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１ 件  名  新型コロナウイルスに負けない！！ 

私たちの SDGs アクション 

２ 内  容 

（１）目的 

新型コロナウイルス感染症の影響により、主に子供達や親、高齢者等 

  を対象として、市民や地域のつながり・活力を維持していく取組みや、 

  家で楽しく過ごせる情報を、 SDGs をテーマに市民協働で発信する。 

   また、持続可能なまちづくりが意識され、SDGs の普及・啓発の促進に 

 もつながる。 

（２）実施方法 

   「岡山 ESD プロジェクト」参加団体（309 団体）と「つながる協働ひ 

ろば」メールマガジン登録団体（243 団体）に、自団体の活動及びつな

がりのある他団体等の活動情報の提供を依頼。HP「おかやま ESD なび」

内に特設ページを開設し、活動内容や SNS 等へのリンクを掲載する。 

 また、ファジアーノ岡山等トップチームによる運動等の動画案内をあ

わせて掲載する。 

（３）公開日 令和２年５月２２日（金）から 

（４）ホームページ掲載内容 

   裏面のとおり 

(団体数 ２１団体、活動数 ４２件 ※ R２.5.18 時点 ) 
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新型コロナウイルス感染症の拡大は、地域経済の停滞を招き、地域

岡山ESDプロジェクト参加団体等では、このような状況に負けず、
また新型コロナウイルスとともに生きる新しい生活様式を実践するた
め、地域のつながり・活力を維持していこうとする様々な取組みが展
開されています。

【 】

団体名 活動内容
関連するSDGs

SNS等

芳田公民館

◎書きっぱなし上等！ ためずに愚痴ろう
「コロナグチ」！&コロナエール＆コロナチ
エ＆イマコロナ

新型コロナウイルス感染拡大防止が徹底されてい
る状況の中、あなたの友人・知人に代わって、芳
田公民館が行く当てのない愚痴をお預かりして、
外に向かって解き放つお手伝いをする。併せてコ
ロナに関する様々な投稿も受け付ける。

・Facebook
・ホームページ

高松公民館

◎食品ロス削減のための簡単エコレシピ！
のご紹介

「ＳＴＡＹ ＨＯＭＥ」習慣が続く中、女性に限
らず自宅で料理する機会が増え、特に子供のいる
家庭では毎日の食事づくりに苦労する人が増えて
いる。そこで、フェイスブックを活用し、若い世
代向きの少し目先を変えたアレンジ（リメイク）
料理を紹介している。

・Facebook
・ホームページ

西大寺公民館

◎心のコロナ感染をなくそう

日本赤十字社が発行している「新型コロナウイル
スの３つの顔を知ろう！」を公民館の外の掲示板
にはりだし、偏見や差別の気持ちを持たないよう
に働きかけている。 ・Facebook

・ホームページ

西大寺公民館

◎だれでも作れるマスク作り

クッキングペーパーを使ったマスクの作り方を教
える。裁縫経験がなくても、工作感覚で作製。必
要な方には、型紙も提供。 ・Facebook

・ホームページ

東公民館

◎元気の葉っぱプロジェクト

みなさんの笑顔が集まる日が来ることを願いなが
ら、みなさんが元気に暮らすために心がけている
ことを「元気の葉っぱ」に書いていただき、その
葉っぱを集めて「元気の木」を作る。

・Facebook
・ホームページ

☆活動事例紹介（※順不同。順次、追加していきます。）



新型コロナウイルスに負けない!!
私たちのSDGsアクション

足守公民館

◎「コロナに負けるな！メッセージ」の収集
と公開

緊急事態宣言が出され、外出や人との接触などが制
限される中、公民館や地域で活躍している方々（地
域でよく知られた人）から、現在の様子や元気が出
るようなメッセージをいただき、公民館だよりやＨ
Ｐ、ＦＢで公開。

・Facebook
・ホームページ

足守公民館

◎フードドライブ

5/7～6/4開催。新型コロナウィルス感染症拡大に
伴い、フードバンクに助けを求める人が多くなって
いるとの報道がある。「賞味期限までに食べきれそ
うにない」「たくさんもらって余っている」など、
ご家庭で眠っている未利用食品を公民館に持ち寄っ
ていただくと、【岡山・ホームレス支援きずな】を
通じて必要とされる方に渡してもらえる。

・Facebook
・ホームページ

富山公民館

◎「会えなくてもつながろう！公民館」メッ
セージの募集

外出自粛の中で、不安やストレスを解消するための
工夫や気をつけていること、ちょっとしたうれしい
できごと、地域の魅力、地域の人へのメッセージな
どを寄せてもらい、公民館だよりやＨＰ、フェイス
ブックに掲載。地域住民が会えない状況の中でも励
まし合い、つながっているという思いを共有。

・Facebook
・ホームページ

富山公民館

◎とみやま学区「助け合いＢＯＸ」

マスク不足が続く中、富山公民館に「助け合いＢＯ
Ｘ」を設置し、地域の方から布マスクを集め、マス
ク不足で苦労されている学区内の施設などに配布。

・Facebook
・ホームページ

東山公民館

◎フェイスブックdeひがしやま

自宅でできる体操・運動の動画配信。
公民館クラブ講師による自宅で簡単にできるカラダ
の調子を整えるエクササイズの動画配信。

・Facebook
・ホームページ

【 】

団体名 活動内容
関連するSDGs

SNS等

ドリーム・LAB

◎奉還町商店街における、コロナ関連の情報
発信、テイクアウトに関する紹介

奉還町商店街における、各店舗、町内会の取組みに
関して情報の発信をSNSにて行っている。特に、
テイクアウトに関して力を入れており、自粛中では
あるが利用をしてもらえるように魅力の発信を行っ
ている。

・Facebook



岡山・子育て・体
験活動グループ
『ＨＵＧ+ＫＵＭＵ
～はぐくむ～』

◎ＨＵＧ＋ＫＵＭＵ～絵本だより～
◎ＨＵＧ＋ＫＵＭＵ～子どもとお遊び時間～

家で親子で読める絵本の紹介。また、子ども向けの
絵本だけでなく、親のための大人向けの絵本も紹介。
子どもが簡単に作れて遊べる物（親子で過ごす時
間）の紹介 ・インスタグラム

・ブログ

cococara
okayama

◎マスク作り方 布の選び方 マスクが売っ
ている場所の紹介
マスクの扱い方洗い方 岡山の企業が作る布
マスク紹介

ハンドメイド作家でもあるスタッフによる布マスク
の作り方、布選びから材料がない時の代替品、綺麗
に仕上げるコツなど、洗い方、付け方を調べてブロ
グやインスタで公開してる。

・インスタグラム
・ブログ

cococara
okayama

◎岡山県内テイクアウトサイトまとめ記事
◎運動不足解消への提案
◎誰とも話せないを解消インスタライブ
◎ZOOMの使い方練習会開催
◎ZOOMでの岡山初心者の会 ・インスタグラム

・ブログ

一般社団法人
おいでんせぇ岡山

◎スマートサプライを使用した物資の募集開
始

子供たちがこれから学校で使用可能なマスクや消毒
液などの衛生用品を支援いただくと、到着後、おい
でんせぇ岡山が必要とされている子供たちや親へ配
布する。

・インスタグラム
・ホームページ

ＮＰＯ法人
オカヤマビュー
ティサミット

◎美容健康関連の参加店舗支援X子どもの笑顔
のサポートプロジェクト

団体活動の一つであるシングルマザーへの技術取得
の関係で、就労先からも新型コロナウイルスの影響
によりシングルマザーたちが再び貧困へと逆戻りに
なりかねない状況との話を聞く。クラウドファン
ディングを利用してプロジェクトを進める。 ・ホームページ

特定非営利活動法人
AMDA社会開発機構

◎新型コロナウイルス感染症拡大防止支援

ミャンマー、ホンジュラスにおける新型コロナウイ
ルス（COVID-19）感染症拡大防止に対する地域
医療最前線への支援として、医療防護具、資機材
（体温計、検査キットなど）の購入、及び地域住民
への感染予防に資する保健教育を実施。

・ホームページ

特定非営利活動法人
AMDA社会開発機構

◎新型コロナウイルス感染症の影響による生
活困窮者支援

ネパールにおいて、新型コロナウイルス（COVID-
19）感染拡大防止策の一環として全土で長期にわ
たって実施されている外出禁止措置等の影響により、
生活が困窮している住民に対する食糧や生活物資の
配給を支援。

・ホームページ

新型コロナウイルスに負けない!!
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難病総合支援ネッ
トワーク iSSN

◎難治性疾患患者のための新型コロナウイル
ス対応状況を共有するWeb会議の開催

地域における新型コロナウイルス対策状況や基礎疾
患患者の新型コロナウイルスに対する不安を話し合
うため、全国に点在する患者会代表と支援者により、
令和２年５月１０日にオンライン会議を開催。

・Facebook

NPO法人
ヘルスサイエンス
地域国際センター

◎要支援児童、生徒への科学体験教室の開催

要支援児童（聴覚障害、発達障害、身体障害等の児
童）への科学体験（からだのしくみ、コロナウィル
ス、石膏造形、歯科技工、職場体験等）セミナーを、
9月～11月（3回）に予定。（独）子どもゆめ基金
事業と連携。

・ホームページ

NPO法人
ヘルスサイエンス
地域国際センター

◎自宅でコロナウイルス模型をつくってみよ
う

コロナウイルス共生社会に生きるため、コロナウイ
ルスの構造、作用を科学的に知る必要があると考え、
小学生向きの簡易模型教材（セット）を、NPO理
事（大学教員等）が開発している。必要ならば、大
学研究者の出前セミナーも可能。

・ホームページ

特定非営利活動法人
福祉オンブズおかやま

◎ホームページからの相談受付

福祉サービス関連の方(利用者、ご家族、従事者)か
ら、人権擁護に関わる電話での相談を受付けており、
従前より毎週日曜に活動していたが、ネットでの受
付を拡大した。ホームページからフォームで送信あ
るいはFacebookでも受け付けている。

・Facebook
・ホームページ

団体名 活動内容
関連するSDGs

SNS等

岡山商工会議所

◎飲食店応援サイト『料理人のソコヂカラ～
テイクアウト・デリバリー・出張販売のでき
る飲食店～』

新型コロナウイルスの影響で、惣菜・弁当などの中
食需要が増加していることに対応し、飲食店の売り
上げ回復を支援する。
和食・洋食・中華とカテゴリー分けしたうえで、対
応できるテイクアウト等サービスやQRコード決済
などの店舗情報を掲載。

・ホームページ

【企業・経済団体】
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団体名 活動内容
関連するSDGs

SNS等

ファジアーノ岡山

◎「ファジアーノ岡山がジャニーズ手洗い動
画（Wash Your Hands）をやってみた！」
◎「STAY HOME～今、私たちがすべきこと
～」
◎「田中選手と金山選手がコーヒーフィル
ターでマスクを作成！」
◎岡山県内の学校に通う、生徒・児童の皆さ
んへ（ファジアーノ岡山の選手からの応援
メッセージ動画）
◎【ファジアーノ岡山トレーナーによるから
だケアLESSON】肩こり編
◎【ファジアーノ岡山トレーナーによるから
だケアLESSON】足首編
◎【ファジアーノ岡山トレーナーによるから
だケアLESSON】ひざ（成長期）編
◎【ファジアーノ岡山の選手たちが自宅でで
きる簡単な運動をご紹介！】

・YouTube

岡山シーガルズ

◎カモメ流ストレッチ道場 スペシャル版！
◎カモメ流Cooking 道場
◎『ウイルスをブロック！～岡山シーガルズ
とハートラちゃんの正しい手洗い講座～』
◎『ウイルスをブロック！～岡山シーガルズ
とハートラちゃんの正しいマスク着用・うが
い講座～』

・YouTube

トライフープ岡山

◎トライフープ流トレーニング道場（体幹ト
レーニングの解説動画）

・YouTube

岡山リベッツ

◎田添響選手による手洗い・うがい講座

・YouTube

【岡山市内のトップチーム】


