TEL 073-499-4560

安全･防 綜合警備保障株式会社 ②ＡＬＳＯＫが社会貢献活動として行ってい
災２ 和歌山支社（ＡＬＳＯＫ） る小学生向けの出前授業です。119番通報・

ＡＥＤについての学習・心肺蘇生（胸骨圧迫）
～ＡＬＳＯＫあんしん教室～守 の体験を通じ、人を助けるための「思いやり
りのプロが教える小学生向け救 の心」と「一歩踏み出す勇気」、そして「命
急救命授業 の尊さ」について伝える授業です。

③出前授業・講演
①〒640-8036

和歌山市東鍛冶屋町49-2
TEL 073-428-1112

安全･防 西日本旅客鉄道株式会社 ②踏切事故防止ＤＶＤの貸出・提供などを行
災３ 和歌山支社 っています。

踏切事故防止活動 ③その他の支援（教育資材の配布）

① 〒640－8343
和歌山市吉田94番地の1
TEL 073-425-6106

安全･防 ＨＭＬ（ハッピーママライフ） ②ＨＭＬは、“豊かで安心して子育てができ
災４ る魅力的なまちづくり”のために活動してい

子どもが暴力を受けずに発達成 ます。子育て支援講座の開催やＣＡＰプログ
長していける地域をコーディネ ラムを通して、学校や地域が連携し、子ども
ート の「人権」が尊重される地域づくりを応援し

ます。
①〒644-0012

御坊市湯川町小松原210-4 ③出前授業・講演
TEL 0738-23-0939

安全･防 ３Ｗわかやまウィメンズワッチ ②学校・地域へ出向き、３Ｗ考案「新聞紙で
災５ タワー 作るマイトイレ」の指導や「子ども向け防災

紙芝居・人形劇」等の防災教育を行います。
女性の視点を活かした地域・学
校(特に子どもたち)への防災・ ③出前授業・講演
減災教育の推進

①〒640-8412
和歌山市狐島65-24 2F
TEL 073-454-8267

安全･防 特定非営利活動法人 ②地方自治体の情報セキュリティ対策や、地
災６ 情報セキュリティ研究所 域の児童生徒をネットワークトラブルから守

るための学習、地域の高齢者の生活支援、鳥
ＩＣＴによって住民のセキュリ 獣害から作物を守るなど、ＩＣＴを活用して
ティを守ります 地域の住民の安全を守るための学習活動等を

行います。
①〒646-0011

田辺市新庄町3353-9(Big･U ③出前授業・講演
内） TEL 0739-26-7100
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分野／自然･環境･情報通信等

企業団体等名称 支援活動内容／支援形態
番号

支援活動テーマ／問い合わせ先

自然･環 リラクゼーションサロン ②いろいろな香りを体験し、その成分や効用、
境･情報 こりすっきり 人間と植物との関わりについて、授業を行い
通 信 等 ます。
１ 「香りの体験教育」人と植物と

の関わりと自然環境の大切さに ③出前授業・講演
ついて

①〒640-8302
和歌山市井辺248
TEL 073-488-4100
(担当野口)

自然･環 動物教材研究所 pocket ＆ わか ②子どもたちが目的をもって動物を観察し、
境･情報 やまフレン ZOO ガイド 楽しみながら生き物や環境に関心を高め、気
通 信 等 づきを促す支援を行います。また、動物園と
２ 学校の生活科や理科授業と連携 学校を連携させた学習プログラムの提案や観

させた動物園観察プログラム 察指導を行うとともに、観察前後の出前授業
や動物園での観察支援を行います。

①〒649-6255 ③出前授業・講演 見学受入・校外学習支援
岩出市西安上311-8
TEL 0736-69-2282

自然･環 近畿地方整備局和歌山河川国道 ②水ときらめき紀の川館（紀の川大堰）や工
境･情報 事務所 事現場の見学、紀の川や国道24号、26号、42
通 信 等 号に関する出前講座などを行います。
３ 紀の川や国道などに関する出前

講座や施設見学 ③出前授業・講演 見学受入・校外学習支援

①〒640-8227
和歌山市西汀丁16番地
TEL 073-424-2471（代表）

自然･環 近畿大学生物理工学部 ②本学部では、見学会の受入れの他、バイオ
境･情報 燃料や歯のばんそうこうなどについての出前
通 信 等 大学の知的資源の共育支援への 授業や公開講座を県内外で年間９回行ってい
４ 活用 ます。

※対象学年や実施内容については、それぞれ
異なりますので、ご相談ください。

①〒649-6493 ③出前授業・講演 見学受入・校外学習支援
紀の川市西三谷930 その他の支援（公開講座）
TEL 0736-77-3888

自然･環 京都大学白浜水族館 ②白浜町周辺の海に生息する魚類と無脊椎動
境･情報 物約500種を観察でき、地元の海の生き物につ
通 信 等 紀伊半島南部の海の生き物を学 いて学べます。
５ ぶ

③見学受入・校外学習支援
①〒649-2211

和歌山県西牟婁郡白浜町459
TEL 0739-42-3515
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分野／自然･環境･情報通信等
企業団体等名称 支援活動内容／支援形態

番号
支援活動テーマ／問い合わせ先

自然･環 公益財団法人 南方熊楠記念館 ②自然体験として、粘菌教室の開催、海の生
境･情報 物観察教室の開催及び出前授業を行います。
通 信 等 郷土が生んだ南方熊楠の素晴ら
６ しさや自然の大切さについての ③出前授業・講演 見学受入・校外学習支援

学習

①〒649-2211
和歌山県西牟婁郡白浜町3601
-1
TEL 0739-42-2872

自然･環 NPO わかやま環境ネットワー ②人力発電自転車や「おんだんかマップ」を
境･情報 ク 使い、楽しくわかりやすくエネルギーと地球
通 信 等 温暖化についての出前授業を行います。
７ つくろう！じぶんエネルギー！

人・太陽・熱のちから ③出前授業・講演 見学受入・校外学習支援

①〒641-0014
和歌山市毛見996-2
TEL 073-499-4734

自然･環 和歌山県環境生活部環境政策局 ②和歌山県では、平成26年６月に『エコナビ
境･情報 環境生活総務課 わかやま～和歌山県環境学習・環境保全活動
通 信 等 の手引き』を発行しました。詳しくは、「エ
８ 和歌山県の環境学習・環境保全 コナビわかやま」で検索して下さい。また、

活動について 「出張！県政おはなし講座」で、地球温暖化
防止について、小中高校生や一般の方を対象
におはなしします。

①〒640-8585
和歌山市小松原通1-1 ③出前授業・講演 その他の支援
TEL 073-441-2690

自然･環 任意団体 海辺の教室 ②海などの野外では生き物観察、室内では実
境･情報 験や授業を通して、自然の大切さを学ぶ環境
通 信 等 野外活動と室内実験を通して環 学習を行います。
９ 境の大切さを学ぶ環境学習

③出前授業・講演
①〒641-0035

和歌山市関戸2-3-2
TEL 090-1713-3243

自然･環 社会教育団体 ②名誉市民の数学者「岡潔」博士の顕彰と数
境･情報 橋本市岡潔数学ＷＡＶＥ 学教育の充実したまちづくりと、楽しく学べ
通信等 る環境づくりに寄与することを目的に講話や
10 実際に紙を折ったり、模型を作 算数数学教室などを行っています。

ったり。考える楽しさを体感す
る算数数学教室 ③出前授業・講演

①〒648-8585 橋本市東家1-1-
1（橋本市教育委員会内）
TEL 0736-33-6115

自然･環 株式会社テレビ和歌山 ②＠あっと！テレわか(月～金午後６時から生
境･情報 放送中）を放送しているスタジオや中継車な
通信等 放送局の役割と放送の仕組みに どの放送施設の見学とテレビ局の仕事につい
11 ついて て勉強します。

①〒640-8533 ③見学受入・校外学習支援
和歌山市栄谷151
TEL 073-455-5711
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分野／自然･環境･情報通信等

企業団体等名称 支援活動内容／支援形態
番号

支援活動テーマ／問い合わせ先

自然･環 和歌山県電波適正利用推進員協 ②(1)身近な電波の利用者と電波に関する我が
境･情報 議会 国の監督官庁、電波監視の現状説明
通信等 (2)おもしろ電波実験（電波を受けて豆電球
12 「電波に関する実験や解説を行 が点灯する。）

い、適正な電波利用の認識を深 (3)ラジオの組み立て（半田付けの体験）
める。」 (4)特定小電力無線機等による無線通信体験、

和文通話表を用いた伝達要領の習得
①〒540-0012 (5)携帯型方位測定器による電波の発射場所

大阪市中央区谷町1丁目3-19 を見つける体験学習を行います。
一般社団法人
全国陸上無線協会近畿支部内 ③出前授業・講演
TEL 06-6941-5188

自然･環 大阪ガス ガス科学館 ②『地球環境の保全とエネルギーの有効利用』
境･情報 をテーマに生活に必要な都市ガスの製造工場
通信等 「地球環境やエネルギー」につ 見学や、ガス科学館内見学を受け入れます。
13 いて実験や参加型展示物で楽し 館内展示物は、社会科･理科･家庭科などの

く学ぼう！ 学習指導要領に沿うだけではなく、次世代を
担う子どもたちが、探究心を持ちながら主体
的に学ぶ総合学習の場としてもご利用いただ
けるよう、参加型の展示物を中心に構成して
います。

①〒592-0001
大阪府高石市高砂3丁目1番地 ③見学受入・校外学習支援
TEL 072-268-0071

自然･環 関西電力株式会社 ②出前授業「電気教室」及び職業体験の受け
境･情報 和歌山支店 入れを行います。
通信等
14 『でんき・エネルギー資源』

③出前授業・講演 見学受入・校外学習支援

①〒640-8145 ※個別に事前調整要
和歌山市岡山丁40番地
TEL 073-463-0604

自
然
・
環
境
・
情
報
通
信
等

− 4− − 5−



分野／文化･芸術･歴史･人権等

企業団体等名称 支援活動内容／支援形態
番号

支援活動テーマ／問い合わせ先

文化･芸 参加体験型人権学習サークル ②学校・地域・企業等の人権研修に出向き、
術･歴史 『ピース』 ワークショップのファシリテーターとして学
･人権等 習を進めます。
１ 人権についてワークショップ形

式で学んでみませんか？

①〒640-8124 ③出前授業・講演
和歌山市雄松町4丁目25番地
の1和歌山市立芦原小学校
TEL 073-436-7277

文化･芸 和歌山県男女共同参画センター ②深刻さが顕著となっているデートＤＶや性
術･歴史 “りぃぶる” 暴力を防止するために、自分も相手も大切に
･人権等 する対等な関係を学ぶ「出前講座」を行いま
２ STOP ！デート DV NO ！性暴 す。

力

①〒640-8319 ③出前授業・講演 その他の支援（デートＤ
和歌山市手平2丁目1-2和歌山 Ｖ防止のための啓発冊子、性暴力被害相談機
ビッグ愛9F 関のリーフレット配布）
TEL 073-435-5245

文化･芸 和歌山県立紀伊風土記の丘 ②学校・地域へ出向き、講座やモノ(ハニワ・
術･歴史 まが玉)作り体験を通じた歴史教育を行いま
･人権等 地域の歴史を知ろう！体験しよ す。
３ う！歴史を学ぶ楽しさを知ろ

う！ ③出前授業・講演 見学受入・校外学習支援
その他の支援

①〒640-8301
和歌山市岩橋1411
TEL 073-471-6123

文化･芸 紀州漆器協同組合 ②紀州漆器の代表的な技法である「蒔絵」に
術･歴史 よる絵付け体験ができます。
･人権等 伝統技術にふれる
４ ③出前授業・講演 見学受入・校外学習支援

①〒642-0001
海南市船尾222番地
TEL 073-482-0322

文化･芸 MASH ART ②学校や地域へ出向き出前教室を行っていま
術･歴史 す。オーストラリア発祥のチョークアート。
･人権等 筆などは使わず直接指で塗って 直接指で色を塗っていく独特の技法、色使い
５ いくチョークアート です。コツを教えますので誰でも簡単に本格

的なＡＲＴ体験ができます。フィンガーアー
トなので、100％ハンドメイドな仕上がりにな
ります。指で直接塗るので発想力や独自性が
養われます。

①〒640-8303 ③出前授業・講演
和歌山市鳴神139
TEL 090-6243-7757

文
化
・
芸
術
・
歴
史
・
人
権
等
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分野／国際理解

企業団体等名称 支援活動内容／支援形態
番号

支援活動テーマ／問い合わせ先

国 際 理 ヨガ世界 和歌山 ②学校・地域へ出向き体験（ヨガ・料理等）
解１ を通じて、食育、自然、文化及びスポーツ等

インドヨガを通じて健康の増進 の活動を行います。
と文化の交流・インド料理教室
を通じて文化と国際理解 ③出前授業・講演

①〒640-8401
和歌山市福島174-4
TEL 090-4282-2925

国 際 理 一般財団法人 言語交流研究所 ②国際理解授業として、実際にゲーム等をし
解２ ヒッポファミリークラブ ていろんな国の言葉に触れることで、慣れ親

しんでもらいます。
誰でも環境があれば、いくつで
もいろんな国の言葉が話せま ③出前授業・講演
す。

①〒640-8304
和歌山市松島23-19
TEL 073-474-6464

国 際 理 和歌山県企画部企画政策局文化 ②国際交流員が学校を訪問し、母国での生活
解３ 国際課 や文化、言葉などを紹介します。また日本で

感じたことや、日本人との文化や行動、考え
青少年交流＆国際交流員出張講 方の違いを説明します。
座を通じて国際人になろう！

①〒640-8585 ③出前授業・講演 その他の支援
和歌山市小松原通1-1
TEL 073-441-2057

分野／スポーツ

企業団体等名称 支援活動内容／支援形態
番号

支援活動テーマ／問い合わせ先

ス ポ ー 公益社団法人 ②和歌山県舞踏教師協会の会員が親切丁寧に
ツ１ 全日本ダンス協会連合会 ジュニアダンス、社交ダンスの基本から指導

和歌山県舞踏教師協会 します。

ジュニアダンス・若年層の社交 ③出前授業・講演
ダンス、実演・即席レッスン

①〒640-8319
和歌山市手平二丁目5-39
TEL 073-426-2511

国
際
理
解

ス
ポ
ー
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分野／医療･福祉

企業団体等名称 支援活動内容／支援形態
番号

支援活動テーマ／問い合わせ先

医療･福 就労継続支援事業 A 型特定非 ②和歌山県産フルーツや野菜を使ったチョコ
祉１ 営利活動法人 ジョイ・コム レート専門店にカフェを併設。実習では、チ

ョコレートづくりや梱包、コラボでは、店づ
支援学校生の職場実習受入、カ くりや商品の企画・開発等の体験が可能です。
フェ事業に関する学生とのコラ （店舗は平成27年春オープンの予定です）
ボ

③出前授業・講演 見学受入・校外学習支援
①〒641-0006

和歌山市中島528
(菱岡工業株式会社本社内）
TEL 073-471-2400

医療･福 和歌山中央医療生活協同組合 ②高校生の職業体験、小学生の学習支援ほか
祉２ 和歌山生協病院 地域での健康チェックや健康講座を行います。

職業体験受け入れや地域での健 ③見学受入・校外学習支援
康活動

①〒640-8390
和歌山市有本143-1
TEL 073-471-7711

医療･福 きのくにふれあい学習研究会 ②学習研究会の24団体が紙ひも、囲碁ボール、
祉３ 書道、折り紙、お手玉などの教室を開催して

健康と生きがいを通して、ここ います。
ろの癒し、健康体操など、生涯 現在県立図書館のふれあいルームを活用し
学習ボランティアや NPO 等に て活動しています。
よる学びや体験教室

③出前授業・講演 見学受入・校外学習支援
①〒640-8301

和歌山市岩橋729-6
TEL 090-6904-4039

医療･福 特定非営利活動法人 ②発達障害のある子どもを学校や他の機関と
祉４ クロネット 連携し個別に支援を行います。また、彼らに

ついて理解を深めるための出前（出張）授業
発達障害や発達の気になる子ど や活動紹介、読み聞かせ、紙芝居などを行い
もの個別支援及び居場所づくり ます。
と彼らを理解してもらいやすい
社会環境づくり ③出前授業・講演 見学受入・校外学習支援

①〒640-8441
和歌山市栄谷256-9
TEL 073-454-7111

医
療
福
祉
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分野／金融･経済･法律･消費生活

企業団体等名称 支援活動内容／支援形態
番号

支援活動テーマ／問い合わせ先

金融･経 和歌山弁護士会 ②「消費者被害にあわないようにするために
済･法律 はどうすればよいのか。」を中心として、法
･消費生 架空請求、マルチ被害などの消 的観点から説明します。
活１ 費者被害にあわないための心構

え ③出前授業・講演

①〒640-8144
和歌山市四番丁5番地
TEL 073-422-4580

金融･経 和歌山県消費生活センター ②学校での授業や地域での研修会などに、無
済･法律 料で消費生活専門の講師を派遣したり、教材
･消費生 「消費生活に関する出前講座」 のＤＶＤ等の貸し出しを行っています。また、
活２ 最新の消費者被害情報を伝える情報誌や、消

①〒640-8319 費者啓発用の資料などを提供していますので、
和歌山市手平2丁目1-2 ご活用ください。
県民交流プラザ和歌山ビッグ
愛8階 ③出前授業・講演
TEL 073-433-1551

金融･経 和歌山地方検察庁 ②学校に出向き、検事や検察事務官が、検察
済･法律 庁の役割や検事の仕事などについて説明しま
･消費生 検察の役割について す。
活３

①〒640-8143 ③出前授業・講演 見学受入・校外学習支援
和歌山市二番丁3番地
TEL 073-422-4161

金融･経 日本司法支援センター和歌山地 ②法テラスは、国が設立した法的トラブル解
済･法律 方事務所(法テラス和歌山) 決の総合案内所です。一般の人々が、法や司
･消費生 法制度、これらの基礎になっている価値を理
活４ 誰に相談したらいいかわからな 解し、法的なものの考え方を身につけるため

いときは、「法テラス」へ! の出前授業を行います。

①〒640-8155 ③出前授業・講演
和歌山市九番丁15番地九番丁
MGビル6階
TEL 050-3383-5457

金融･経 一般社団法人 生命保険協会 ②高校生等を対象とした生命保険実学講座の
済･法律 公益財団法人 開催(講師の派遣)、教材の提供（教材キット
･消費生 生命保険文化センター ・副読本・ＤＶＤ等）、教師研修会への講師
活５ の派遣、中学生作文コンクールを行います。

生活設計や生命保険の仕組みに
ついて ③出前授業・講演 その他の支援（教材の提

供）
①〒640-8157

和歌山市八番丁11日本生命
和歌山八番丁ビル8F
TEL 073-432-1936

金融･経 和歌山県金融広報委員会 ②学校の授業やＰＴＡ行事などに、金融広報
済･法律 アドバイザーを派遣して、金銭・金融に関す
･消費生 金銭・金融教育について（出前 る「出前講座」を行っています。また学校や
活６ 講座） 家庭で学習・指導に活用できる様々な教材・

資料の提供を行っています。
①〒640-8319

和歌山市手平2丁目1-2 ③出前授業・講演
県民交流プラザ和歌山ビッグ
愛8階
(県消費生活センター内）
TEL 073-426-0298

金
融
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分野／その他
企業団体等名称 支援活動内容／支援形態

番号
支援活動テーマ／問い合わせ先

そ の 他 菱岡工業株式会社 ②工場見学では、ものづくりの「社会的責任」
１ や「つくる歓びと感動」をひとりでも多くの

工場見学の受入、職場実習受入、 方にお伝えします。
学校等の出前講義・講演

③出前授業・講演 見学受入・校外学習支援
①〒641-0006

和歌山市中島528
(菱岡工業株式会社本社）
TEL 073-476-5111

そ の 他 和歌山電鐵株式会社 ②(1)学ぶ…電車のしくみ、鉄道のしごと、貴
２ 志川線のおはなし

電車に親しみ、楽しく学ぶ 貴 (2)見る…車庫、駅、車両、運転台の見学
志川線電車教室 (3)体験…洗車体験、きっぷの購入、電車の

乗り方
(4)マナー…公共マナーのおはなし、マナー
クイズなど、実践も交えて楽しく学んでい
ただきます。

①〒640-0361
和歌山市伊太祈曽73 ③出前授業・講演 見学受入・校外学習支援
TEL 073-478-0110

そ の 他 貴志川線の未来を“つくる”会 ②世界的に有名になった“たま駅長”が全国
３ から、海外から大勢の観光客を招いています。

貴志川線の永続へ向けてのボラ ７人の有志から始まった貴志川線の存続活動
ンティア活動（出前講座） と永続活動についての出前講座を行います。

①〒640-0361 ③出前授業・講演
和歌山市伊太祈曽558
(伊太祁曽神社）
TEL 073-478-0053

そ の 他 公益社団法人日本青年会議所 ②青年会議所の幅広い人脈と、ネットワーク
４ 近畿地区協議会活気に満ちあふ を活かし地域に根付いた経験豊富なメンバー

れた地域創造委員会 による様々な行事への人的支援を行います。

子どもたちの道徳心を育む地域 ③出前授業・講演 その他の支援（地域での
教育について 育成行事、体験活動等に関する人的支援）

①〒525-0034
滋賀県草津市草津3丁目14-44
木村ビル3F（近畿地区協議
会事務局）
TEL 077-562-0489

そ の 他 わかやま勤労者マルチライフ推 ②ネットワークに加盟している県内企業やＮ
５ 進ネットワーク ＰＯ等の専門性を生かした環境や防災などに

関する出前授業や工場見学を行っています。
多様な主体が参画できる地域社
会づくり ③出前授業・講演 見学受入・校外学習支援

①〒640-8331
和歌山市美園町5-6-12
わかやま NPOセンター内
TEL 073-424-2223

そ の 他 和歌山大学経済学部足立ゼミ ②和歌山大学経済学部の学生が中心となって、
６ 2005年から毎年６月、10月、11月、12月（変

地域の再生とまちづくり「まち 更の可能性有り）の各週末にぶらくり丁商店
なか再生カフェ With」 街の活性化のためにカフェを開催し、まちお

こしを行っています。カフェの運営に関する
①〒640-8510 ご質問などございましたら遠慮なくご質問く

和歌山市栄谷930 ださい。
足立基浩 研究室
TEL 073-457-7722 ③その他の支援

そ
の
他
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【安全･防災－５ ３Ｗわかやまウィメンズワッチタワー】支援活動風景
防災講座「トイレが大変」

和歌山市立西脇中学校（１年生）

【内容】
東日本大震災をもとに作成された「防災紙芝居」により、地震発生後、揺れがおさ

まったら津波に備えるため、直ちに高台に逃げ、自分の命を守ることを学びました。
その後、被災地での生活を想定し、災害により失われるものについて話し合うととも
に、ライフラインが破壊され、不自由な生活の中で必要とされる物は何かについて、
みんなで考えました。講師先生から、水や食料についてはある程度早い時期に援助さ
れますが、生活に必要なトイレについては、後回しになるケースがあったと聞きまし
た。
そこで、地域の人と一緒に、災害時等で役立つ簡易トイレづくりを行いました。折

り紙のように、新聞紙を折り曲げ、ペットシートをはめ込んで完成です。比較的時間
もかからず簡単に作ることができました。洋式用は自宅に持ち帰り、家族の分を作る
見本にしました。また和式用は、いざという時のために学校に備蓄しました。

※準備物：（新聞紙・ペットシート・スーパーレジ袋⑮サイズ）
※その他の支援実績：国際ソロプチミスト和歌山

【食育－３ 有限会社 紫香庵】支援活動風景
公民館を中心とした社会教育活性化支援プログラム事業
「和菓子作りを体験しよう」 湯浅町立湯浅小学校（６年生）

【内容】
小学校最後の思い出づくりとして、和菓子職人さんを講師に迎え、６年生の児童と

保護者が「親子で和菓子作り」に挑戦しました。今回の和菓子作りはハロウィンにち
なんだ「ジャックランタン」「ゴースト」の形をした和菓子です。講師の方から求肥
（外側の皮）の色の付け方やのばし方、あんの包み方などを失敗しないように丁寧に
教えてもらいました。参加した子どもたちからは「こまかい部品が多くて、むずかし
かったけど楽しかったです。」保護者の方からは「子どもより親の方が夢中になって
楽しむ事ができました。日頃は忙しく、親子で１つの事に取り組む機会も減っている
ので、今日はとてもよい経験ができました。」という声がありました。

※その他の支援実績：県内各地の公民館や学校で実施

本日の内容について 地域の人とトイレづくり 完成した簡易トイレ

今日の学習について
和菓子作り あんを包んでいます

− 10 − − 11 −



【金融･経済･法律･消費生活－６ 和歌山県金融広報委員会】支援活動風景
図書室講座 わくわくタイム 「おかね」どうつかう？

広川町なごみ交流センター図書室

【内容】
県金融広報委員会の講師先生から、ゲームを通してお金の大切さや、正しいお金の

使い方について面白く、楽しく教えていただきました。１億円の固まり(模造品)はと
ても大きくて重く、初めて見た世界のお金（紙幣）は、とても色がきれいでした。折
っても元に戻るお金(紙幣)には子どもたちも感動していました。
お金に関するゲームでは、買い物をテーマにしたすごろくゲームをしたり、お手伝

いをしてもらえるお金で小遣い帳をつけ、自分の欲しい物を手に入れるためには、た
くさんお手伝いをしなければいけないことを実感しました。

※その他の支援実績：特定非営利活動法人トレス
湯浅町教育委員会家庭教育支援チーム「トライアングル」
田母親クラブ、湯浅町「子ども会」、有田川町公民館

【安全・防災－１ ヤマト運輸株式会社 和歌山主管支店】支援活動風景
鳥屋城公民館土曜教室特別企画「クロネコヤマト」さんが公民館にやってくるよ！

鳥屋城公民館土曜教室

【内容】
ヤマト運輸のセールスドライバーを中心とした講師先生に来ていただき、「こども

安全教室」と「環境教室」を実施しました。「こども安全教室」では、交通安全につ
いての指導を受けました。車の運転席から見えないところ(死角)や、自転車の正しい
乗り方や交通ルールについて、講師先生から親切丁寧な指導を受けました。また、普
段は見ることのできない集配車の荷台内部や運転席に座って、運転者気分を味わいま
した。

「こども安全教室」の後、「環境教室」担当の先生から DVD を見ながら、地球温
暖化を防ぐためのお話を聞きました。クイズを交えながら、限られたエネルギーを効
率よく使う宅配のシステムについて学びました。地球環境を守ることには、一人ひと
りの行動が大切であることを理解しました。クイズに正解した人には豪華景品？がも
らえました。

講師先生の自己紹介
世界のお金についてお金の大切さについて

集配車運転席風景

運転席からの死角について

交通マナーについて
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【自然･環境･情報通信等－12 和歌山県電波適正利用推進員協議会】支援活動風景
「あやの台小学校電波教室」

橋本市立あやの台小学校 図工室

【内容】
電波適正利用推進員協議会の講師先生を招き、「電波とは何か」についての学習を

しました。
午前中は、身近な電波の利用者や電波を利用する機器について学び、「おもしろ電

波実験」では、電波で豆電球が点灯することを体験しました。電気が無くても電球が
点灯したことに感動しました。午後からは、電波適正利用推進員協議会の皆さんと一
緒に、AM ラジオの製作をしました。AM ラジオに必要な部品 IC、トランジスタ、コ
ンデンサー、抵抗、アンテナなどの役割を聞き、火傷に注意しながら半田を使って、AM
ラジオの基盤に溶接しました。完成後、校庭に出て AM 電波を受信しました。学校
周辺は電波の受信状況が悪い地域でしたが、製作した AM ラジオで電波を受信でき
たことに子どもたちは感激しました。最後に、和文通話表の活用方法の説明を受けま
した。自分が作ったラジオから音声が出たことで、電波がより身近なものになりまし
た。

※その他の支援実績：和歌山大学教育学部附属特別支援学校

【安全･防災－２ 綜合警備保障株式会社 和歌山支社（ＡＬＳＯＫ）】支援活動風景
「貴志南小学校安全教室」

和歌山市立貴志南小学校３年生

【内容】
ＡＬＳＯＫさんに来てもらい、小学校３年生を対象に安全教室を実施しました。留

守番をした経験がある子どもたちに、講師先生から提示された５つのカードを使って
防犯について考え、「いいゆだな」の大切さについて勉強をしました。
その次に一人で留守番をしている時に５人の訪問者が来たとして、開けてはいけな

い場合を考えました。最後は電話がかかってきた時の対応を教えてもらい、実際に電
話を使って練習をしました。

参加した子どもたちからは「『いいゆだな』という言葉は知らなかったので、こん
な言葉があると知ってびっくりしました。」「習ったことをもとに電話で話をして、す
ごいなと思いました。」など、感想がありました。「一人でお留守番」をしている時に
安全に過ごせるように学習できました。

※『いいゆだな』：「い」えのかぎを見せない。「い」えのまわりをよく見る。「ゆ」う
びんポストをチェック。「だ」れもいなくても「ただいま」。「な」かに入ったらすぐ
戸じまり。

ラジオ工作について

半田づけ作業風景

AM 電波の受信風景

今日の内容について

留守番時の電話対応 防犯について考えました
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