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新年あけましておめでとうございます。 
 
昨年も様々な出来事がありましたが、何より、物価高騰が一番影響あったのではないでしょ
うか？ガソリン価格 170 円台もすっかり見慣れた景色になり、値上げの底が見えないことは
不安ですね。 
さて、2023 年の干支は「癸卯（みずのと・う）」。これまでの努力が花開き、実り始める年
と言われています。取り巻く環境は変化を続けていますが、この３年間、我慢しながら、苦
労しながらも前に進もうと努力してきた方々には、必ず報われる年になると信じています。 
サポートセンターに来館される方も徐々に増え始め、コロナ禍前に近づいてきました。皆さ
まの元気な声を聞くことが何より職員の励みになりますので、今後もお気軽にお立ち寄りく
ださい。今年も一年よろしくお願いします。 
 

高知市市民活動サポートセンターセンター長 池田 剛 

 
  猫でけんかしない町に 

 
ゲストの澤田さんは野良猫問題を根本から解決したいとの思いで、 
地域住民や自治会をサポートするアドバイザーとして活躍しています。 
「こうちＮＰＯアワード 2021」で大賞を受賞した、地域猫活動の 
内容や苦労などをくわしく話していただきます。 

 
★ゲストスピーカー：澤田 佳子さん 

（高知地域猫の会 代表） 
日 時：1 月 16 日（月）18:30～20:30 
場 所：高知市市民活動サポートセンター大会議室 
定 員：15 名（要予約）   
参加費：無料 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今月の内容 

□お知らせ 

□助成金情報 

□イベント情報 

□ボランティア情報 

□お知らせ 

＆サポセンアルバム 

■発 行 日 2023.1.1 
■発 行 高知市市民活動サポートセンター 
■企画・編集 認定特定非営利活動法人 NPO高知市民会議 
       〒780-0862 高知市鷹匠町 2丁目 1-43号 
       高知市たかじょう庁舎 2階 
       高知市市民活動サポートセンター 
       月～金/10：00～21：00 土/10：00～18：00 
       日・祝・年末年始/休み 

TEL：088-820-1540／FAX：088-820-1665 
E-mail：info@shiminkaigi.org 
 https://kochi-saposen.net/ 

 

1月のまちづくりトーク café① 

★お申込み・お問合せは、高知市市民活動サポートセンターへ★ 

 
      『ゆるフラット』なまちづくり 

 
ワカモノが苦手な人間関係。でも関わることが嫌いということじゃ
なく、自分たちが思っている関りができないことに、戸惑いやミス
マッチがあるようです。それを解決するためのゆるくフラットな関
係づくりについてお話します。 

 

★ゲストスピーカー：伊藤 創平さん  
(朝倉まちづくりの会 事務局長) 

日 時：1 月 27 日（金）18:30～20:30 
場 所：高知市市民活動サポートセンター大会議室 
定 員：15 名（要予約）   
参加費：無料 

 

 
 
 
 
 

1月のまちづくりトーク café② 

http://www.kochi-saposen.net/
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★紙面の都合により、必要最低限な情報のみを抜粋しています。詳細につきましては各団体の、ホームページをご
覧いただくか、直接お問い合せ下さい。 

 

 

 

こうち NPO アワード 2022 
 

NPO 高知市民会議２０周年記念事業の一環とし
て、高知県内で活動する社会貢献団体を資金面か
ら支援することを目的として 2021 年度に創設
した「こうち NPO アワード」。 
このアワードを通じて、「社会を変える市民のチカ
ラ」が満ち溢れる市民社会の実現を目指していま
す。 
 
【応募締切】 
2023 年 1 月 31 日（火）17:00 必着 
 
【部 門】 
☆こうち NPO アワード  
 テーマ「のりこえるチカラ」 
 テーマに沿ったこれまでの実績を顕彰します。 
 対象：高知県内を拠点に 3 年以上の活動実績が

ある非営利の団体 
   （法人格の有無は問いません） 

＊昨年度、受賞された団体は応募できません。 
☆ワカモノ未来賞  
 1 年以内に実施しようと考えている企画を応援

します。 
 対象：高知県内を拠点に 29 歳以下の若者が中

心となる、活動実績が 3 年未満の個人も
しくは団体 

 
【賞 金】 
☆こうち NPO アワード 

1 団体 20 万円上限〔３件程度〕 
☆ワカモノ未来賞 

１団体・個人 10 万円上限〔1～２件程度〕 
 （総額 50 万円） 
 
【選考方法】 
公開プレゼンテーションを実施し、選考します。 
〔開催日〕 
2023 年 2 月 25 日（土）13:00～  
※実施会場、発表順、方法等については、応募締
め切り後にお伝えします。 
 
*詳しくはこちらをご覧ください。 
https://shiminkaigi.org/newslist/news/202
2/10/3299/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高知市民憲章推進協議会助成金制度 
 

高知市内を活動拠点とし、市民憲章の精神に基づ
いた活動に取り組まれている団体に対して、その
活動をより一層充実していただく一助となるよう
「高知市民憲章推進協議会助成金制度」を行って
おります。 
助成金を希望される団体は、下記のとおり申請を
受付けますので、ぜひご応募ください。  
 
【受付期間】 
2023 年 1 月 25 日(水)～2 月 15 日(水) 
＊持参、又は郵送してください。         
 
【対象事業】 
１）高知市の美しい自然や環境を守り育てる事業  
２）地域の文化，歴史，芸術，又はスポーツの振

興を図る事業  
３）地域の交流や親睦を促進する事業や地域福祉

の向上に関する事業 
４）子どもの心身の健やかな成長を願う事業  
５）市民の健康増進に寄与する事業  
６）安心・安全なまちづくりに関する事業 
７）その他市民憲章運動の推進に寄与すると認め

られる事業 
 
【助成対象】  
１）活動拠点が高知市内にあること。  
２）構成員が５名以上で，かつ構成員の２分の１

以上が高知市民であること。  
３）団体の規約，会則等を定めていること。  
４）適切な会計処理がなされていること。  
 
【助成額】 
1 団体あたり上限 50,000 円 
（10 団体程度を予定） 
 
【対象期間】 
2023 年 5 月下旬～2024 年 3 月 31 日 
 
【その他】 
申請書は、地域コミュニティ推進課で配布中。 
HP からもダウンロード可。 
 
※詳しくはこちらをごらんください。 
https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/21/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜応募・お問合せ先＞ 
認定 NPO 法人 NPO 高知市民会議 
〒780-0862  
高知市鷹匠町 2-1-43  
高知市たかじょう庁舎 2 階 
TEL：088-820-1540 
FAX：088-820-1665 
MAIL：award2022@shiminkaigi.org 

＜応募・お問合せ先＞ 
高知市民憲章推進協議会事務局 
（高知市市民協働部地域コミュニティ推進課） 
〒780-8571 
高知市鷹匠町 2 丁目 1-43  
たかじょう庁舎 2 階 
TEL：088-823-9080  
FAX：088-824-9794 
MAIL：kc-102000@city.kochi.lg.jp 
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ソーレえいど事業 

 
男性と子どもの生活力アップ、女性の就労や働き
続けることへの支援、ワーク・ライフ・バランス
など、男女共同参画を進める事業をしてみません
か。 
 
【応募締切】 
2023 年 2 月 26 日(日)  *17:00 必着 
 
【対象事業】 
以下の事業のうち、広く県民を対象に実施される
もの 
１）男女共同参画の推進に関する調査・研究事業 
２）男女共同参画に対する県民の理解を深めるた

めの啓発事業 
３）男女共同参画を推進する人材の育成所業 
４）その他男女共同参画社会推進に資する事業 
 
【助成金額】 
１団体２０万円（上限） 
★選考の上、１企画に対し対象経費の 10 分の８

の範囲内で助成します。 
 
【応募資格】 
県内を拠点として活動している非営利団体・グ
ループ 
 
【事業実施期間】 
2023年4月1日(土) ～2024年2月29日(木) 
 
【選考】 
選考委員会による、公開面接審査（８月上旬予定）
により決定。 
※公開プレゼンテーションと、申請書類による審

査に基づいて行われます。 
 
＊詳しくはこちらをご覧ください 
https://www.sole-kochi.or.jp/info/dtl.php?I
D=1910&routekbn=S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

県民からの企画提案事業 
  

<<委託事業>> 

「募集テーマ」に沿った講演会や講座等の事業を
企画・実施していただける県内の個人や団体を募
集します。 
実施していただいた個人又は団体には、委託料を
お支払いします。 

【応募締切】 
2023 年 2 月 26 日(日) ＊17:00 必着 
 
【募集テーマ】 
男女共同参画社会の実現に向けての取り組みや、
女性問題の解決を主たる目的とするテーマ 
１）政治分野への女性の参画に関する啓発 
２）地域・防災分野への男女共同参画の促進 
３）男性の家事、育児、介護への参画 
４）多様な性の理解に向けた啓発 
５）性と生殖に関する健康・権利の視点からの命

の大切さや自己決定の尊重に関すること 
６）その他男女共同参画への理解を深めること 
 
【対象】 
(1)女性 (2)男性 (3)性別を問わない 
 
【実施場所】 
(1)高知市内 (2)高知市外 (3)オンライン 
（(1)または(2)と(3)の併用可） 
 
【委託料】 
・高知市内で実施する事業 

（委託料：１０万円以内） 
・高知市外で実施する事業 

（委託料：１５万円以内） 
 
【応募条件】 
1）.県内に住所のある団体等であること 

（特定の政治・宗教活動を目的とした団体等を除く） 
2.）暴力団又は暴力団員等が経営又は運営をする

団体等の活動にかかわる事業ではないこと 
 
【事業実施期間】 
2023 年 4 月 1 日(土)～2024 年２月 29 日(木) 
 
＊詳しくはこちらをご覧ください 
https://www.sole-kochi.or.jp/info/dtl.php?I
D=1615&routekbn=S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

カゴメみらいやさい財団助成事業 

 
私たちカゴメみらいやさい財団は、自助・公助だ
けでは解決できない社会的テーマに関して、私た
ちが出来ることは何かを考えてきました。 
子どもの貧困による栄養バランスの悪化や、孤食
による地域とのつながりの希薄化といった社会問
題は、「共助の精神」なくしては解決できない問題
だと考えています。 

＜応募・お問合せ先＞ 
こうち男女共同参画センター「ソーレ」 
〒780-0935  
高知市旭町 3 丁目 115 番地 
TEL：088-873-9100 
MAIL：sole@sole-kochi.or.jp 

＜応募・お問合せ先＞ 
こうち男女共同参画センター「ソーレ」 
〒780-0935  
高知市旭町 3 丁目 115 番地 
TEL：088-873-9100 
MAIL：sole@sole-kochi.or.jp  
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カゴメみらいやさい財団の理念である「子どもに
笑顔を、地域に笑顔を」を一緒になって実践して
いただけるみなさまからのご応募をお待ちしてお
ります。 
 
【応募締切】 
2022 年 1 月 13 日(金)17:00 
 
【助成対象事業】 
１）こども食堂継続応援コース 

（1 団体上限 50 万円。56 団体程度を助成） 
こども食堂をはじめとする居場所作り等の事業。 

 
２）こども食堂スタートアップ応援コース 
（1 団体上限 10 万円。20 団体程度を助成） 

2022 年 4 月以降に新しく「こども食堂」を開
設され、こども食堂をはじめとする居場所等を
提供している事業。 

 
【助成対象期間】 
2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日 
 
【助成対象団体等】 
１）無料もしくは低額で食事を提供する「こども

食堂」の活動を行う団体等 
２）助成金の対象となる事業を完遂する見込みが

ある団体等 
３）団体名義の口座を持っている団体等 
４）会計帳簿の管理ができる団体等 
５）「助成金受領における誓約書」を提出いただけ

る団体等 
 
【助成対象経費】 
１）助成事業期間中の運営経費。(人件費は対象外) 
２）食材費（*弁当購入費は対象外） 
３）物品購入費 
４）備品購入費 
５）交通費（ガソリン代など） 
６）会場費等 
 
※詳しくはこちらをご覧ください。 
https://kagome-miraiyasai.or.jp/support/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

釋海心（しゃくかいしん）基金 
 

不安定な社会情勢やストレスの多い職場環境など
の影響で増加する統合失調症などの精神疾患を有
する患者の生活支援、自殺抑止のための支援活動、 
家族を自死で亡くした遺族のサポート活動を行う
団体を対象とします。 
 

【応募締切】 
2023 年 1 月 31 日(火) ＊必着 
 
【助成金額】 
１団体あたり上限 20 万円 （採用予定 2 団体） 
※人件費、家賃、備品のみは対象外。 
 
【助成対象】 
１）助成対象事業が自殺抑止のための支援活動、

統合失調症などの精神疾患を有する患者の社
会復帰支援、又は自死遺族を対象とする支援
活動であること。 

２）過去３年以上の活動実績があること。 
３）非営利団体（法人格の有無は不問） 
 
【対象期間】 
2023 年 4 月 1 日～2024 年 3 月 31 日まで 
 
＊詳しくはこちらをご覧ください。 
 https://kosuikyo.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社会貢献基金  
 
この基金は、地域の種々の災害の救済、社会福祉
事業、環境保全事業、国際協力など社会貢献活動
を行う各種団体等への助成を行い、以て日本の生
活文化と地域社会の発展に寄与することを目的と
しています。 
 
【応募締切】 
2023 年 1 月 31 日（火） 
 
【助成対象期間】 
2023 年 4 月～2024 年 5 月に終了する事業 
 
【助成対象事業】 
１）高齢者福祉事業 
２）障がい者福祉事業  
３）児童福祉事業  
４）環境・文化財保全事業 
５）地域つながり事業 
  
【対象経費】 
事業に直接必要な経費（例：謝金・賃金、旅費・
滞在費、医療品・物品・資材の購入費、建築物の
工事費、通信・運搬費、事務用品等） 
 
【助成対象団体】 
財団法人、社団法人、社会福祉法人、ＮＰＯ法人、
その他任意団体 
 

＜応募・お問合せ先＞ 
認定 NPO 法人「全国こども食堂支援セン
ター・むすびえ」内 
カゴメみらいやさい財団助成事業担当 
TEL：03-4213-4295 
MAIL：2023kagome@musubie.org 
 

＜応募・お問合せ先＞ 
公益財団法人公益推進協会  
釋海心基金担当  
〒105-0004 
東京都港区新橋 6-7-9 
新橋アイランドビル２階 
TEL：03-5425-4201 
MAIL：info＠kosuikyo.com 



5 ／サポセン 1月号 

 

【助成金額】 
助成金総額：10,000,000 円 
1 件あたりの上限額： 2,000,000 円 
 
*詳しくはこちらをご覧ください。 
https://www.zengokyo.or.jp/social/fund/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

柴田義男 千惠子基金 
 

この助成事業は日成化成株式会社の寄付を活用し
て、子どもの健全育成に資する事業をサポートす
るものであります。 
経済的困難を抱えた子どもやその家族を支援対象
とする団体に助成を行い、活力あふれ個性豊かな
子どもたちの未来を明るいものにするための支援
を行います。 
 
【応募締切】 
2023 年 2 月 15 日(水) ＊郵送必着 
 
【助成対象】 
１）経済的に困難な状況下におかれた子どもやそ

の家庭へのサポート事業 
２）設立してから 3 年以上経過している団体 
３）営利を目的としない事業を行う団体 

（法人格の有無は問わない） 
 
【助成対象期間】 
2023 年 4 月 1 日～2024 年 3 月 31 日 
 
【助成金額】 
1 件：300,000 円（総額：900,000 円） 
 
※パソコン・カメラ等の耐久消費財、20 万円以

上の物品の購入、常勤スタッフの人件費等は対
象となりません。 

 
＊詳しくはこちらをご覧ください。 
https://kosuikyo.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ノエビアグリーン財団助成 
 
 
ノエビアグリーン財団は、日本を代表するジュニ
アスポーツ選手の育成、また、心身ともに健全な
青少年の育成に寄与することを目的として、 
一般公募による助成活動を実施しています。 
 
【応募締切】 
2023 年 2 月 28 日(火) 正午 12:00 
 
【応募資格】 
◎個人 
 将来、世界大会やオリンピック、パラリンピッ

ク出場等を目指すアマチュアスポーツ選手（18
歳以下）。 

 ※公募開始時点の年齢が 18 歳以下とします。
また、プロ契約選手は対象外とします。 

 
◎団体 
 児童、青少年の健全育成の向上を目的とした体

験活動、およびスポーツの振興に関する事業を
積極的に行い、下記１)～９)の分野にあてはま
る団体。 

 
1）スポーツ体験活動 
2）ジュニアアスリート選手育成活動 
3）自然体験活動 
4）科学体験活動 
5）地域に根ざした子供たちへの支援活動 
6）障がいのある子供たちへの支援活動 
7）自然災害等による被災地の子供たちへの支援

活動 
8）児童養護施設の子供たちへの支援活動 
9）その他の体験活動 
（1～8 のいずれにも該当しない児童・青少年の

健全育成の向上を目的としたもの） 
 
＊0 歳から高校生相当年齢までの子供たちを対象
とした活動が助成対象となります。 
 
【対象団体】 
公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人また
は一般財団法人、特定非営利活動法人等 
（法人格の有無は問わない） 
 
【助成金額】 
1 件あたり上限 300 万円 
 
*詳しくはこちらをご覧ください。 
http://www.noevirgreen.or.jp/grants/index.
htm 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜応募・お問合せ先＞ 
一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会 
社会貢献基金 運営事務局 
〒105-0003  
東京都港区西新橋 1-18-12  
ＣＯＭＳ虎ノ門６階（事務局６階） 
TEL：03-3596-0061 

＜応募・お問合せ先＞ 
公益財団法人公益推進協会  
柴田義男 千惠子基金 担当宛 
〒105-0004 
東京都港区新橋 6-7-9 
新橋アイランドビル２階 
TEL：03-5425-4201 
MAIL：info＠kosuikyo.com 

＜応募・お問合せ先＞ 
〒104-8208 
東京都中央区銀座 7-6-15 
公益財団法人ノエビアグリーン財団 
TEL：03-5568-0305  
MAIL：info@noevirgreen.or.jp 
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あなたはどうする？   
避難生活で命と健康を守るために 

 

～コロナ禍で一層複雑化する問題に対応するため

の地域防災体制づくりに向けて～ 

多様な避難者に配慮した、誰もが安心できる避難

所運営について、一緒に考えてみませんか。 

◎日時  

 2023 年１月 19 日(木)18:30～20:00 

（開場 18：00） 

◎講師：浅野 幸子さん ＊オンライン登壇 

（減災と男女共同参画 研修推進センター共同代表/ 

早稲田大学地域社会と危機管理研究所 招聘研究員） 

◎定員  

 会場：50 名 

 オンライン：50 名   

◎参加費 

無料 

◎会場  

 こうち男女共同参画センター「ソーレ」３階  

大会議室（高知市旭町 3 丁目 115 番地） 

◎申込締切 

 2023 年１月 15 日（日） 

 

 
 
 
 

子ども食堂  

 
朝晩さむくなり、冬の気配を感じるようになりま
した。体調を崩さないよう、はやねはやおき、しっ
かり食事。おなかがすいたら近くの子ども食堂に
レッツゴー♥いっしょに、ごはんたべようや！ 
 
☆こども食堂がじゅまるの木☆ 
開催日：1/22，2/26，3/19 11:30～ 
弥右衛門ふれあいセンター（高知市北御座 2-60） 
おとな：300 円 こども：100 円 
 
☆ふれあい食堂ゆいまーる☆ 
開催日：1/8，2/5，3/5 11:30～ 
アルコデイトレセンター旭 
（高知市西塚ノ原 29-1） 
おとな：300 円 こども：無料 
 
☆こども食堂 ゆくる舎☆ 
開設日：1/4，1/25，2/1，2/15，3/1，3/15 

16:00～19:00 
高知市城見町 6-14〔一軒家〕 
学習支援・食事提供：無料  
＊18 歳未満の子ども限定 

  
 

 
 
 
 

女性のためのラフターヨガ講座 
 

妊活・不妊を通じた複雑な心理状態からの解放、 
ストレス軽減のため認定ラフターヨガ講師による
「笑い」と「ヨガの呼吸法」を組み合わせたエク
ササイズの実施をします。 

◎対象 
妊活、不妊で悩んだ経験のある方・テーマに 
関心のある方 

◎開催日時 
 2023 年１月 29 日（日）14:00 ～16:00 
◎講師 

大野 沙耶花 
（笑いヨガ講師／アマチュア落語家・花の家こなつ） 
◎定員：10 名程 
◎参加費：500 円 
◎会場  
 こうち男女共同参画センター「ソーレ」4 階  

和室（高知市旭町３丁目 115） 
 
 
 
 
 

怒りと上手に付き合う 

アンガーマネジメント講座 
 

～「イライラ」や「怒り」にさようなら～ 
自分の怒りのクセに気づき、職場や家庭・地域の
人間関係で役立つ、怒りと上手に付き合う「アン
ガーマネジメント」の基礎を学びましょう。 
◎日時 

2023 年 2 月 4 日（土)13:30～15:30  
◎講師  

石井 真奈氏（まなのき 代表） 
◎対象 
 どなたでも (高知県在住者限定） 
◎定員  
 会場：20 名 
 オンライン：20 名 ※ともに先着順 
◎参加費：500 円 
◎会場  
 こうち男女共同参画センター「ソーレ」３階 

大会議室 (高知市旭町 3 丁目 115 番地) 
◎託児あり＊要予約 
 
   
 
 
 

＜お問合せ先＞ 

 こうち減災女子部 

 MAIL：gensaijyoshi@gmail.com  

 

＜お申込み・お問合せ先＞ 
こども食堂がじゅまるの木 
上村（かみむら） 
090-7784-5770 

＜お申込み・お問合せ先＞ 
こうち男女共同参画センター「ソーレ」 
TEL：088-873-9100（9 時～17 時） 
 
 

＜お申込み・お問合せ先＞ 
ここからね会（担当：浦田） 
MAIL：kokokaranekai@gmail.com 
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こどもの図書館の本のバザー 

 

本と図書館グッズの販売を行います。 
バザーの収益は、高知こどもの図書館の運営資金
に充て、子どもたちの読書環境をととのえる活動
に活用します。エコバッグ持参でお願いします。 
 
◎日時 

2023 年 2 月 5 日(日)11:00～15:00 
 

◎場所 
高知こどもの図書館 あとりえほん特設会場 

（高知市丸の内 1-1-10） 
 
◎本の受け入れについて～お譲りいただける本が

ありましたらご協力ください。 
受入期間：2023 年１月６日(金)～１月 30 日(月) 
 
 
  
 
 
 
 

桜の記念植樹を実施する 
団体を募集します！ 

 

高知県観光博覧会「牧野博士の新休日～らんまん
の舞台・高知～」関連記念植樹事業 
記念植樹を実施する団体に桜の苗木、肥料、看板
を配布します。 
 
◎募集締切 
 2023 年 1 月 13 日（金）※必着 
 
◎植樹実施期間 
 2023 年 2 月 1 日(水)～4 月 23 日(日) 
 
◎募集対象 
 市町村、自治会・町内会、学校(PTA を含む)、

民間の非営利団体等 
 
◎市町村の公共施設、住民の憩いの公園、学校、

集会所周辺など、地域住民の皆さまが牧野博士
の精神や功績を偲ぶことができる場所 

 
◎申請方法 
 申請書を市町村の窓口に提出 
 
 
 
 
 
 
 

無料電話相談 

 

「聴いてもらって安心ホットライン」 
・ストレスが多くて仕事辞めたいな～ 
・このところ、ずっと眠れない 

ひとりでモヤモヤしていても、なかなか解決の
道が見えてこないものです。 
カウンセラーが無料で相談を受けます。 
お気軽にお電話ください。 

 

★電話番号 070-8901-0899 
◎日程：毎週金曜日 18:00～20:00 

◎費用：無料（電話代のみご負担ください） 

<<高知市まちづくりファンド助成事業>> 

 

 

 

 

 
 
 

電話相談ボランティア養成講座相談員募集 

 
死にたいと思うほどの深い悩みや苦しみを言葉に
出せる場所が、高知いのちの電話です。話をする
だけで「救われた」と言ってくれる人がいます。 
けれども、相談員の数がまだまだ足りません。あ
なたの声の力を貸してください。 
◎研修期間 
 2023 年 4 月～2024 年 3 月 
 原則毎土曜日 14:00～16:30 
◎応募資格 
 ①20 歳以上の方。 
 ②いのちの電話の趣旨に賛同し、積極的に協力

頂ける方。 
 ③所定の研修に参加いただける方。  
◎定員：50 名 
◎受講料：25,000 円（宿泊研修代別途） 
◎申込締切 
 2023 年２月 15 日（水） 
◎申込書類  
 ①受講申込書(ホームページからダウンロード可) 
 ②応募動機（600～800 字程度）    
 ③返信用 84 円切手 
 
※詳しくはこちらをご覧ください。 

https://k-inochi.org/ 
 
  
 
  
 

 

 

＜お申込み・お問合せ先＞ 
〒780-0870  
高知市本町郵便局 局留め 
認定 NPO 法人高知いのちの電話協会 事務局 
TEL：088-824-5002  
FAX：088-824-0036 
MAIL：kochi-inochi@shirt.ocn.ne.jp  

 

＜お申込み・お問合せ先＞ 
高知こどもの図書館 
TEL：088-820-8250 
（金・土・日・月曜日の 10:00〜17:00） 
MAIL：kochi@kodomonotoshokan.org 

 

＜お申込み・お問合せ先＞ 
記念植樹に関する問い合わせ先 
公益社団法人高知県森と緑の会 事務局 
TEL：088-855-3905   
FAX：088-855-3906 
MAIL：info@moritomidori.com  
 

＜主催＞ 

NPO 法人 キャリア・ライフ高知 
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2022 年度高知市まちづくりファンドの助成先 8 団体が、それぞれの事業経過を発表し

ます。高知市をよりよいまちにするために活動している団体を知り、交流を深めてみま

せんか？どなたでもご参加いただけます！ 

 

☆日 時：2023年 1月 22日（日）13:30～17：00  

☆会 場：高知市役所本庁舎２階 せんだんの木 

（高知市本町 5丁目 1-45）駐車場なし 

☆参加費：無料 

 

<<お申込み・お問合せ>> 

高知市市民活動サポートセンター（担当：池田・松本） 

TEL:088-820-1540 MAIL:info@kochi-machifun.org 

<<市民と共に防災・減災のことを考える場の提供事業>> 

多様な避難生活について～車中避難の可能性について探る～ 
 
☆開催日：2022年 11月 26日（土） 

☆会 場：高知市たかじょう庁舎 6階大会議室/たかじょう西庁舎跡敷地 

講 師：山﨑 水紀夫さん（さんすい防災研究所） 

 

近年、ライフスタイルの多様化や、新型コロナウイルス

感染拡大によって、災害発生後の避難所として「車中

泊」を選択される方も増加しています。体育館等の避難

所との特徴の違いや、安心、安全に過ごす為の基礎知識

を、講演と実演を通じて学ぶことで、災害発生時への備

えとします。 

 

サポセンアルバム ～こんな取り組みやってます～ 

☆開催日：2022年 12月 10日（土） 

☆会 場：高知県立ふくし交流プラザ 2階 

☆参加者：96名（内オンライン参加 18名） 
 

(株)パンクチュアル代表取締役社長 守時健さんの基調講演では、市役所職員時代に須崎市

のふるさと納税を SNSやゆるキャラ戦略で 1000倍に増やし地域活性化に貢献された経緯

などを語っていただきました。プレゼン＆ディスカッションでは、9団体の発表を「ミラ

イ」、「クラシ」、「タカラ」の 3テーマに分けて、3団体発表するごとにテーマに沿っ

たグループワークを行うという新たな試みで実施。テーマを明確にしたことにより、具

体的な意見や提案がなされ、参加者の学びに繋がりました。 

休憩時間のおやつ村には 5団体が出店。美味しいコーヒーやお菓子をいただきながら、参

加者同士の交流も深まるフォーラムとなりました。 

<<こうち NPOフォーラム 2022>> 

「カケルオモイ ～オモイをつなげて地域のチカラへ～」 

 


