主催 子どもの居場所応援フェスタ in なは・うちな〜実行委員会 社会福祉法人那覇市社会福祉協議会 一般社団法人全国食支援活動協力会
助成 赤い羽根 アサヒ飲料 福祉基金 公益財団法人キリン福祉財団

子ども の 居

場 所

応援 フェスタ in なは・うちな～
でつながる 食と学びのゆいまーる
初
開

県内各地に広がる “ 子どもの居場所 ”
その持続可能な運営について 地域みんなで考えます

催
2019 年

11 月 30 日

参加
無料

土

｜時間｜ 12：00 〜 17：00
｜会場｜ 沖縄県総合福祉センター ゆいほーる [ 先着 200 名 ]
（那覇市首里石嶺町 4 丁目 373-1）
＊県総合福祉センター駐車場をご利用ください ( 無料 )

｜対象｜子どもの居場所に関心のある方、支援したい企業や団体・個人
子どもの居場所の意義・役割・期待されること

基調講演

〜関係機関との連携強化、多世代の居場所づくり〜

山崎 美貴子 氏
神奈川県立保健福祉大学 名誉教授
東京ボランティア・市民活動センター 所長
・・講師プロフィール・・
ボランティア活動等を精力的に推進するとともに、国及び地方自治体のボランティア・NPO 等に関する
政策に参画。日本福祉教育・ボランティア学習学会会長等をつとめる。
「社会福祉援助活動の展開」( 岩崎学術出版）
、「ボランティア活動のひろめ方」
（第一法規）
、「ヒューマン
サービス論」
（第一出版）など著作多数。
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全体プログラム
※プログラム・進行は一部変更
する場合があります
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課題提起
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質疑応答
・ディスカッション

閉会

＊ 3 つのテーマに
分かれて話し合
いを進めます

持続可能な開発目標（SDGs）とは…
「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の
実現のために、2030 年を年限とする 17 の国際目標のことです。

実行委員会事務局
那覇市社会福祉協議会 子どもと地域をつなぐサポートセンター糸 宛

お問合せ
お申込み

TEL
公式HP

098-857-7766 （祝日を除く平日

9時〜17時）

http://www.nahasyakyo.org/

糸 公式ホームページ

Web 申込フォーム

安

心して運営を続けるための
ゆるやかなつながりづくり

糸

「子どもの居場所」は、成長期にある子どもたちの生

の活動について…
「子どもと地域をつなぐサポートセンター 糸」

活のサポートとしての食事の提供、また将来の選択肢

こども食堂や学習支援等の活動を実施している

を広げる学習支援の他、年齢の異なる人たちとのふれ

ボランティア団体や自治会、NPO などの支援団

あいの中で、子ども時代の体験を豊かにする場でもあ

体をサポートしています。
（那覇市より受託）

ります。
たて糸と横糸が織り成し布となるように、
人と人（点と点）を結び繋がり合う地域
づくりをイメージしています。

今回の企画では、事例の共有・ディスカッションを
通して現状を共有し、参加者同士の交流を図ります。

◆タイムスケジュール

日時

2019 年 11 月 30 日（土）12:00 〜 17:00

場所

沖縄県総合福祉センター ゆいほーる

受付開始 12:00

ポスター
セッション
12:00 〜
基調講演

★ビニール傘等チャリティー販売
★ポスターセッション：
子どもの居場所や支援団体等の
活動紹介

開会式
13:15 〜 14:00

14:50 〜 15:55

・来賓ご挨拶 / 事例報告
アサヒ飲料株式会社

14:00 〜 14:45 山崎 美貴子 氏（東京ボランティア・市民活動センター 所長）
[ はじめに ] 子どもの居場所と SDGs

事例紹介
課題提起

・主催者挨拶

島袋 隆志 氏
（沖縄大学法経学部 准教授）

① 子どもの居場所と企業との連携について
平野 覚治 氏
（一般社団法人全国食支援活動協力会 専務理事）

②「糸」の活動と今後のビジョン
城間 えり子 氏
（子どもと地域をつなぐサポートセンター糸）

③ 子どもの居場所が持続的に活動するために
細田 光雄 氏
（実行委員長／子どもの広場 in 那覇 代表）

課題提起や事例紹介を受けて、参加者全員がテーマに分かれ意見交換を行います！

質疑応答
・ディスカッション
16:10 〜 16:55

テーマ① 企業による子ども支援・社会貢献について
＊アサヒ飲料株式会社、公益財団法人キユーピーみらいたまご財団、子どもの居場所を支援
している県内企業担当者の登壇を予定
テーマ② 子ども支援のネットワークづくりと今後の展開
＊山崎 美貴子氏、まちづくり協働大使 大浅田 均 氏、那覇市 山城 忠信 氏
テーマ③ 子どもの居場所の情報発信や支援の広げ方
＊くじら寺子屋（沖縄市）他、子どもの居場所の運営者の登壇を予定

協力 社会福祉法人沖縄県社会福祉協議会 公益社団法人那覇市母子寡婦福祉会 那覇市母子生活支援センターさくら
子どもの居場所学生ボランティアセンター 那覇市協働によるまちづくり推進協議会 ( 株 ) 沖縄物産企業連合
沖縄製粉 ( 株 ) 沖縄ライオンズクラブ
後援

内閣府 厚生労働省 文部科学省 農林水産省 社会福祉法人全国社会福祉協議会 沖縄県 那覇市
沖縄県子ども未来県民会議 沖縄県教育委員会 那覇市教育委員会 那覇市民生委員児童委員連合会 琉球大学 沖縄大学
沖縄国際大学 那覇南ロータリークラブ イオン琉球株式会社 生活協同組合コープおきなわ 沖縄県農業協同組合
那覇市沿岸漁業協同組合 ANA 沖縄空港 ( 株 ) 沖縄タイムス社 琉球新報社 NHK 沖縄放送局 琉球放送 ( 株 )
琉球朝日放送 ( 株 ) 沖縄テレビ放送 ( 株 ) FM レキオ 医療法人正清会 久田病院 医療法人天仁会 天久台病院
沖縄県中小企業家同友会 那覇商工会議所

持続可能な開発目標（SDGs）とは…
「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と
包摂性のある社会の実現のために、2030年
を年限とする17の国際目標のことです。

子どもの居場所応援フェスタinなは・うちな～プレイベント

子どもや地域活動を支援したい

企業のための
社会貢献セミナー
対象：ＣＳＲを活性化させたい企業・個人の方

参加費無料

20名様

先着

（事前予約制）

［日時］

11月29日（金） 15：30～17：00

［会場］

沖縄産業支援センター306会議室
（那覇市字小禄1831番地）

●参加企業・団体･個人の紹介交流
●基調報告：（一社）全国食支援活動協力会

専務理事 平野覚治氏

「全国の調査から見えてきた子どもたちと支援の現状と課題」
●「糸」の取り組みと居場所実践報告

赤い羽根×アサヒ飲料福祉基金助成
主催：子どもの居場所応援フェスタinなは・うちな～実行委員会
お申込みは
お電話か
メールで

TEL
ＴＥＬ

０98-857-7766

ＭＡＩL
ＭＡＩＬ

7766kodo@nahasyakyo.org
那覇市社会福祉協議会内
事務局：子どもと地域をつなぐサポートセンター糸
（真栄城・城間・上原）

