
 

ANNU AL  
REP ORT
2019

 

 

 

NPO法⼈皆繋 2019年度 活動報告書

STOP��THE���LONELINESS

MAY.2019 ー APRIL.2020

「君のそばに、君がそばに。」

　誰もがひとりぼっちにならない社会へ
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― ⽬指す社会像 ―

― 私たちの果たす使命 ―
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子育て家庭が抱える不満や不安など声なき声を届ける努力をします。
国が進める先進的なSIB（ソーシャルインパクトボンド）が実現できる
ように独自調査、まつわる課題分析や解決策を社会に訴えていきま
す。
ニーズに裏付けされた活動へ繋げていきます。

ICS（Inclusive Community Spot:包摂底地域拠点）の整備を行います。
全ての世代の方が利用でき、対象は地域の方です。
コミュニティハウスとしての役割を持ち、皆を繋げる場所です。

各地域にある社会課題と課題解決方法の提案を行い
ます。地域との共通価値を創造し、共同することで
課題解決スピードを速めます。地域や企業、誰もが
社会貢献に参画できる風土つくりを行います。
 
 

皆繋　　つの事業３

皆繋活動実績
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総収入13,946,355円



体験型キャリア教育・社会貢献プログラム

調査提⾔体験格差をなくすプロジェクト

調査提⾔

緊急⽀援プロジェクト 調査提⾔

▪Welfare��Hack��Day （累計２回実施）

【プロジェクト名】

Lucky��Christmas��Project�2018�
アンケート内容から下関の実情を読み解く会

（⾃主事業）

【受講者数】

１回⽬ 14名

▪レモネード プロジェクト（累計１回実施）

【プロジェクト名】

レモネード プロジェクト 2019
（⾃主事業）

【⼦ども登録数】 【ボランティア登録数】

【実施⽇】

9/29

 15名   24名

【実施⽇】

���当⽇：9/29

▪⾓島デイキャンプ（累計１回実施）

【プロジェクト名】

⾓島デイキャンプ 2019
（⾃主事業）

  21名

【実施⽇】

8/22

▪Lucky�Christmas�Project（累計１回２箇所実施）

【プロジェクト名】

コーズマーケット 2019
（⾃主事業）

【協⼒出店数】

110店舗�

【実施⽇】

9/29

ICS�こみゅすぽ�安岡
（⾃主事業）

  1,079名   132名 70回

【実施回数】【ボランティア数】【地域交流⼈数】【プロジェクト名】

▪ICS(Inclusive�Community�Spot) PROJECT
ひとりぼっちをなくそうプロジェクト

2019,５〜2020,４

【イベント回数】

   13回

（午前の部）

（午後の部）9/29２回⽬ 12名

【⼦ども登録数】 【ボランティア数】

  ７名

事前学習：8/19
���    �8/20
    ����8/21

【プロジェクト名】 【応募者数】 【ディナーを届けた数】 【実施⽇】

11/17〜12/25�ORANGE�SANTA�PROJECT�2019
（⾃主事業）

下関市 688名

⼭⼝市 566名

下関市 100名

⼭⼝市 100名 11/17〜12/25�

⼦どもの未来応援プロジェクト

【来場者数】

約5000名

【ボランティア数】

25名

▪コーズマーケット（累計１回海峡ゆめ広場、海峡メッセでの実施）

▪お弁当配布 プロジェクト（累計１回 7⼩学校区実施）
【プロジェクト名】

お弁当配布 2020
（⾃主事業）

【お弁当を届けた数】 【ボランティア数】 【実施⽇】

3/25〜4/73028個 23名

※新型コロナウイルスの感染拡⼤の為2020年３〜４⽉運営⾏わず
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ICS(Inclusive Community Spot)　PROJECT

【ICS こみゅすぽ安岡】 

子どもの健全育成を主軸に、全ての世代が集う居場所。皆繋の根幹事業です。
より良い子ども時代を過ごす為の支援を行っています。校区外より来る子もい
ます。地域のどなたでも参加出来ます。
小学校～中学校までの子が集い宿題をしたり、共に遊ぶ、食事支援もしていま
す。月に８～９回実施する中に１回はイベントを開催しております。
日常支援を大事にしながら、イベントでの人間関係の結びつきや体験も大切に
しています。

Community House
5
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＃猫バンバン
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ICSこみゅすぽの中で毎回１時間程度の学習時間を取り入れています。
 
課題は主に学校で出されたもの（宿題）になります。
終わっている子はドリルなどの自学をしています。
 
ICSで過ごす間に宿題を終わらせることで、家庭での負担を軽くする。
学習する環境を整えることで、学習行為の定着を目指しています。
 
学習支援には、大学生が関わっており、子ども達が苦手科目など聞けるよう心がけています。
学びたい子ども達の後押しになれるよう、学校で使用している教科書やガイドブックも完備し
ています。
 
学校の進み具合や教え方に添って、反復学習が出来るのも支援の特徴となっています。
学習の遅れにより学校生活が楽しくなくなる子どもが、少なくなるように。
 
自宅で子どもの宿題を見る事が負担に感じているご家族の支えになれればと活動しています。

　学習支援　　

食べるという行為は生活の中で楽しみの1つであり、重要な役割
を占めています。
食事は明日を生きる活力に。
 
輪の中でワイワイ言いながら食べる食事は、食欲をより一層高
め食べる質も良くなります。
 
子どもは無料。大人には活動の応援をのお願いで昼500円、夕
600円を頂いております。
 
活動に協力している食品企業の管理栄養士が、育ち盛りの子ど
も達の栄養をサポートしてくれているからこそ実現しているサ
ービスです。
 
お米は地域の寄付で頂いたものを大事に使っています。
 

　食事支援

Learning Support

Meal Support食事に対する感謝を大事にしています。
また、食べた後のお皿は自分で洗い、片
づけもします。ここでお皿の洗い方など
を学んだ子も多くいます。
嫌いな物を少しづつ克服してみるなど、
試みもみられます。
 
子ども達を見て感じること、多世代での
関わりの重要性。
 
様々な形、場面で自分とは違う価値観に
触れること、家や学校では考えるに至ら
なかった新しい経験が出来ます。
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【実施日】2019.8/22
【参加人数】35名

夏休みにどこにも行けていない家庭にかけがえのない想い出を…。
 
海での水遊びは当然危険が伴います。
 
皆繋ではご家族様に安心して参加してもらえるよう
ライフセーバーの方の見守りと子どもさんには必ずライフジャケットを着用する
など安全面に配慮し行っています。
 
バナナボート、クリアカヤック、水上サイクリング、SUP（サップ）など
なかなか体験できないことも安全に行えます。
 
Npo法人コバルトブルー下関ライフセービングクラブ
協力のもと、子ども達も毎年楽しみな活動となっております。 

デイキャンプではセットで行われるバーベキューで
す。
団体の調べでは、バーベキュー、キャンプ、スイカ割
りなど手間がかかるイベント程、経験出来ていない子
がいます。
 
今と昔とでは子育て環境も変化し娯楽も増えていま
す。社会的にも余裕がなくなっているのかもしれませ
ん。
 
百聞は一見に如かずではないですが、経験することで
子どもが考え大きく変化するきっかけになるかもしれ
ません。
応援してもらいたい活動です。
 

Marine sports experience

皆繋の事業 体験格差をなくすプロジェクト
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レモネードPROJECT
2019

子ども達は大きな声で活動への理解を呼び掛けレモネードの販売していました。
本来は対象ではない小学２年生や３年生の子が特別に参加しました。上級生の姿勢を見て活動への自
覚が芽生え、しっかり接客が行えていたので驚きました。
上級生を含め練習の効果が出てスムーズに声掛けが出来る事に子ども達自身も驚き喜んでいま
した。

寄付付き大型マルシェに出店

事前カリキュラム３日間のスケジュールで学ぶ

発展途上ケニアの子どものための支援

海洋プラスチック問題解決の為の支援

Philanthropy

ありがとうございました
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皆繋としては、マルシェ開催と子ども達の置かれた環境についての講座
（Welfare  Hack  Day）も行い、下関市での関心喚起、団体の活動理解を求
めました。

コーズマーケット2019

Cause Market

皆繋が残した成果

寄付付きマルシェ 出店して楽しい出店者　

社会課題解決に取り組むイベント

問題に対する理解が進んだか
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✖

クリスマスに子どもが望むプレゼントを購入できない
約５世帯に１世帯 ※NPO法人皆繋　調べ

クリスマスの明と暗

２年目となる今回は山口市と下関市で開催。
キャンペーン後には感謝の手紙やSNSでの声
も届いており、無事にクリスマスが楽しく過
ごせたことが分かり嬉しく思います。

子どもが親に幸せであることを伝える機会に
もなっており、活動の目的に添う形で親子の
絆が深まり成長を促せたものと感じていま
す。

LuckyChristmasProject　2019

～親子で過ごす忘れられないクリスマスを届ける～

皆繋の事業 子どもの体験格差をなくすプロジェクト

※プロジェクト協力パートナー：株式会社　イズミ

【ディナー申込者数】688世帯　566世帯
【ディナー当選者】    100世帯　100世帯
【Wチャンス当選者】300世帯　300世帯

調査提言

※２市で配布された広報ポスター

世帯

Merry Xmas
　　　　　　　　　　　　　　　　での活動協力者を募りました。クラウドファンディング

集まった力強い支援
支援者数 支援総額

名 円
キャンペーン申込者様の声

イベントへの感謝の言葉

※配送準備の様子
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【調査実施】  3/9〜3/12
【要望書提出先】⼭⼝県/⼭⼝市/下関市
【調査対象】  ⼭⼝市・下関市の0〜18歳の⼦育て世帯
【回答数】   213世帯

要 望 の 骨 子
 18歳以下の子育て世帯に対して、現金給付を早急に実施して下さい。1.

2. 無金利貸し付け制度を早急に開始して下さい。

3. 生活のフォローとして、民間の子どもの居場所の充実を図る事業を行
　って下さい。

※アンケート⼀部回答

一斉休校措置について
アンケートでは感染抑止について一定の理解を得られている印象。仕方ないと思う一方で、急な判断であったこと、対策の
不十分さ、補填の仕方などで不満に思うことが多く挙げられていた。
また１人親家庭やアウェイ育児をしている子育て家庭も見られ、サポートの不足や職場の理解等に苦しむ様子がよく記載さ
れていた。

児童クラブでの対応について
アンケートでは、自粛している家庭もあるようだが慣れた公的サービスが利用できることへの感謝を表している言葉が多く
あった。現場の疲弊やリスク管理について心配する声も多く、目をつぶりながらも生活の為にという家庭の多さを感じた。
またサービス自体の不便性などもあり、満場一致での利用推進とはなっていない様子であった。

子どもを預ける場所として子どもの居場所（子ども食堂）がサービスの検討に挙がらない理由について
アンケートでは、地域の居場所についての理解が進んでいない状況があるように感じます。
以前の子ども食堂のイメージだったり活動の指針が原因であるように感じます。正しく理解をしてもらえる活動や必要なイ
ンフラになれるような活動の必要性を感じた。

　　　　　　　　　　ではこの度の一斉休校の措置によって約　　割の家庭で収入が減り、約　　
割で生活費の負担が増え、生活変化により約　　割の家庭で親子関係悪化したことが分かった。
また、　　　　　　や　　などの存在が複数ある家庭は　　　　　の状況であり、孤立している家
庭あるいは　　　　　　　　　　　　な情況の家庭が多いことも確認されました。
このような緊急的な情況から、国や地方自治体に対して、早急な支援の対応を要望しました。

学校休校による子育て家庭負担に関する調査

新型コロナウイルスの感染拡⼤対策として、急に全国

の⼩中学校が⼀⻫休校の措置が取られ、⼦育て家庭は

その対応に追われました。

先の読めない不安と身体的・経済的負担が伸し掛かっ
ています。

調査提言活動皆繋の事業

Request

弊団体調査 2 8
5

頼れる友人 半数以下親
孤立リスクが高く危険

※調査の詳しい内容につきましては皆繋公式ＨＰより閲覧可能です。

成果
無金利貸し付け制度に関して、社会福祉協議会において３月25日より特例に基づく貸し付けを開始する
こととなりました。その他についても、来年度の事業組み込みなど検討が図られました。
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調査提言

休校措置で親子間のストレス状況の悪化、また家計を圧迫していることが自団体の調査で分かってい
ました。市や市教育委員会へ子育て家庭の厳しい現状を説明し、お弁当配布活動が実現しました。
お弁当は500円相当の物を用意。０円・250円・500円（中身一緒）で選べるようにし、家事支援と家
計救済を目的に実施しました。その後のアンケート調査でも無料（０円）を選択し、助かった等の声
を多数いただきました。
また他市や他県が行っている様々な支援を見て下関にはないのかと、残念に思っていた方が下関にも
支援の輪があり安心したとの声も頂きました。支援を必要としている方には、とにかく早く手を差し
伸べる必要があり、そのスピードが信頼に繋がると思います。

皆繋の調査

この手で届ける充分な食の支援
　　　　　　　家庭の疲弊に寄り添い、子どもの安全を守る

Adequate Food Support　

子どもに届けれたお弁当数

お弁当プロジェクト2019

 
活動は７校区２週間の支援が
団体では限界でした。しかし
その後活動が市教育委員会の
後押しとなり、学校での軽食
提供（パン,牛乳）に繋がり
ました。

Arrived Letter
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皆繋の活動をSNSで見てみる！！

お友達登録でより身近に！！

イベントに訪問、参加！！

「ミナツナギ」　への訪問♪

ボランティアで参加！！

寄付活動で参加！！

14

1日  約33円の寄付をお願いします
その他



2019年

2020年
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彼女は皆繋設立より、活動を理解し声をかけてくれていました。
彼女は病気で声も出にくくなっていました、歩くことも出来ない
ので車いすで活動を見に来ては、子ども達の活動を目を細め見守
られていました。
 
昨年5月には日々の感謝を込めた手紙を渡しました。
スタッフは子ども達と握手した時の彼女の笑顔を、忘れず心に今
も留めています。
 
2020年　2月に彼女は旅立ちました。
 
皆繋にも大きな喪失感がありましたが、彼女が残してくれた
大きな支えや活動への理解が更なる活動へと進ませてくれます。
次の世代へと繋げてまいります。
 

2019年9月７日　　　山口新聞　　下関ロータリークラブ　贈呈式
2019年9月13日　　　山口新聞　　コーズマーケット　寄付付き商品販売　子どもの未来応援　大学生企画

2019年10月2日　　　山口新聞　　コーズマーケット　学習支援活動などに寄付へ
　　　　　　　　　　ジェイコムTV放映　デイリーニュース　コーズマーケット

2020年3月17日　　　読売新聞　コロナ調査　　ストレスチェック　　一斉休校　親子関係「悪影響」52％
2020年3月21日　　　山口新聞　休校で食事負担増　　家庭８割　NPOが下関や山口市に臨時手当など要望

2019年12月6日　　　山口新聞　　ラッキークリスマスキャンペーン　　クリスマスにディナーセット
　　　　　　　　　　読売新聞　　ラッキークリスマスキャンペーン　　200世帯にクリスマス料理
　　　　　　　　　　毎日新聞　　ラッキークリスマスキャンペーン　　どの子供にもクリスマスの思い出を　　

2020年3月25日　　　山口朝日放送　スーパーJチャンネル　お弁当プロジェクト
2020年3月26日　　　読売新聞　　　お弁当プロジェクト　休校中の児童に弁当　
2020年3月26日　　　山口新聞　　　お弁当プロジェクト　下関市内７校区 児童に昼食配達

メディア掲載

広報活動

2020年1月13日　　　読売新聞　ひと物語　林　陽一郎代表理事　紹介　

感　謝

2019年

2020年



オレンジサンタプロジェクト クラウドファンディング　5,000円　
株式会社ritaya design平井宏和/KENSIN/富田晃司/出口法承/山口佳子/高藤誠至/佐々木勇魚/須田洋平/岡住建朗（FAVE SCHOOL）/吉井功一郎/
藤本慎一郎/小林宏孝/井上志帆子/愛屋雄希/岸田あすか/匿名希望7名

　皆繋の活動を通じて、子どもたちの溢れんばか
りの元気な声と様子に元気をもらっています。皆
繋の活動は、季節のイベントを取り入れたり、レモ
ネードプロジェクトなどの募金活動を通じて子ど
もたちの社会勉強を促したりと、子どもたちの飽き
を来させないのが魅力です。これからも大学生の
お兄さんという立場で、子どもたちがのびのび遊
びまわれる居場所をつくる手伝いや子どもたちの
好奇心を満たすお手伝いができればと思います。

協力支援サポーター,企業,団体の皆様

　日頃から様々なプロジェクトを展開している皆
繋さんの活動に、大変感銘を受けています。
想いやアイデアを即実行に移せる行動力には、
目を見張るものがあり、日々たゆまぬ努力をされ
ている運営スタッフの方々には頭が下がる思いで
す。皆繋さんの活動が、生きづらさを感じている家
庭への希望の道しるべとなり、笑顔の子どもたち
が増えるよう、更なる発展を期待しています。
ささやかですが、引き続き募金活動で応援したい
と思っています。

私は普段、高齢者福祉の業界でお仕事させてもら
っていますが、今回のコロナショックによる休校に伴
い市内7小学校へのお弁当配布に参加させて頂き
ました。貧困家庭、片親家庭、不登校等、色々な話を
伺い、2週間ですが携わらせてもらって、児童福祉
は根が深く問題解決に時間が掛かる印象を受けま
した。今後も時間が許す限りNPO法人皆繋さんの
ボランティア活動に参加させてもらい、理解を深め
たいと思います。ありがとうございました。

　スタッフの皆さんの「おかえり」と言う挨拶は、私
の心までもなごませてくれます。知恵を絞って考えら
れた数々のレクリエーション、学習支援や食事の提
供等、皆さんの尽力で、皆繋では子供達を取り巻く
環境は大変整えられ、唯一無二の場所であると確
信します。また、クリスマスディナーを家庭に届けると
いう心のこもった企画や、休校で困っている家庭に
お弁当の配布といち早い行動力には感服するばか
りです。大切な場所を守るためにも、微力ながら応
援して行きたいと思っています。

　2019年度は子どもたちとコーズマーケットや深
坂ピザ作りなどに参加をさせて頂きました。私はボ
ランティアとして関わる度に子どもたちの明るく元
気な姿に癒されたり、想像を超える行動力と発想に
驚かされることがあります。その時に感じるのは子
どもというのはスポンジの様に吸収した分だけ物事
へと発揮することができる、柔軟な存在であると感
じます。皆繋さんはその無限のエネルギーを持つ子
どもたちに様々な社会経験の提供、整えられた学習

１ファミリー支援　オレンジサンタプラン　10,000円
岩田総一郎/株式会社ritaya design/徳山コーヒーボーイ新下関店/福島健一郎/宮野直樹/さとちゃん/山野井哲也/大久保千代/新名文博/渡
辺由美子/水津真澄/藤村雄志/尾池亜美/金本秀韓/久津間和弘/江木聡/成田功一/Fuyuki Murakami/匿名希望14名

コーズマーケットステージ（IWP, Studio Rasp,Gospel Choir SPIRIS,いしんぴよぴよ隊,鴻鵠，ザ・妖怪狸，ミリオンダイナマイト,ミズニウキクサ）/神野
弘志/北村 優知/伊吹優嬉子/愛屋雄希/平本小百合/岡村武範/伊藤和代/岡田健吾/日下初美/増谷陽介/山本剛士/米田賢二/阿川 大輔/中野美鈴/福田道治/川村
幸恵/内藤 慎二/よさこいステージ（LUCIS,わん！,舞龍人,震）/ 広井綾香/三戸圭二/藤井洋/西村朋宏/山口重喜/坂東望加/菊澤宏/ミズノ親子クラブつくり教
室/岡田真里子/徳海匡亮/古野京子/宮内 由子/大久保千代 / 萱野誠/中川原眞治/奥原辰政/匿名希望１名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　※敬称略　誌面の都合により5千円以上の寄付をしていただいた個人,団体や法人のみを掲載しております。

マンスリー寄付者：福田道治/岡本節子/勇士裕美/丹田和子/木村卓一/安成道子/坂本浩二/大西隆/
船津尚美/秋月美佐子　10名　

環境、多種多様な子ども、大人との関わりを地域の居場所として提供していま
す。私が小学生の時にこんな居場所が地域にあったら良かったなーとボランティ
アを通じて思わされます。地域の居場所の輪がもっともっと広がっていきますよ
うに。これからの皆繋さんのご活躍をボランティアの一員として楽しみにしていま
す。

皆繋への応援メッセージ

特定⾮営利活動法⼈

優愛会

３ファミリー支援　オレンジサンタプラン　30,000円
ぺぺ/伊藤和代/匿名希望2名

5ファミリー支援　オレンジサンタプラン　50,000円
匿名希望1名

合同会社

つなぎ
垢⽥

⾃治会連合会

※⾚い⽻根共同募⾦

令和元年4⽉〜令和2年3⽉末の助成
下関中央

ロータリークラブ
有限会社

伊藤重光堂薬局
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⽔産⼤学校�野⽥�⻯雅さん
⼭⼝県⽴⼤学�⻄重�菜々美さん

地域のサポーター�⼤久保�千代さん
地域のサポーター�中野�美智⼦さん

遺贈:��⼩⽯葉⼦ 1名 お香典・供花代によるご寄付（ご遺族からのご寄付）：畑野 勇二　1名

けあさぽーと下関 代表

⽶澤朋之さん



皆繋

収⽀掲載
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