
・現在行われている地域の活動を「見える化」します

子供が 若者が 大人が シルバー世代が

子供に ・あいさつ

若者に ・あいさつ

大人に ・いつでもあいさつ

・あいさつ ・除雪の手伝い

子供が 若者が 大人が シルバー世代が

子供に ・地区マラソン大会

若者に

大人に ・大学学園祭

3月22日(月)未来デザインワークショップ成果報告【一箕公民館エリア】ワークシート①

【A】グループ
　　　　　　　主体が
　　　　　　　　(誰が)
　対象
　　(誰に)

・ボランティアとしてごみ拾い
・安全ボランティア
・朝の通学、子供の見守り
帰宅時間帯
・彼岸獅子(下居合、滝沢)
・学校の安全教室に参加

・学校支援活動を実施
（授業への協力）
・松長小放課後子供教室を実施

・短大で障がい者向けフェスティ
バル

・文化祭時に防災食提供
(一箕地区、松長地区)

・詐欺被害防止の呼びかけ
・日赤保健委員会合同で、講習会
を行い、AED貸し出し事業所作成
・近所でのごみ拾い
・コミセン発表会

シルバー
世代に

・訪問活動をしている
(民児協・月1)
・ふれあい昼食会をしていた

【B】グループ
　　　　　　　主体が
　　　　　　　　(誰が)
　対象
　　(誰に)

・夏休み、老人クラブと一緒に
ラジオ体操
・地域の祭りへの子供会の参加、
協力

・子供の良い行いを親に伝えるよ
うに努めている
・登下校時の見守り
・地域中学校の除草
・小中学生にスポーツの機会を提
供(一箕マラソン)
・子供の登下校時の安全支援
・青少協あいさつ運動(来校)

・大塚友の会(老人クラブ)
・除雪、ゴミ出し支援
・消防団として地域の防火
広報活動
・防犯灯設置促進
・ウォーキング大会
・あいさつ運動見守りの呼びかけ
で、優れた方に活動表彰(町内会
として)手紙もつけて

・地区マラソン大会
・大学学園祭

・ウォーキング大会
・清掃活動

・中学生(一部)地域の清掃除雪
・中学生一箕地区を剣舞提供

・地域の祭り
・地区の文化祭
・アパートの住人や顔を合わせた
方と会話する
・交通安全支援

・ウォーキング大会
・庭木等の選定作業

シルバー
世代に

・認知症の勉強会
・老人とのふれあい会開催

・高齢者支援ボランティア
・ふれあい昼食会

・ウォーキング大会
・フレイル予防健康運動教室
・花壇の手入れ
・除雪の手伝い(歩道、橋)
・敬老表彰者に記念品とともに手
紙を送る



子供が 若者が 大人が シルバー世代が

子供に ・集団登校 ・スポーツ指導

若者に

大人に ・職場体験

・近隣高齢者の除雪

子供が 若者が 大人が シルバー世代が

子供に

若者に

大人に

【C】グループ
　　　　　　　主体が
　　　　　　　　(誰が)
　対象
　　(誰に)

・子供避難の家
・育成会活動
・お祭り
・PTA活動
・補導

・7月末　八幡神社
8月初旬　蚕養神社
・マラソン大会
・才の神　1月第2日北柳原町内
・地区文化祭を実行委員会主催
で、ふれあい体育館にて秋10月
に遂行

・居合山神社祭礼
・運動会
・松長コミセン祭礼

シルバー
世代に

・カラオケ大会
・昨年からコロナ禍のため、町内
の公民館に於て毎月1回ふれあ
い会を行っていた。
・観音講

【D】グループ
　　　　　　　主体が
　　　　　　　　(誰が)
　対象
　　(誰に)

・朝のあいさつ活動
・堤居合合同での祭り、
子供も参加は、みこし各町内より
・一箕マラソン大会

・書道
・通学時見守り
・小学生ドッチボールクラブ
・ECC
・ピアノ

・民生委員とふれあい昼食会
年1回公民館など
・松長文化祭

・夏祭り
・地域サロン　月1回開催

・健康マージャン
・踊り
・大正琴
・卓球
・地域バレーボールクラブ

・林野火災防御訓練
・草刈
・歳の神
・町内清掃　年に4回

シルバー
世代に

・卓球クラブ活動
・囲碁将棋
・喜寿の祝い

・地域ソフトボールチーム
・消防団活動
・高齢者(一人暮らし)
月1回ひまわり会



・将来に向け、残したい活動、足りない活動、必要な取組

残したい活動 足りない活動 必要な取組

・いつでもあいさつしている ・地区ごとの老人団体と子供会との交流活動 ・各種団体の連絡協議会を立ち上げる

・詐欺被害防止の呼びかけ ・短大生、会津大生との交流ボランティア ・高校生、大学生と地域をつなぐ担当窓口

・若者の町内活動への参加 ・地域学校協働の充実

・松長小放課後子供教室を実施 ・若者を呼び込む取り組み

・子供若者の除雪ボランティア

・ふれあい昼食会をしていた

・学校の安全教室に参加

・除雪の手伝い

・近所でのごみ拾い

・安全ボランティア

・日赤保健委員会合同で、【読めない文字】法講習会

残したい活動 足りない活動 必要な取組

・夏休み、老人クラブと一緒にラジオ体操 ・活動時の交通手段の確保

・地区マラソン大会 ・高齢者支援ボランティア ・現状の活動の継承

・地域の祭りへの子供会の参加、協力 ・防犯灯設置促進 ・買い物支援

・中学生一箕地区剣舞提供 ・世代間の交流の場

・敬老表彰者に記念品とともに手紙を送る ・消防団として地域の防火広報活動 ・文化財の保護

・謹教地区スポーツクラブ ・住民の話を聞くこと

・天文台や山鹿素行碑の保存活動 ・除雪、ゴミ出し支援

・アパート世帯との交流

・アパートの住人や顔を合わせた方と会話する ・消防団に若い人が少ない

・交通安全支援 ・清掃活動

・子供の登下校時、安全支援 ・世代間の交流が少ない

・ふれあい昼食会 ・大学学園祭 ・青少協あいさつ ・認知症の勉強会

・老人とのふれあい会開催 ・地区文化祭 ・認知症の勉強会

・各種後継者の育成

・子供の良い行いを親に就て得るように努めている

・地域中学校の除草 ・ウォーキング大会

・フレイル予防健康運動教室 ・敬老会表彰

・庭木等の選定作業 ・花壇手入れ

3月22日(月)未来デザインワークショップ成果報告【一箕公民館エリア】ワークシート②

【A】グループ

(なくなったら困る、伝承したいこと) (新たに始めたいこと) (実現に向け、地域でやること)

・彼岸獅子(下居合、滝沢)

・学校支援活動を実施(授業への協力)

を行い、AED貸し出し事業所作成

【B】グループ

(なくなったら困る、伝承したいこと) (新たに始めたいこと) (実現に向け、地域でやること)
・中学生(一部)地域の清掃除雪

・除雪の手伝い(歩道、橋)

・小中学生にスポーツの機会を提供(一箕マラソン)

・あいさつ運動見守りの呼びかけで、優れた方に活動
表彰(町内会として)手紙もつけて

・大学の交流(活用)

大塚友の会(老人クラブ)

【C】グループ



残したい活動 足りない活動 必要な取組

・学生を巻き込む取組 ・学食の公報

・近隣高齢者の除雪 ・地域でふれあう機会 ・サロンふれあい会

・地区文化祭を実行委員会主催で、 ・育成会活動 ・やわらかい発想

・サロンふれあい会

・運動会 ・足がなくて行けない ・交通手段の確保

・子供避難の家

・お祭り

・マラソン大会

・昨年からコロナ禍のため、町内の公民館に

残したい活動 足りない活動 必要な取組

・夏祭り ・通学時の見守り ・地域住民の交流 ・世代間交流

・歳の神 ・除雪ボランティア

・松長文化祭 ・草刈 ・消防団活動 ・林野火災防御訓練 ・団地内の空地利活用

・一箕マラソン大会 ・健康マージャン ・自主防災組織の取組 ・知恵の伝達

・若者を取り込む

・囲碁将棋 ・喜寿の祝い

・子供会活動 ・集会所の整備する　管理、維持

・大正琴 ・卓球クラブ活動 ・生活の足 ・高齢者の見守り

(なくなったら困る、伝承したいこと) (新たに始めたいこと) (実現に向け、地域でやること)
・才の神　1月第2日北柳原町内

ふれあい体育館にて秋10月に遂行 ・子供、若者も入れたWS

・PTA活動

於て毎月1回ふれあい会を行っていた。

【D】グループ

(なくなったら困る、伝承したいこと) (新たに始めたいこと) (実現に向け、地域でやること)

・町内清掃　年に4回 ・介護予防教室(毎日集まる)

・地域サロン　月1回開催(土曜サロン) ・高齢者サロン(お茶、コーヒー)

・環境美化(草刈、ゴミ) ・組織造り(祭り、清掃)

・高齢者(一人暮らし)月1回ひまわり会

・各町内で○○ボランティア作り(若者)



テーマ：これまでの活動を振り返りながら、今後の

～～共通プロジェクト～～

交通 若者 交流

・活動時の交通手段の確保 ・若者を呼び込む取り組み ・やわらかい発想 ・世代間の交流の場

・生活の足 ・若者の町内活動への参加 ・地域住民の交流

・高校生、大学生と地域をつなぐ担当窓口

・学生を巻き込む取組

まつり　

・地域の祭りへの

　子供会の参加・協力 組織

・夏祭り ふれあい・福祉

・お祭り ・各種団体の

・地域の祭り ・ウォーキング大会 ・やわらかい発想 連絡協議会を

・フレイル予防健康運動教室 立ち上げる

・ふれあい昼食会 ・ふれあい昼食会をしていた ・組織作り

・地域でふれあう機会

・隣近所の触れ合いの場

・子供・若者の除雪ボランティア ・老人とのふれあい会開催

・近隣高齢者の除雪 ・マラソン大会

・除雪ボランティア

・除雪手伝い歩道橋の除雪

・安全ボランティア

～～地域プロジェクト～～

一箕地区

・いつでもあいさつしている ・地域協働活動の充実

・近所でのゴミ拾い ・地区文化祭 ・買い物支援

松長地区

・松長文化祭 ・自主防災組織の取組 ・子供会活動

・松長小放課後子ども教室を実施

3月22日(月)未来デザインワークショップ成果報告【一箕公民館エリア】ワークシート

意見交換WS

・大学との交流(活動)

・子供、若者も入れたWS

ボランティア(除雪・掃除etc) (祭り・清掃)

・中学生(一部)地域の清掃除雪

・彼岸獅子(下居合　滝沢)

・各町内で○○ボランティア作り(若者)
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