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子供ロボットプログラミング大作戦

新規・一般事業支援

【事業名】

子ども達が自ら考え学ぼうとする

力を身につけ、ＡＩ・ロボット産業の

リーダーに成長する機会を提供し

ます。ロボットをプログラムで動か

す体験ではＣ言語を使用しますが

専門知識は一切必要なく、アルファ

ベットが読めて、指一本でもキー

ボードが打て、マウスをクリックでき

れば大丈夫。

あしながおじさんレストラン2019
新規・一般事業支援

【事業名】

子どもたちが豊かな人間性をはぐく

み、生きる力を身につけていくため

に、「食」に関する知識や「食」を選

択する力を習得します。諸問題を

抱える子どもたちとその親を対象

に、「あしながおじさんレストラン

2019」を開催して楽しい食事を体験
してもらい、自立できる子どもにな

るきっかけづくりをします。

学校の働き方改革～今から、ここから、
私たちからできること

新規・若者事業支援

【事業名】

全国的に教員の長時間労働が問題と

なっている今、全国的に注目を集める東

京の麹町中学校の事例を調査し、地域

の教育に関心が高い方々と共有・議論

等をしていきます。岐阜のまちでよりよい

教育の環境づくりのために何ができる

か？を考える契機とします。

コーダー道場岐阜（CoderDojo岐阜）【事業名】

学校などの授業でプログラミングに興味を持っ

た子ども達が、自発的にもう一歩進んで理解を

深める場として活用できる地域コミュニティを目

指して活動しています。

7歳から17歳の子どもたちを対象とした無料のプ

ログラミング道場を毎月開催することで、プログ

ラミングに興味のある子どもが手軽に挑戦でき

る環境を提供します。

新規・こどもファースト事業支援
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ひ き こ も り ラ ジ オ

新規・一般事業支援

【事業名】

地域ラジオの市民枠を使って、

（元）ひきこもり者に自らの体験を

語ってもらうコーナーを持ち、ひき

こもりを始めた契機や、ひきこもり

を脱出することになったきっかけを

話してもらいます。放送の音源は

ネットでも視聴可能にし、ひきこもり

者が、いつでも体験をシェアするこ

とができるようにします。

生き生き子育て推進事業

新規・一般事業支援

【事業名】

自分らしく生きたい、本音が言える仲間が

ほしい、子育てをもっと楽しみたいなどの思

いが満たされるためには、どうすればよい

のかを考え、実践する活動をします。子育

て中の人を対象にしたセミナーを開催し、

参加者の自己啓発を促していきます。

親子スポーツ教室

新規・一般事業支援

【事業名】

世論調査のスポーツ実施状況にお

いて、40代子育て世代のスポーツ
実施率が一番低いという調査結果

を受け、親子スポーツ教室を実施

します。子育て世代の運動不足解

消や健康維持に繋げ、親子のスキ

ンシップの時間をとり、家族の絆を

深めることを目的に活動します。

災害に備える子ども減災教室【事業名】

災害時に命を守る行動ができる

ように情報発信を行います。

講義やワークショップで減災に

ついて学べる場を提供すること

によって、子ども・親の自助力を

身につけることを目的に活動し

ます。

新規・こどもファースト事業支援
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小児の皮膚を医師（看護師）から学ぶ研修会

新規・一般事業支援

【事業名】

家庭にある身近な道具を使って皮膚表面を軽く

刺激することで、子どもの体や脳の発育を促し、

心の安定を図ることを目的に、親子スキンタッチ

教室を開催します。0歳から6歳の子どもの成長
過程でさまざまなトラブルに悩む保護者に対し

て、皮膚の状態から全身を把握する研修会を行

います。

道化師＜クラウン＞と遊ぼう！

新規・こども事業支援

【事業名】

子ども劇場の舞台芸術鑑賞会に

先立って行う、事前のお楽しみ

会「道化師＜クラウン＞と遊ぼ

う！」を開催します。

会員でない一般の親子にも参加

してもらうことで、舞台芸術に触

れる楽しさや意義を感じてもらい

ます。

犬と猫と人のHAPPY展
新規・一般事業支援

【事業名】

「犬と猫と人のＨＡＰＰＹ展」を開催

して、犬の等身大のパネルのレン

タル展示を行います。また動物愛

護の意見ｂｏｘを設置し、設置地域

の抱える問題を把握します。

パネル展を開催することで、犬・

猫・人の現状を知らせる啓発活動

を行い、問題提起と情報収集をし

ていきます。

ぎふ大佛フェスティバル実行委員会

拡充・単独事業支援

【事業名】

日本三大大仏のひとつ『ぎふ大佛』がある正

法寺の大佛殿の境内を借りて、「ぎふ大佛

フェスティバル」を開催します。

ぎふ大佛を広く地域の内外にＰＲすると共に、

地元の中学生をボランティアに迎えて、金華

地区の住民がコミュニケーションを緊密にし

て絆を深め、地域愛の向上に寄与すること

を目的に活動していきます。
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みんなが主張できる市民になろう事業【事業名】

岐阜という地域で、行政や企業

と共に「市民力」を最大限活かし

ていくための事業として、

①次代を担う若者が主体的に

「主張する場」の提供と組織化。

②ラジオメディアを補完する意味

でホームページの充実とアーカ

イブ化。

の２点を主に活動していきます。

拡充・単独事業支援

好奇心が動き出す！絵本の世界へようこそ！

拡充・協働連携事業支援

【事業名】

絵本の紙のあたたかさ・人のぬくもり・本との出

会いを通じて、子育て、孫育てを楽しく心豊かに

するための活動を行います。「静」のイメージの

ある絵本の、しかけ等の「動」の部分に着目して、

ワクワク！ドキドキ！好奇心を引き出します。

カワボウ株式会社・丸善岐阜店と3者による協
働により、毎月1回絵本の読み聞かせ会「nico
nico BOOK」を開催します。

ゆかた祭りと駅前スタンプラリー2019【事業名】

七夕に合わせて「じゅうろくプラザ」を

中心とするＪＲ岐阜駅前地域で、ゆか

たの着付けと周辺地域の施設のスタ

ンプラリーを行います。B-pooコミュニ
ケーション㈱、T･H・Bファシリテイズ、

岐阜ゾンタクラブとの4者による協働
により、カルチャー教室の作品展示

等を実施して、駅前地域の活性化と

にぎわいづくりを目的に活動します。

拡充・協働連携事業支援

親子の自立支援事業【事業名】

生きづらさを抱えている方たちが、

実際の社会とのつながりや、人と

の関わりをもつことで、コミュニケー

ションや社会の仕組みを学んでも

らうとともに、外へ向けての発信を

強化します。①おしごと楽市楽座

の開催、②企業説明会、③会員募

集を行います。

拡充・単独事業支援
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離乳食クッキング【事業名】

家庭での「チーム育児・家事シェ

アリング」を子育て支援のベース

とし、家族の健康づくりの食を提

案します。子どもの成長に合わせ

て、大人のメニューから取り分け

離乳食・幼児食を同時に調理し

ます。女性の社会進出の後押し、

地域社会の基盤づくりに貢献して

いきます。

拡充・単独事業支援

“婚活はじめの一歩”相談支援事業 第２弾【事業名】

結婚意欲はあるが婚活をしていな

い独身男女やその親など、また婚

活をしているがなかなか上手くいか

ない独身男女に対して個別相談会

を開催します。相談者に合った「婚

活スタイル」を提案し、独身男女が

出会いと交流の場に参加する環境

づくりを目指します。

拡充・単独事業支援

ぎふまち発祥 狂俳顕彰行灯まつり①②③～古典が
息づく街づくり～

【事業名】

「岐阜公園 顕彰行灯まつり①」「メディア

コスモス 顕彰行灯まつり②」の取り組み

により、歴史と文化を誇る岐阜にふさわし

い、古典が息づく人づくり・まちづくりに貢

献します。また「ユネスコ未来遺産プロ

ジェクト登録を目指して③」岐阜市・岐阜

県の後援を得て申請を目指します。

拡充・単独事業支援

生きづらさを抱える若者の居場所事業【事業名】

若者が他者とつながり、社会参加で

きるような「場」をつくり、若者自身が

運営できるようサポートします。また

「K ちゃんがいく」ニュースレター100
回連載記念の単行本発刊と交流

会・サイン会を開催の際、若者当事

者で準備などを行って一歩踏み出

す場とします。

拡充・単独事業支援
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LGBTｓ当事者の居場所づくり事業【事業名】

LGBTs当事者が周囲を気にせず気

軽に交流できる場をつくり、当事者

が抱える生きづらさを軽減するため

の活動をしていきます。月1 回交流
会を開催し、LGBTsについて勉強会

を行い、理解者や支援者を増やしま

す。また地元のフリーペーパー等を

利用して広報にも力を入れた取り組

みをします。

拡充・単独事業支援

昼からハシゴ タマミヤフェ酒2019【事業名】

タマミヤエリアが一体となり魅力

あるイベントを開催することで、岐

阜県内・国内外の方々に、世界

のタマミヤという地を知ってもらう

きっかけを創ります。また岐阜食

材の地産地消、安心安全なまち

づくりを目指します。

拡充・単独事業支援

岐阜市長森東地区-動物避難所開設事業【事業名】

岐阜市と長森東自治会連合会と連携

を図り、岐阜市長森東地区に動物避難

所を設置します。センターの事務所を

動物避難所として機能する状態にして

将来の災害への地域の防災力を高め

ることを目的に活動していきます。

拡充・単独事業支援

ぎふ産後ケアの日【事業名】

産後うつ、虐待、産後クライシスという

社会問題の早期解決の効果につなげ

るため、母親自身が産後の心と身体の

変化を学ぶ機会を作ります。

バランスボールを使った有酸素運動で

楽しく体を動かし、また母親同士が交流

する機会をつくることで、母親の孤独感

を軽減してリフレッシュしていきます。

拡充・単独事業支援
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起業する人のためのスタートアップノート製作
【事業名】

起業する人のために、インプット・ア

ウトプットができる1 冊の学びノート

を作り、女性が「起業したい」から

「起業できる」までのサポートをしま

す。また起業に関する連携支援の

システムを、岐阜市内で作り上げて

いきます。

拡充・単独事業支援

おとなもこどももOK食堂【事業名】

孤立しがちな立場の人たちを見

守り、支える活動として、子ども

食堂と若者の居場所、高齢者の

サロンの一元化を目指した夕食

提供の場作りを進めます。地域

づくりに興味のある市民も参加で

きるようにして、多世代交流の場

を展開していきます。

拡充・単独事業支援

チェスのルールを覚えてゲームをしよう【事業名】

子どもたちがチェスを通して、機

械ではなく人を相手にしたコミュ

ニケーションを養い、洞察力を高

める手助けをします。また放課後

児童クラブで、チェスという継続し

て行えるプログラムを取り入れる

ことで、支援員の負担軽減を目

指し活動します。

拡充・単独事業支援

『ラーニング道場‼支援者のための対人コミュ力育成手法
あれこれセミナー』

【事業名】

対人コミュニケーション力不足の

ための対処をします。コミュ力を

引き出す手法や演劇ワーク等を、

教育デザイナー専門や支援者

（教育関係者、事業所、大学生）

と共に考え・体験・創作・発表して

いくセミナーを開催します。

拡充・単独事業支援
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スコーレ家庭教育講座
【事業名】

①片付け上手になろう!夏休み親子教室

②ＳＮＳについて学ぶ～子どもと一緒に、

正しい使い方をマスターしよう～③「生命

を生み育てる場」としての家庭～赤ちゃ

んはどこから来るの？～をテーマに家庭

教育講座を開催します。“人間力” を高

め、“生きる力” を養い、IT化された時代
に対応していくための正しい知識とコミュ

ニケーション力を身につけます。

拡充・単独事業支援

ぎふまちづくり「改善」大賞
【事業名】

岐阜市内で、まちづくりの改善方法

として真似したい取り組みの情報を

収集し、候補事例発表会と公開選

考を行って表彰します。表彰内容

についてWebページとリーフレット

を作成・配布して広く周知し、より良

いまちづくりに繋げていきます。

拡充・単独事業支援

ぎふママ減災スタディ【事業名】

ＬＩＮＥ＠など、私たちの生活に身近

な最新ツールを使用して、コミュニ

ティ形成の座談会を行います。一人

でも多くの子育て世代が、非常時に

命を落とさないよう、子育て世代に

特化した防災フェアを実施し、災害

に強いまちづくりを進めます。

拡充・単独事業支援


