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はじめに、被災後、まだまだ混乱している中で目の前に起こる出来事に対応することで

精一杯で、先を見通す余裕はあまりなかった。地域の中では、家を解体する音と大きな重

機や車が行きかう音が絶えず復興の音ではあるが平穏には程遠い状況にあった。

その中においても、住家の再建を考え自分たちの生活を落ち着かせようと前向きになっ

ているように見えた。しかし、その再建にはそれぞれの状況があり、すべてが順風満帆で

はなく、選択肢が狭い現実を受け入れざるを得ない場合もあるようであった。一刻も早く

家に戻って落ち着きたいという思いからリフォームを選ぶ人、悩んだ末に解体することを

決めた人、帰ることをあきらめた人など様々な問題を抱えていた。

その様な状況を少しでも和らげることができる心の拠り所や、居場所となるための活動

を継続してきた。 被災直後の状況のような、物資の提供・炊き出し支援は終了していた

が、コミュニティの再建や心の拠り所としての取り組みとして、東日本震災機構からのキ

ムラヤのパン提供は毎週木曜日に300個から150個と数が少なくなったが継続することで住

民同士のふれあいやつながり作りの場となっていた。

他にも、外部講師を迎えてのサロンを継続、心身の安定につながるように「ヨガ教室」

を開催したところ多くの参加者が集まり、熱心な方々の要望に応え一か月2回から4回に増

えていった。

そして、安心安全な地域を取り戻す活動として行政と関係諸団体・川辺地区まちづくり

推進協議会との連絡・協力で、バラバラになった住民に拠り所としてのありようを、SNSだ

けでは届かない世代にもあるく通信を発行することで届けている。住民にとっての居場所

として継続することで、いつででも行くことができるという安心感や何か相談できる場所

としての取り組みを紹介できる通信となっている。

また、被災後に携帯電話を情報収集が可能になるスマートフォンに変えた人が多くいた。

よってスマートフォンの使い方がわからない人や「川辺地区みんなの会」のLINEグループ

に入りたいが操作ができないとか、せっかく持っていても情報を取り込む操作ができない

など困っている人が多かったためスマートフォン初心者講座を開催した。講師にボラン

ティアで来てくださっていた岡山県立大学の先生が分かりやすい資料と丁寧な指導をして

くださり、多くの人が参加していた。残念ながら、1月頃からのコロナウイルス感染拡大以

降は開催することができなくなっている。

川辺小学校から拠点を移動すると同時に様々な活動を始めた。住民の生きがいづくりの

活動として、「小物づくりの会」では住民同士が指導者となり季節のものや小物をおしゃ

べりしながら楽しく作っている。また、家の再建に合わせて家の顔ともいえる表札をつく

る取り組みを外部支援団体の協力で行った。この「表札づくりの会」は男性の参加者が多

く、男性の居場所づくりの一助にもなった。

家の再建や解体に伴う工事現場や車両が行きかう中で戻ってきた子どもたちが安心して

遊べる場所や機会が失われていることに対し夏休み限定で、地域の人たちの協力で子ども

たちの居場所と宿題支援を計画して開催することができた。預けた保護者からも感謝の言

葉があり、子どもたちを見守る場所としても活用できたことは親の安心にもつながったと

感じることができた。



2019年度事業報告

2019年（平成31年）4月1日～2020年（令和1年）3月31年

１ 事業の成果

多くの住民が、あるくのイベントを通じ集い、顔を合わせおしゃ

べりをしたり一緒に作業をすることでつながりや絆が深まった。

特に「小物づくりの会」をはじめとする手作業をしながらのイベ

ントでは、作業に集中して活動することができ、出来上がったもの

を身に着けたり、身近に置き楽しむことができた。中には近隣の方

やお友達に作り方を教え合ったり、プレゼントするなど地域住民の

輪が広がっている。

また、他人に披露することは満足感が生まれ、次も挑戦しようと

する意欲がわいてくる。ほかにも「大工さんによる木工教室」では

引きこもりがちになる男性の参加があり、継続して開催できるよう

に地域の大工さんなどと連携ができないか模索している。

生活再建や家の解体やあらたな住む場所についても期限を迫られる

など落ち着かない日々を送っている。その中でも、一時忘れられる

場所として有効な活動で、手を動かし作品を完成させることは、生

きがいづくりの場となり、いきいきと生活するための手助けとなっ

た。

防災についての活動も新たに開始し、住民が安心して川辺地区・

真備町で生活でき、災害に対する備えなどの防災意識の向上に向け

た取り組みとなっている。



あるくＤＥほっとカフェ：

参加人
数人数参加人数 3092人 スタッフ 244 人 

2年目を迎えて復興への歩みが進み皆少しずつ川辺に帰り落ち着きを見せようとし

ている。しかし、まだまだ、人が集える場が求められている。食を通じた集いの場

として、東日本大震災雇用・教育・健康支援機構より「キムラヤパン」の支援をい

ただき毎週木曜日150食（300個）提供した。今年度末をもって終了することを決め

ていたがコロナ感染対策を余儀なくされ2月末で終了とした。

開催日 2020年3月までを予定していたが、

新型コロナウイルス感染対策の為2

月で終了した。

※開催場所につき、特に記載のな

いものは全てあるく「てくてく」

で開催。



あるくＤＥほっとカフェ

まだまだ、生活が落ち着かず、川辺に帰ってきても不安や空虚感があるなどの声

を聞き、ホッとできる場を作りたいとの思いから活動を開始した。

手作りおやつを持ち寄りったり、近所のケーキ屋さんのお菓子など取り混ぜて

ちょっとリッチなティータイムを行った。

お菓子を囲んで和やかにおしゃべりを楽しみ、日ごろの生活の様子から浮かんで

見える課題に着目した取り組みを考える機会にもなった。

開催日 6/3、6/10、6/24、7/1、7/18、7/29、

8/26、10/3、10/10、10/17、10/24、

11/7、11/14、12/5、12/12、1/9、

2/13

新型コロナウイルス感染防止対策

により2月で一旦終了

参加人数 174人 スタッフ 42人



外部講師による癒しのサロン

• 開催日

• アロマハンドトリートメント

（4/10～2/20）10回

• 香りとタッチの癒しのサロン

（4/15～12/21）6回

• 耳つぼ、ジュエリー（4/12～2/8）

11回

• 薬膳の会(4/19～2/6) 9回

• カバちゃんのリラクゼーション

（1/23,2/6）2回

• 足もみ（4/14～7/15）4回

• 足や体のマッサージ（フットセラ

ピー）6/15

• フェイシャルエステ5/22

• お抹茶を楽しむ会

参加人数

113人

51人

57人

58人

21人

47人

5人

7人

249人

スタッフ人

数

23人

9人

9人

20人

2人

4人

31人

2人

44人

施術を通して癒され胸

の内を自然に吐露でき

る場となり、前を向き

復興を進めるきっかけ

となっている。

また、住民同士が集い

コミュニケーションを

図る場になっている。

お抹茶の会は、老舗の

おいしいお菓子で癒さ

れる事業となっている。

フ
ッ
ト
セ
ラ
ピ
ー

耳つぼジュエリ

薬膳の会

お抹茶の会

カバちゃんの

リラクゼーション



外部講師によるサロン ：リラックスヨガ

少しずつ日常を取り戻す時間を作りたい、被災前に行っていたことを始めたいという
要望からヨガ教室を8人定員で開始した。しかし、2回目以降10人を超える予約者が入
り、あるく事務所隣のプレハブ「てくてく」では手狭になり川辺分館を使っての活動と
なった。
このように人気のイベントとなり、リピーターの方も多くいて、集って活動すること

でコミュニケーションが生まれ、定期的に開催するイベントとなっている。
課題であった、心の健康にも、身体を柔軟にリフレッシュすることが有効であり、生

活のリズムもとれてよい活動となっている。

開催日 7/10、7/24、8/28、9/4、9/18、10/21、10/16、

11/6、11/11、11/20、11/25、 12/4、12/9、

12/18、12/23、1/6、1/15、1/22、1/27、2/3、

2/12、2/17、2/26、

開催場所

あるく事務所横「てくて

く」

川辺分館集会室

参加人数 270人 スタッフ人数50人



外部講師による健康教室

健康体操は、「まびいきいきプラザ」とのコラボイベントである。みなし仮設か

ら川辺に帰ってきても全員が戻っているわけでないのでコミュニティのつながりが

希薄である。このようなことから健康維持と集まって健康づくりを行うことでコ

ミュニケーションが生まれる。

この健康体操は家でも継続して行える簡単なものばかりであったので身近な健康

づくりとなる。

いきいきプラザの再建が待ち遠しい方も多くいたのではないかと思われる。

開催日 4/17 気功整体

1/23 健康体操：

いきいきプラザIN川辺分館

あるく事務所横「てくてく」

川辺分館集会室

参加人数7人 スタッフ人数2人



外部講師によるサロン：倉敷市市立短大講師によるクラフトなど

倉敷市市立短大の先生を講師に迎えて、指あみクラフトから始まり季節に合わせ

て夏はマクラメ細工でストラップや冬は毛糸を使って編み物や組紐でリースづくり。

水彩画を楽しむ会では、優しい言葉かけと工夫を凝らした仕掛けで「絵を描くこと

は苦手」を感じさせない出来栄えとオンリーワンの作品を完成出来た満足感を得る

ことができた。何れも、手を動かし集中してものを完成させることで、被災後の非

日常の生活から一時解放され、おしゃべりも加わり楽しい時間を過ごすことができ

た。

指あみ＆クラフトカフェ 5/21、6/8、7/22、12/6、1/17 参加人数38人

スタッフ人数11人

水彩パステルの風景がを書こう 4/15、6/14、7/5、8/23、9/27 参加人数
25人 スタッフ5人



メッセージ書きの日

【メッセージ書きの日】

行政と協力し「あるく通信」を作成し月1回25日被災後離れている人も含め

て川辺地区全世帯に発送してもらっている。みなし仮設で避難を余儀なくされ

たり県内外にバラバラになった空虚な思いに寄り添うことを目的として配布す

る封筒にメッセージを添えてきた。

「川辺地区みんなの会」の通信アプリLINEではつながっている人も多くいる

が、SNSが使えない人にも、住民とのつながりを感じてもらえることを目指し

た取り組みとなった。また、先に帰ってきた住民がメッセージ書きに参加し交

流の場となった。



（２） 生きがいづくりに関する事業

【開催日・内容・参加人数】

4/23 兜 7人

5/28 ピエロ 8人

6/20 古布でティッシュボックス5人

7/23 ゼブラくん9人

8/27 猫のぬいぐるみ7人

9/24 つまみ細工4人

10/22 ポーチ(小物入れ)8人

11/13 和柄のコースター8人

12/17 ブローチ10人

1/28 あったかグッズ6人

2/18 お雛様5人

参加人数 スタッフ

77人 22人

被災前からサロン活動として、趣味を生かす活動をされていた人も多くあった。被

災後、大切にしていた裁縫道具をはじめ、作りためた作品も全て失い空虚感がある中、

おしゃべりをしながら手を動かす小物づくりを計画して生きがい作りとなる事業を開

催している。

手に覚えのある人が中心となり材料集めなどをして楽しくチクチク手を動かし作品

を仕上げている。作業している間は、集中していることで日常の雑多から解放され気

分転換になり、作品を仕上げることが生きがい作りにもなっている。



実用ペン習字・こども硬筆教室

被災前から、川辺で硬筆教室をされていた岩尾先生に、夏休みの見守り支援として「お名前レッ

スン」を開催していただけた。 大人もお試し参加可能としていたところ、実用ペン習字とつな

がって継続しての開催となった。

事務所隣の「てくてく」をつかって、実用ペン習字と、子どもたちの硬筆教室へと変化している。

地域の子どもたちの居場所の再開と地域の人のつながりの場となっている。



大人のための工作教室・表札づくり・木工教室

開催内容 開催日 参加人数

表札づくり 8/27、 10/23、 11/26、 12/13、 1/21

2/19

30人、 スタッフ7人

被災後こもりがちで、生きがいをなくし地域のコミュニケーションも不足している人がい

ることを感じていた。

大人のための工作教室は、被災地支援のボランティアの大工さんと一緒に企画した。被災

して表札が無くなったり、新築を機に新しい表札を掲げたいなどの思いから計画した。

表札づくりということが良かったのか男性の参加者が多く、自分ののを仕上げた後も継続

して他の方にアドバイスする姿もあり、ほのぼのとした光景も見ることができた。企画内容

によっては男性の居場所となり次への企画を考えるきっかけとなった。



子育て支援：夏休み見守り活動

被災後バラバラになった子どもたちがお友達と遊ぶ場所や機会を得て伸び伸び

とした夏休みを過ごしてもらいたい。支援する側も、地域の人やボランティアの

皆さんで支え見守ることができないかと声をかけ、資金を「ももたろう基金」を

申請し土日祝日を除く毎日、学習支援やボランティア団体が計画するイベントを

開催することができ、親も安心して預けられる場所となった

次のページ3枚報告書差し込み



ももたろう基金【第 11 次緊急助成（子ども支援）】 事業実施報告書 

 

実 施 事 業 あるくＤＥ学んで遊ぶ夏休み！ 

実 施 者 名 
 

川辺復興プロジェクトあるく 

助 成 金 額 270,000円 

受 益 者 数  直接受益者     277  名 （間接受益者 231 名） 

 ※イベント実施や複数回実施事業は別紙で各回の人数等、対象者数のわかる資料を添付ください。 

実施した事業の内容・成果 

＜実施内容＞ 

別紙資料参照 

＜成果＞ 

参加した保護者へアンケートを実施し、41 世帯中 20 世帯の回答があり、回答した人たちは大変良かった 85％よかった 15％であ

り概ね事業の成果があったと考えられる。自由記述の中でも「他の学区のお友達と遊ぶことができた。日頃できない体験をする

ことができた。子どもたちが楽しかったと言い、親も気分転換になった」などの回答があった。当初のねらいとしていた、地域

支援者（被災者でもある）との顔の見える関係づくりができ、反省会においても「子どもたちは地域で育てることが大切であり、

今後も続く放課後の見守り支援にも活かすことができる」との感想があった。また、支援者も、パワーある子どもの様子に圧倒

され、活動の仕方に工夫が必要な場面もあったが、どの子も地域で育つ大切な人、と捉ええることができ、いろんな人（年代を

越えて）が関わることができる居場所をつくることが大事だと改めてやりがいと必要性を感じることができた。 

 

活動の様子（写真などを添付してください） 

   

７/22 お抹茶の会の様子 7月 24.26.29.31日楽しく絵を描こうの様子 7月 23.25日の習字教室の様子 

 
  

7月 30日竹を使って遊ぼうの様子 8月 1 日料理教室後木のおもちゃで遊ぼう 

の様子 

8/2.5.7.9.の学習支援の様子 



活動の様子（写真などを添付してください） 

 

 

 

8/9学習支援の時間割・ストライクアウト

で一休み（外遊び） 

8/6のランプシェードづくりの様子 8/8機を使ってベンチをつくろうの様子 

 / 

 

8/9ライターさんと観察日記散策と作成中 8/19 午前学習支援の様子 8/19 午後から学習支援（英語）の様子 

活動の様子（写真などを添付してください） 

   

8/20 硬筆（お名前レッスン）お姉ちゃんに

交じって弟君もお母さんと参加 

8/21 のお出かけ児童館・大学生と遊ぼうの 

様子（集合写真） 

8/22 大学生とアルミホイルと新聞等を使って

恐竜作成中 

 
  

8/22 県立大学の学生と勉強の様子 8/23 の午後からのぞうきんプロジェクトの様子 8/26 学習支援の様子 

 

 



 

決算報告   （※原則として領収書の写しを添付いただきます。）                                                                   

今回実施した事業の決算内容は下記の通りです。 

 

今後の活動 

 

金額（円）

270,000

19,000

収入合計 289,000

算出根拠 金額（円）

事務局人件費 8月分（妹尾22,000円、加藤ゆ37,000円、松田43,000円） 102,000

支援者・講師交通費 8月分（支援者37人×500円）（地域スタッフ30人×500円） 33,500

材料費 8/8木工教室ベンチづくり材料、8/21.8/22参加者との昼食材料、その他活動材料費 49,444

活動備品費 たこ焼き機、カセットボンベ、ホットプレート 15,374

活動（行事）保険 8月分行事保険 6,720

印刷製本費 資料印刷等プリンターインク代 5,583

会議費 反省会、振り返りお茶菓子代 2,059

214,680

支出合計 214,680

費目

費目

ももたろう基金助成金

受益者負担金・参加費19,000円（8月分204人）

支
出
の
部

①当プログラム助成金 対
象費目

当プログラム助成金（この
プログラムで集めた寄付
金）を充る費目

②その他費目

当プログラム助成金（この
プログラムで集めた寄付
金）を充てない費目

小計

小計

収
入
の
部

ご寄付いただいた貴重な財源を使わせていただき、利用者やその保護者から感謝の言葉を多く寄せられました。昨

年の豪雨災害からまだまだ復興半ばの私たちの地域において、長期の夏休みに保護者が安心して預けられる、子ど

もたちも夏休みの課題に集中して取り組むことができる、また、お友達と楽しく遊ぶことができました。そして、

地域の大人たちの見守り支援や関りを持つことができつながりを新たに持てる機会となりました。今後の子どもた

ちを取り巻く地域支援の輪を広げる機会ともなり、今後の支援の継続にもなると確信できました。また、この基金

を使わせていただいたことをきっかけとして、外部からの温かいご支援も多くいただくこともできました。 

 



わんこカフェ・ピースわんこから保護犬譲渡会

開催日 10/14 11/16 12/7

参加人数 （47） （19） （31） スタッフ14人



やりくり講座

家のローンや学資保険、生活に係る家計管理など、子育て中の人や、被災後の家

の再建や家計のやりくりには不安なことが多く悩みを抱えている人が多くいた。

ファイナンシャルプランナーと司法書士を迎えやりくり講座を開催した。

アドバイスが生活を見直すきっかけになっているようだ。

「やりくり講座」として子育て中の親が悩みを持つローン
や保険について「リカバリーカフェ」と題して今抱える金
銭や生活に直結した相談事を題材にお話ししてもらった。
当日参加もありそれぞれの質問に答えてもらう講座を開催
してもらった。



多肉植物寄せ植え

みなし生活でも可愛いインテリアとしても楽しめるものとして人気の活動と

なっている。生活の環境が落ち着かない中でもほっとできるアイテムであり、

寄せ植えの体験と育てる喜びを感じることができて生活に潤いが生まれ、継

続していきたい活動となっている。

開催日 4/14、5/12、6/1、7/3、9/7、10/12、12/7

参加人数 58人 スタッフ人数14人



生きがいづくりにつながるコミュニティ再生イベント

川辺地区まちづくり推進協議会との協賛事業込み

支援してくださる団体に夏祭り、餅つき大会など地域の季節の行事に協賛してもらい、より多

くの地域の方と集うことができコミュニティの再生に有効であった。いきいきフリマまつりで

は、地域の人の参加もあり出店することが生きがいにつながった。。

「お正月花をつくろう」では、お花を飾ってお正月を迎えようと生活も少し落ち着きを取り戻

しているようであった。

参加人数350人

参加人数345人

参加人数150人

参加人数350人

参加人数450人

参加人数75人

参加人数85人

移転記念イキイキフリマまつり 秋のいきいきフリマまつり

1周年記念焼肉パーティ

神戸新興高校獅子舞ｉｎ

川辺餅つき大会

お正月花を活けてみよう



③安心なまちづくりに関する事業

クリーン作戦

被災後、家の片付けをして道路に出し積み上げた災害ごみ。それが撤去された後にも残

るガラス片や用水路の汚泥などを取り除くためのクリーン作戦を実施した。ボランティア

団体の皆さんや倉敷青年会議所さんをはじめ、多くの関係諸団体の皆さんと住民が力を合

わせて、身近な所から始めていった。

また、スポーツの練習の場として使われていた「ふれあい広場」は被災後は片付けなど

で、使用できなくなっていた。生活の一部だったスポーツをまたできるようにするためな

ど生活再建に向けて自分にできることから始めるクリーン作戦となっている。

県内外、海外から視察研修を兼ねてクリーン作戦に参加された方々とは終了後に交流会

も行い、支援者と住民の交流の場となった。作業中は、看護師、救命救急士、防災士さん

の熱中対策の見守りや体調管理をしていただき多くの皆さんのご協力によってきれいに

なっていった。

4/6 真備クリーン作戦ＩＮ川辺ローソン周辺 参加人数300人 スタッフ10人

5/11 真備クリーン作戦ＩＮ川辺川辺宿駅周辺 参加人数225人 スタッフ9人

7/20 真備クリーン作戦ＩＮ川辺ふれあい広場 参加人数345人 スタッフ10人

10/19 ハワイ視察Iｎクリーン作戦 参加人数50人 スタッフ10人



みらいミーティングINあるく

開始当時は、まだまだ先行きが不安な方が多く、行政に質問をしたりや現状を知り、

真備の復興の現状を知るために、最初は青空会議の外で開放感の開催した。そして、

現状の中から、自分たちのできることや行政にお願いしたいことを話し合ったりする

ことで、お互いの意見から自分たちの生活に置き換えられることを模索していった。

また、不安や、不満を吐き出す場にもなったように思う。和気あいあいと男性陣が多

い会でも熱が入って盛り上がった。

内容は様々な意見や現状を共有するミーティングで、

夏を前にして次の災害への不安、避難行動に向ける

姿勢、身近な用水路ののり面の崩れの修復について、

小田川の改修工事の現状についてなど、参加者は男

性陣が多い井戸端会議となっていた。



スマホ初心者講座

被災後、多くの住民さんがガラケーからスマートフォンに変更されたため、情報を取

り込みいざというときの情報交換ができるようになるために、スマホ初心者講座を始め

た。

支援の講師には岡山県立大学の齋藤先生と「今から手帳web版」作成にかかわった金藤

純子さんが中心となり開始する運びとなった。開始当初はあるくの事務所で開催してい

たが、参加者が多くなり川辺分館で行うようになった。

先生の丁寧なご指導もあり、人気の活動となったが、コロナ感染症対策によって2月以

降は開催できなかった。早く落ち着いて再開できるのをを待たれている人も多くいると

思われる。

開催日 4/22、5/20、6/11、7/8、8/18、9/17、10/28、11/19、12/24、2/3

参加者数 119人 スタッフ50人



防災カフェ

防災カフェは、少人数で参加者が知りたいことを学ぶことができ、楽しく防災を考え

る機会になることを目的に企画した。

初回は11/18「災害時の食について」災害看護師の山中弓子さんを迎えて西日本豪雨

災害時に避難所となったまきび荘でのお話を伺った。

その後は、参加したい人が次の会の内容を考え、やってみたいことを計画する方向で

継続している。

11/18 防災カフェ 「災害時の食について」

災害看護師の山中弓子さん
12/11 防災カフェ 「逃げキットを使って」「いつ備える？」

国土交通省高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所

所長 桝谷有吾
1/10 防災カフェ6人

スタッフ人数2人

「非常持ち出しグッズ」について

槙原、松田が提案してみんなで考える
3/27 防災カフェ13人 「防災遠足」香川大学磯打千雅子さんとまち歩き



④西日本豪雨水害の風化防止に関する事業

川辺みらいミーティング

被災後2年目の出水期を迎えるにあたり、災害当時を振り返りつつ、次に起こるかもしれ

ない災害に対する避難行動を考える会「マイタイムラインをつくろう」を開催した。

災害を経験したから、マイタイムラインの作成はさほど難しくないと思ったが、経験し

たからこそ、実際にタイムラインをつくるにはそれぞれの経験が邪魔をして難しかった。

6/9 第2回川辺みらいミーティング 6/9 参加者80人 スタッフ6人

1/19 第3回川辺みらいミーティング 1/19 参加者70人 スタッフ6人


