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掲載号 発行日 都道府県 見出し 団体名

33号 2021.2.1 滋賀県東近江市 つながりを必要とするその人のために、
縦に、横に、つながりを広げる

子どもの未来を語る会

奈良県吉野町 食材の宅配を通じて新たなつながりづくり 吉野町社会福祉協議会

32号 2021.1.22 愛知県一宮市 菊の花を育てながらさりげない見守りを 上次ふれあい・いきいきサロン
奈良県山添村 「気になる人とつながりたい」という住民の思いを支える 山添村社会福祉協議会

31号 2021.1.13 兵庫県宝塚市 「つながりづくりセミナー」で若い世代のつながりづくりの一歩に 宝塚市・宝塚市社会福祉協議会

「つながりを切らな
い」情報・交流ネッ

トワーク
第２回オンライン交流会報告 「つながりを切らない」情報・交流ネットワーク

30号 2020.11.25 岩手県盛岡市 集まることが難しければ、集まっているところに行こう！ にしくり広場
愛知県一宮市 マップづくりからつながり、暮らしぶりを聞き取る 一宮市地域包括支援センターやすらぎ

29号 2020.10.6 沖縄県浦添市 コロナ下で始めたラジオ体操　地域に輪を広げて 毎朝のラジオ体操

「つながりを切らな
い」情報・交流ネッ

トワーク
オンライン交流会報告 「つながりを切らない」情報・交流ネットワーク

28号 2020.9.10 沖縄県沖縄市 顔を見てつながることが、安心につながる 泡瀬第三自治会
27号 2020.9.1 北海道札幌市 新しいつながり方を知り、経験し、広げていく 認定NPO法人シーズネット

「つながりを切らな
い」情報・交流ネッ

トワーク
オンラインセミナーこぼれ話 「つながりを切らない」情報・交流ネットワーク

26号 2020.9.8.13 愛媛県松山市 30分間のお試しサロンで久々に交流 石井東地区社会福祉協議会

「つながりを切らな
い」情報・交流ネッ

トワーク
オンラインセミナー報告 「つながりを切らない」情報・交流ネットワーク

25号 2020.7.22 兵庫県丹波市
協議体委員が呼びかけ、
寄贈されたお米を生活に困っている人のもとへ

柏原地域支えあい推進会議

北海道鶴居村 端末を使用した顔の見える交流活動 鶴居村
24号 2020.7.16 大阪府東大阪市 マスクづくりから、人と人とのつながりが広がっていく 孔舎衙校区福祉委員会

北海道小樽市 オンラインで地域福祉計画づくり 小樽市
23号 2020.7.8 岩手県紫波町 おそれながらも、楽しくつどう お茶っこの会

宮城県気仙沼市 新聞店発行のミニコミ誌。コロナ禍の活動や対策を紹介 ふれあい交差点（藤田新聞店）
22号 2020.7.3 広島県広島市 コロナ禍で生まれた住民主体を支援する 広島市基町地域包括支援センター

宮城県石巻市 コロナ禍で対策情報を伝え、人と人をつなぐコミュニティラジオ ラジオ石巻
21号 2020.6.30 大阪府東大阪市 食堂は休止でも、弁当で地域のつながりを広げる くさか　つながる食堂

群馬県太田市 アンケートと訪問取材で、住民のつながる工夫を知り、広める 太田市社会福祉協議会
20号 2020.6.12 鹿児島県鹿児島市 オンラインを活用して、がん患者とその家族を支える NPO法人がんサポートかごしま

山梨県小菅村 形を変えても、楽しみながら顔を合わせられる方法を考える 小菅村社会福祉協議会
19号 2020.6.4 京都府宇治市 月１回発行するニュースで声かけ、つながりの情報交換を 御蔵山ゆう輪蔵ぶ

奈良県奈良市 「３密」を避け、ラジオ体操を続ける 元気サークル「ラジオ体操の会」
18号 2020.6.1 福島県昭和村 昭和村流　さりげなく見守る技 昭和村民生児童委員協議会

高知県四万十市 集いが休止になっても、できることをスピーディーに取り組んでいく NPO法人NPOいちいの郷
2020.5.26 全国 新しいつながりの形を考える　つながるBINGO 「つながりを切らない」情報・交流ネットワーク

全国 つながる通信：実践ダイジェスト 「つながりを切らない」情報・交流ネットワーク

16号 2020.5.25 京都府南丹市 この状況下だけど、新しいつながりも生まれている 南丹市社会福祉協議会　生活支援コーディネーター
八木事務所　大西景子さん、日吉事務所　上薗和子さん

茨城県東海村 小さなきっかけをつかんでこれからにつなげる 東海村社会福祉協議会
15号 2020.5.21 愛知県名古屋市 子育て中の「いま」に寄り添い、つながりを続ける NPO法人子育て支援のNPOまめっこ

奈良県奈良市 休校中の子どもたちに、弁当を配布する 大宮地区社会福祉協議会・鳥見地区社会福祉協議会
14号 2020.5.18 熊本県合志市 有償サービスを柔軟に変化させ、心細さを支える NPO法人ぽっかぽかすずかけ

福島県金山町 お茶飲み文化は健在 金山町社会福祉協議会・福祉活動専門員兼生活支援コー
ディネーター　五十島寿子さん

13号 2020.5.15 兵庫県姫路市 感染防止に配慮をし、つながれる工夫と楽しみを NPO法人はなのいえ

宮城県多賀城市 LINE（動画）で協議体！こんなときだからこそ、やれることをやってみ
よう

多賀城市西部地域包括支援センター

12号 2020.5.14 宮城県栗原市 逆境が地域の力引き出す 東お茶っこ会

熊本県西原村 一緒に過ごせなくても、心を通わせ合うことができる NPO法人にしはらたんぽぽハウス

11号 2020.5.12 兵庫県朝来市 ケーブルテレビで会いたい気持ちを放映する 朝来市社会福祉協議会

滋賀県大津市 職員や支援者を孤立させない環境づくり 大津市社会福祉協議会

10号 2020.5.10 広島県広島市 オンラインでつながりをあきらめない NPO法人もちもちの木

京都府南丹市 集まる回数は減っても日常の関係が安心に 佐々里区

9号 2020.5.8 大阪府太子町 見守られる人にも安否確認で役割をつくる 磯長台の福祉を考えるつどい

福井県鯖江市 閉じこもりがちの高齢者の健康や暮らしの変化を気にかける 吉川地区地域支え合い推進員　青山茂右衛門さん

8号 2020.5.7 沖縄県北谷町 認知症でもつながりあれば 宮城区

兵庫県豊岡市 活動者の見守りとご近所の気にかけ合いで安心をつむぐ 竹野南地区

7号 2020.5.6 宮城県女川町 移動販売同行で百人と会う
女川町社会福祉協議会 生活支援コーディネーター
住吉いづみさん

千葉県市原市 手づくりマスクの配布会で安否確認や健康維持も 小勝山団地自治会

6号 2020.5.4 北海道釧路市 フキ畑でつながりづくり 一般社団法人音別ふき蕗団

長野県駒ケ根市 動画で一緒に「こころ」と「からだ」を動かす NPO法人地域支え合いネット

5号 2020.5.2 大阪府箕面市
高齢者の見守りと若者支援を、地域のNPOや事業者との協働で進
める

箕面市社会福祉協議会

沖縄県北谷町 手づくりのマスクと総菜配る 美浜区

4号 2020.4.30 兵庫県西宮市 電話をかけ、気になる人には生活支援を思いをつなげ、広げる NPO法人なごみ

高知県佐川町 見守り拡充、買いもの代行も あったかふれあいセンターとかの

3号 2020.4.29 神奈川県川崎市 通いの場は休止でも、タケノコご飯のおすそ分け NPO法人すずの会

宮城県蔵王町 ご近所の見守り、移動販売も一役 小浜川原お茶飲み会

2号 2020.4.28 大分県中津市 手書きのハガキで「気にかけている」ことを伝える 沖代すずめ

愛知県名古屋市 会話や声のトーンでその人の暮らしを推し量る 民生委員　明石雅代さん

1号 2020.4.26 岡山県倉敷市 手づくりマスクで思いを伝える 倉敷市社会福祉協議会

大阪府太子町 相互の近況報告をおたよりで配達 太子町高齢者介護家族のつどい
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特別
号
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