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９月～10月のりた(告知)  ※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によって、
開催を 中止 ・延期にする場合があります。 

NEWS  

「おかざき市民活動情報ひろば」リニューアルが決定！ 

市民活動情報ひろばのリニューアルに伴い、

「変更届」の受付は通常通り行いますが、情報

変更の更新処理は一時停止しております。 

■更新停止期間：令和4年7月18日～（終期未定） 

■備考：イベント情報など、団体のみなさんで   

更新できる内容については引き続き更新・変更

していたいただけます。 

新事業紹介 
 
市民活動団体の組織力向上を目的に、「SDGs」をテーマにした市民活動や地

域活動の課題解決につながる研修会を開催。基礎・基本編ではSDGsの17の目

標について詳細説明と愛知県が現在行っている取組の紹介をした後に自分の団

体の活動をSDGsの視点で分析するグループワークをし、文面（言葉）だけでは理

解しにくいSDGsを自分の活動に置き換えることで自分事として考える機会を提供

しました。応用編では、光ヶ丘女子高等学校の生徒7名が講師となり、取組の発

表と、①SDGsの取組のように、自分たちの住む社会の課題を様々な角度から分

析し、解決策を見つけ出すワーク②小さな出来事から大きな出来事に変化してい

くプラスの影響を想像するワーク③自分の持っている課題意識と現代社会とのズ

レにどう向き合って行けば良いかを考える3つのワークを行いました。まだ馴染み

のないSDGsについて興味を持ち、自分の出来る事から始めてみるきっかけとな

る研修となりました。 

まちづくりトピックス【SDGs基礎研修】＠むらさきかん   

子育て支援の団体さんと協働し、お子
さんをはじめとする多世代の方が楽し
めるイベントを実施いたします。また、
開催を通じて、参加団体同士の活動
を知る機会を提供し、団体の輪をひろ
げていきます。 

無料 

時 

地域交流センター六ツ美分館 悠紀の里 

10:00～1４:00 

地域交流センター（りた管理運営）では、

感染症拡大防止の対策を講じながら開

館しております。利用条件等はホーム

ページにてご確認ください。発熱など体調

の悪い方はご利用をお控えいただきます

ようお願い申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症の  

拡大防止に関するお知らせ  

専門性を活かして社会貢献活動をす
るボランティア「プロボノ」。市内のプロボ
ノの実践例を聞き、受け入れたい団体
と交流できる機会を提供します。【家と
職場以外の活躍の場】や【セカンドキャ
リア】を考えたい方におススメです。 

10/16    

 
日 

時 

むらさきかんは今年で開館10周年を
むかえます。そこで、公益的な活動を
おこなっている団体の日頃の成果発
表の場を作り、市民活動の活性化と地
域のみなさんの交流を深める場を提
供いたします。  

9/11 むらさきかん  
開館10周年記念事業  

10:00～1５:00 

所 東部地域交流センター むらさきかん 

※詳細はFacebookまたはホームページ 
 で随時更新します。 

 
日 

 

ゆきファミリーパーク  

時 9:30～11:30 

￥ 

所 図書館交流プラザ りぶら  

定 無料 20名(先着順) 

9月8日（木）から申し込み開始。 
市民活動センター、各地域交流セン
ターにお申込みください。 

申 

10/29 プロボノ研修  

 
土 

※詳細はFacebookまたはホームページ 
 で随時更新します。 

所 
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高校生の社会貢献活動を 

市民活動団体につなぐ 

～岡崎商業高校×岡崎市の連携をサポート～ 

 「情報発信スキルを高める演習（授業）の一環で社会貢献もし

たい」岡崎商業高校と「市民活動を活性化したい」岡崎市が連

携し、「高校の授業の一環で市民活動団体の紹介動画を作成

する」プロジェクトが2022年5月に始まりました。 

 りたは、これまで市民活動センターや地域交流センターの運

営を通じて様々な市民活動団体とのつながりをもっています。

そこで、こうしたネットワークを活用して、高校と市民活動団体の

マッチングをしています。マッチングにあたり、りたは、市民活動

団体の皆さんに、この取組の趣旨を説明し、参加を促すといっ 

 

た役割を担っています。 

 当事業では、市民活動団体からの動画素材の提供や打合せ

をもとに、商業高校の生徒が授業の一環で活動紹介動画を作

成します。まずは、7月20日にモデル5団体の完成動画がお披

露目され、ネット上でも公開されました。 

 今後も、「高校生の学びに貢献したい」「広報用の動画を作っ

てほしい」という市民活動団体を対象に公募し、順に動画を製

作していき、市のHPやYouTube、地域交流センターでの動画

放映など、広く発信していく予定です。 

特集 



 

特集 岡崎商業高校動画作成事業 たくさんの「声」 

  

 

栗野賢治さん 担当Bilancia-Yoga 

私は、ヨガを体験したことがないのですが、お話を

聞くことで、新しい言葉がたくさん出てきて、とても

新鮮な気持ちで動画作成にあたることができまし

た。落ち着いた印象の動画にしたかったので、特

にBGMにこだわって編集をしています。 

山口夏美さん 担当中日写真協会岡崎支部 

活動の雰囲気が伝わるようにできるだけ沢山写真を

使用することを心掛けました。動画の一番最初に目

次をつけることで内容が分かりやすくなるように意識し

ました。また、動画全体の色を赤と青にすることで、団

体さんのテーマカラーを表現しています。 

会員数を増やしたい、活動目的を多くの人に知ってもらいたいという思いはあ

るものの、人手不足や会員の高齢化により、広報活動に手が回らない。そん

な団体さんのPR支援となる企画がご案内できたのではないかと実感していま

す。また、岡崎商業高校の生徒の皆さんには、活動を活発

にされている団体さんを紹介させていただいたことで、団体

さんを通じて、様々な【公益活動】を知る機会を提供できま

した。双方に利益のあるものになり、マッチングできたことを

嬉しく思います。今後もぜひ沢山の団体さんに参加してい

ただきたいです。 

▲打合せの様子 

▲完成した動画の一部 

申込み 

面談 

公表・紹介 
▲申込書はこちら 

お問い合わせは市民活動センターまで！☎２３－３１１４ 

▲指導教員の杉浦誠先生 

打合せ 

岡崎商業高校生徒 

先生の声 岡崎商業高校先生 生徒には、団体さんの「思い」が伝わるよ

うな動画作成を心がけるように指示して

います。情報を伝えたい方と必要として

いる方を結び付ける取組がより活発にで

きるよう、引き続き指導していきたいと考

えています。また、私自身も団体さんから

お話を伺い、地域に貢献したいという気

持ちで活動されている方々が多いことに

気づきました。団体さんを通して、岡崎商

業高校が【地域貢献高校】として、さらに

存在感を示せたらと思っています。 

制作 
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りぶら市民活動センターにて、

ご相談／申込み受付 

市民団体と商業高校教職

員で面談 

市民団体と商業高校生徒で

打合せ 

商業高校生徒が

動画作成 

岡 崎 市 のYouTube

チャンネルで動画公開 
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●動画作成の打合せで、岡崎商業高

校の生徒さんと活動内容についてお

話をしたことで、新しい世代の方に知っ

てもらえたのがとてもよかった！ 

（食アレスマイルネット 栗田さん） 

●多くの要望をお伝えしてしまい不安

だったが、とても素敵な動画を作って

頂けて、嬉しい！ 

（ひきこもりを考える会 ゲートキーパー 

「おじぎ草」大庭さん） 

●高校生でここまでのものが出来上

がることにまずびっくりしました。動画を

作ってもらったので活動ＰＲがとてもし

やすくなって助かりました！ 

（「あそぼ」親子サークル 青木さん） 

先生の声 市民活動センター担当者 
声 

動画完成までの 

  ５つのステップ 

詳
細
は
動
画
で 

 
 
 

ご
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＼参加団体さんの「声」も届いています！／ 

まとめ 

５月～８月のりた(報告)  

藤川まちづくり協議会協働展示会  

藤川まちづくり協議会と協働

して、地域資源である藤川宿

やむらさき麦の魅力や、藤川

まちづくり協議会の取組を市

民に知ってもらう展示会となり

ました。 

活躍人！交流会～豊かな自然を未来へ～  

環境分野の活動に携わる人の

輪を広げ、団体と市民がともに

環境について学習する交流会を

実施しました。今年度は乙川で

活動する団体「ONE RIVER」の

取組を紹介をしました。 

まちなかシンポジウム  

QURUWAエリアにおける空き物

件活用の活性化に向けて物件

所有者の本音に迫るトークショー

を籠田公園で実施しました。りた

はイベントの企画調整、トーク

ショーの進行を支援しました。 

防災交流会～助け合い・支え合いを考えよう～  

16団体39名が避難所やボラ

ンティアについて学んだ後、

「災害が起きた時に自分たち

にできること」を考え、活動の

活かし方や連携の大切さを知

るきっかけとなりました。 

太陽の公園「親子ピカピカおそうじ隊」  

悠紀の里 

長い間たまってしまったタイル

汚れをボランティアの皆さんと

一緒に磨き、多世代交流の機

会 に も な りま し た。き れい に

なった太陽の公園にぜひ遊び

に来てください！ 

＜市内で活躍す

まとめ 

聾学校×地域協働創出事業  

「なごみんつながるプロジェクト」  

岡崎聾学校と地域との連携を

生み、地域活動活性化を目指

す交流会を開催。防災をテー

マに、災害時に不安なことや意

思疎通の方法等について筆談

や手話で意見交換しました。 

市民活動いちから講座  

市民活動入門編として①はじめ

てみよう市民活動、②団体運営

の勘どころを開催しました。活動

目的を明確にして今後の活動に

つなげるワークショップと、団体運

営に関する悩みの課題解決に向

けた意見交換を行いました。 

情報発信力強化研修  ～チラシ作りのコツ～  

効果的な広報活動のスキル

向上を目的とした情報発信

に関する研修会の基礎編を

開催しました。次回、応用編

は動画作成をテーマにして

11/12に開催します。 

なごみん横丁  

市民活動団体や企業と協働し

て、こどもたちが自ら考え行動

するまちづくりイベントを開催。

コロナ対策のため規模を縮小

して、３年ぶりの復活となりまし

た。 

市民活動センター 

むらさきかん 

なごみん なごみん 

なごみん よりなん 

やはぎかん やはぎかん 

むらさきかん 

むらさきかん 

まち育て推進チーム 

まとめ 

資金調達力強化研修の①基礎編  

資金調達能力向上を目的に

活動衰退の原因になりがちな

おカネの問題に関する研修会

の基礎編を実施。後日研修

内で作成したワークシートを展

示しました。  

やはぎかん 


