
活動名 活動場所
JK課

参加者数
活動内容 活動写真 10

1
5.16
（土）

20:00
～
21:00

第1回JK課×JKOG課 やりたいこと
をみつけよう企画

web会議（zoom） 2

新型コロナウイルスの影響で集まっての活動を自粛し
ている中、今後の活動について、JKOG課も交えてオン
ラインにて打合せを行った。
現JK課メンバーと面識のないOG課メンバーもいたの
で、それぞれの略歴を紹介し合った。
JK課メンバーからは、今年度は恒例のイベントだけで
なく、自分たちで考えて自分たちのやりたい新しいこ
とも行っていきたいとの意見が出た。また、現在のメ
ンバーがほぼ高専生なので、7期新入生募集と合わせ
て、他校からもメンバーを募りたいとのこと。
今後JKOG課との打合せは月に1度程行う

2
6.17
（水）

19:15
～
21:10

前半/JK課現役メンバー会議、20時
以降/第2回JK課×JKOG課 やりた
いことをみつけよう企画

web会議（zoom） 2

前回に引き続き、JK課メンバーとJKOG課メンバーによ
るweb会議を行った。
JK課活動の中で一番好きな活動を発表したあと、今
後、活動したい企画を出し合った。案の中には、おじ
いちゃんおばあちゃんの交流やぶらり商店街あいさつ
めぐり、商店街で逃走中、市役所デコレーションと
いった案があった。
また、JKOG課との会議の前に、鯖江商工会議所からオ
ファーのあったものづくり博覧会2020webインタビュー
について、JK課メンバーに打診したところ、ぜひやっ
てみたいとの意見があり、一度、学校側に状況を打診
することになった。
なお、会議は毎月第3水曜日20:00～21:00に決め、来月
は7月15日（水）20:00開始とする。

3
7.10
（金）

16:30
～
17:30

ものづくり博覧会　打合せ 鯖江商工会議所 3

ものづくり博覧会についての打合せを行った。
今年度のものづくり博覧会はコロナウイルスの影響
で、WEBサイトでの動画配信（20分～30分で4社～5社
予定）を行う。「バーチャルファクトリーツーリズ
ム」（眼鏡・繊維・漆器など鯖江の逸品から各一社）
工場や仕事内容などを映像で撮影する際、中高生が身
近な目線から産業を知るきっかけにできるような動画
にするため、レポーターをJK課が務める。
映像はプロが撮影するものと、JK課が自らの視点で撮
影するものの2点作成。
撮影日は8月17日（月）～20日（木）のいずれか2日間
で行う。

4
7.15
（水）

20:00
～
21:00

第3回JK課×JKOG課 やりたいこと
をみつけよう企画

web会議（zoom） 3

前回に引き続き、JK課メンバーとJKOG課メンバーによ
るweb会議を行った。
各自考えてきた、今年度やりたいことをブレストし
た。
次回は吐き出したやりたいことを2つに絞る。
次回会議日程：8/18（火）

5
7.25
（土）

22:00
～
22:30

もの博2020バーチャルファクト
ツーリズム担当者打合せ

web会議（LINE電
話）

3

ものづくり博覧会2020において、「バーチャルファク
トリーツーリズム」として、JK課メンバーが眼鏡・繊
維・漆器から各一社ずつ訪問し、取材インタビューと
動画撮影を行うにあたり、訪問する企業が決まったの
で、担当者決めとインタビュー内容の打合せを行っ
た。インタビュー内容は、各担当者が5問ずつ検討し、
近日中に報告予定。
　繊維「丸金繊維（株）」担当 あゆ
　　　　　　取材/撮影日 8/18（火）15～16時
　眼鏡「（有）谷口眼鏡」担当 しゃき
　　　　　　　　　　　　取材/撮影日 調整中
　漆器「（株）土直漆器」担当 れいな
　　　　　　　　　　　　取材/撮影日 調整中

6
8.18
（火）

11:30
～
17:30

もの博2020バーチャルファクト
ツーリズム（漆器・繊維）

土直漆器・丸金繊維 3

ものづくり博覧会2020において、イベントが中止と
なったがweb上での展開を試みるべく、実際に工場見学
をしているような映像を撮影する企画「バーチャル
ファクトリーツーリズム」に協力。JK課メンバーが眼
鏡・繊維・漆器から各一社ずつ訪問し、取材インタ
ビューと動画撮影を行う。
今回は漆器と繊維の撮影を行った。普段は見ることの
できない現場や社長との対面インダビューにより、鯖
江の地場産業についての新しい発見・面白さを得られ
た。

1

7
8.18
（火）

11:30
～
17:30

第4回JK課×JKOG課 やりたいこと
をみつけよう企画

web会議（zoom） 2

前回に引き続き、JK課メンバーとJKOG課メンバーによ
るweb会議を行った。
前回吐き出したやりたいことを絞った。
絞り切れなかった分に関しては、次回までの宿題とす
る。
次回会議日程：9/17（木）17:30～19:00　らてんぽにて

8
8.19
（水）

9:30～
14:30

全国高校生お中元プロジェクト 道の駅西山公園 3

コロナでまちづくり活動が滞っている中、コロナ禍で
も何かできることはないかということで発案された企
画。
全国でまちづくり活動をしている団体同士で「おすす
め地元特産品」をお中元として贈り合い、地元のPR
と、コロナで影響を受けた地元業者の支援を目的とす
る。
また、贈り合った地元特産品はお互いのSNS等で発信す
る。
参加団体　合計7団体
・#おかやまJKnote（岡山県）【主催】
・富士宮高校会議所（静岡県）
・N-ジオチャレ（愛媛県）
・あしや部／尼崎高校（兵庫県）
・飛騨ジモト大学事務局（岐阜県）
・VSプロジェクト（岐阜県）
・鯖江市役所JK課（福井県）

9
8.19
（水）

9:30～
14:30

もの博2020バーチャルファクト
ツーリズム（眼鏡）

土直漆器・丸金繊維 3

ものづくり博覧会2020において、イベントが中止と
なったがweb上での展開を試みるべく、実際に工場見学
をしているような映像を撮影する企画「バーチャル
ファクトリーツーリズム」に協力。JK課メンバーが眼
鏡・繊維・漆器から各一社ずつ訪問し、取材インタ
ビューと動画撮影を行う。
今回は眼鏡の撮影を行った。普段は見ることのできな
い現場や社長との対面インダビューにより、鯖江の地
場産業についての新しい発見・面白さが得られた。

10
8.30
（日）

16:00
～
18:00

お中元プロジェクト感想会 web会議（zoom） 2

コロナでまちづくり活動が滞っている中、コロナ禍で
も何かできることはないかということで発案された企
画。全国でまちづくり活動をしている団体同士で「お
すすめ地元特産品」をお中元として贈り合い、地元の
PRと、コロナで影響を受けた地元業者の支援を目的と
する。また、贈り合った地元特産品はお互いのSNS等で
発信する。
今回は、送ったor送る予定の品の感想会を参加団体で集
まって行った。
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11
9.11
（金）

14:00
～
15:00

東レ合繊クラスター エンドプロダ
クツ分科会「JK課オリジナルビブ
ス」贈呈式

市役所4階IT会議室 3

前年度から打合せ等を行っていた、東レ合繊クラス
ター エンドプロダクツ分科会との「JK課オリジナルビ
ブス」の贈呈式を行った。
東レ合繊クラスター エンドプロダクツ分科会は5府県10
社からなる素材メーカーのチーム。
新型コロナウイルス感染対策のため、県外の会社はオ
ンラインにて出席。ギャレックス㈱廣富様からビブス
30着を贈呈された。
5期生 あゆさんは、「軽くて丈夫。目立つ色なので道路
でのゴミ拾い活動でも安心してできる。早くピカピカ
プランを開催してビブスを活用したい」と語った。

1

12
9.11
（金）

14:00
～
15:00

もの博2020バーチャルファクト
ツーリズム編集作業

市役所4階IT会議室 3

ものづくり博覧会2020において、イベントが中止と
なったがweb上での展開を試みるべく、実際に工場見学
をしているような映像を撮影する企画「バーチャル
ファクトリーツーリズム」に協力。JK課メンバーが眼
鏡・繊維・漆器から各1社ずつ訪問し、取材インタ
ビューと動画撮影を行う。
今回は先日取材した素材を元に、編集作業を行った。
編集後の動画時間は1社5分ほど。各自取材を担当した
ジャンルとは別のものを編集する。
スマホの動画編集アプリを駆使し、各々動画作成に取
り組んでいた。
9月末までに完成予定。

13
9.17
（木）

19:00
～
20:00

第5回JK課×JKOG課 やりたいこと
をみつけよう企画

web会議（zoom） 1

前回に引き続き、JK課メンバーとJKOG課メンバーによ
るweb会議を行った。
■やりたいこと
ピカピカプラン ハロウィンver.　11/7（土）
4,5期生の卒業式　3/11（土）
JK課が1番したい事：卒業式がしたい
→卒業式を盛り上げるために、JK課メンバーを増や
す。現存メンバーを活動に誘う。
⇒JK課メンバー以外の参加ハードルが低い「ピカピカ
プラン」で、新1年生や現存メンバーを集めて、卒業式
運営メンバーに促す。
次回会議：9/30（水）16:00～18:00　らてんぽにて

14
9.30
（水）

16:30
～
18:00

第6回JK課×JKOG課 やりたいこと
をみつけよう企画

らてんぽ 3

前回のJK課とJKOG課によるweb会議で決定したイベン
トの実行の見直しを行った。
ピカピカプランを行うにあたり、課題が山積みな点を
市職員から説明し、ピカピカプランである必要性を説
いた。
JK課メンバーが現在1番やりたい・心残りなことが「新
入生勧誘ができていないこと」である。現状6期生（2
年生）が5名いるが、活動への参加率はほぼゼロ。その
状態で自分たちが卒業をするとJK課が終わってしまう
のではないかという懸念の意識が大きく占めていた。
今後の活動は、JK課メンバーが各自学校にて新入生勧
誘を行い、勧誘した新入生との交流の場を設けるこ
と。
コロナに適応した交流会をどのように開催するかは、
次回の会議で一考していく。
交流会の日程は、11/5（木）17：00予定。
次回会議：10/19の週のどこか

15
10.22
（木）

18:00
～
19:00

SDGs教育旅行視察対応（オンライ
ン）

らてんぽ 2

SDGs教育旅行の視察対応を行った。
阪急交通社2名と品川女学院の校長先生が鯖江市を来
訪。SDGsに関連した各施設・人物を1泊2日で見て回っ
た。
コロナ対策により、ラポーゼかわだとらてんぽをオン
ラインで繋ぎ、JK課についてパワポを使った講演と質
疑応答を行った。

1

16
10.22
（木）

18:00
～
19:00

ぐんま県民カレッジ「オープン
キャンパス」大学等出前講座（オ
ンライン）

らてんぽ 2

ぐんま県民カレッジ「オープンキャンパス」大学等出
前講座への出演動画を撮影した。
この出前講座は、「ぐんま県民カレッジ」の充実・発
展を図ること、および県民の学習ニーズに応えること
を目標に、県内の大学等高等教育機関及び県地域機関
(社会教育関連施設）の連携・協力により実施される。
群馬県西部地域の課題が「まちおこし」であること、
また、高齢化率の大幅な増加および地元高校の定員割
れが顕著になってきており、少子高齢の歯止めがかか
らない状態であることから、鯖江市役所JK課の「高校
生によるまちづくり」に出演依頼がかかった。

1

17
11.14
（水）

19:00
～
20:00

第7回JK課×JKOG課 やりたいこと
をみつけよう企画

web会議（zoom） 2

JK課メンバーとJKOG課メンバーによるweb会議を行っ
た。
■活動予定事項
新入生歓迎パーティー　1/20（水）
4,5期生の卒業式　　　 3/20（土）、21（日）、27
（土）のどこか
次回会議：12/16（水）21:30～22:30

18
12.15
（火）

17:00
～
19:00

日テレ「ニノさん」TV取材対応 市役所5階会議室 2

日本テレビ番組「ニノさん」の取材対応を行った。
「地方のまちおこし」がクイズとして番組に出題され
る企画の一部としてJK課に依頼された。
全部で5市町が放送予定されており、鯖江市のほかは、
香川県観音寺市・山形県新庄市・佐賀県佐賀市・広島
県広島市。
いずれも商店街などの団体が出演するとのこと。
放送予定日：1月31日（日）10時25分～11時25分
出　演　者：二宮和也、菊池風磨　他

1

19
12.15
（火）

17:00
～
19:00

年賀状プロジェクト
市役所産業環境部旧
部長室

2

2020年お世話になった方・団体へ年賀状を作成。
今年はイラスト3種類・宛名48枚を2人で書き上げた。
（名簿参照）
一枚一枚にお世話になったお礼の一言を手書きで加
え、完成。

20
12.16
（水）

21:30
～
22:30

第8回JK課×JKOG課 やりたいこと
をみつけよう企画

web会議（zoom） 3

JK課メンバーとJKOG課メンバーによるweb会議を行っ
た。
■活動予定事項
新入生歓迎パーティー　1/20（水）17:00～
4,5期生の卒業式　　　 3/20（土）午後
次回会議：1/12（火）15:00～
場　　所：市役所（食堂）

21
1.12
（水）

17:00
～
18:30

第9回JK課×JKOG課 やりたいこと
をみつけよう企画

='2021.1.12'!D6 2

JK課メンバーとJKOG課メンバーによるweb会議を行っ
た。
■活動予定事項
新入生歓迎パーティー①
　1/20（水）17:00～　オンラインにて
新入生歓迎パーティー②
　1/27（水）16:00～　オフラインにて
4,5期生の卒業式
　 3/20（土）13:00～16:00
次回会議：1/20（水）17:00～
場　　所：zoom



22
1.20
（水）

21:00
～
22:30

JK課新人歓迎説明会 web会議（zoom） 3

JK課メンバーとJKOG課メンバーによるJK課新人歓迎説
明会を行った。
パワポを使った簡単な説明の後、質疑応答を行った。
説明会参加者は14名（高専1年生13人、武生高校2年生1
人）
■活動予定事項
新入生歓迎パーティー①
　1/20（水）17:00～　オンラインにて
新入生歓迎パーティー②
　1/27（水）16:00～　オフラインにて
4,5期生の卒業式
　 3/20（土）13:00～16:00
次回会議：1/21（水）16:00～18:00
場　　所：高専？

1

23
1.27
（水）

16:00
～
18:00

卒業式準備（JK課予備軍体験） 高専＋zoom 3

高専にて、数人で部屋を分かれてそれぞれをzoomでつ
なぎ、オフラインとオンラインを上手に取り入れて活
動を行った。
前回の新人歓迎説明会で興味を持ってくれた人たちに
更に普段のJK課の活動の楽しさを感じてもらうために
開催。13名の参加があり、作業は卒業式の準備をし
た。
オンラインでは顔を見せてくれなかったが、オフライ
ンで友人らと一緒に会うことにより前回よりも楽しん
で参加してくれた模様。
何名かは来年度のJK課に参加することも決定した。
次回会議：未定

24
1.31
（日）

10:00
～
17:00

全国まちづくり若者サミット2021
鯖江市役所　4階会
議室

3

一般財団法人日本青年館が、若者・学生による地域活
動の学びと交流を目的として開催する「全国まちづく
り若者サミット2021」に参加しました。
サミットは1月30日～31日の2日間東京にて行われまし
たが、コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、JK
課は2日目のみオンラインで参加。
サミットの参加者は12団体、120名（一般観覧者含む）

1

25
2.24
（木）

16:00
～
18:00

長野県高森町わかもの☆特命係と
の意見交換会

高専＋zoom 9

一般財団法人日本青年館主催の「全国まちづくり若者
サミット2021」で交流のあった『長野県高森町わかも
の☆特命係』からオファーがあり、お互いの活動や抱
えている課題などについてより深く知りたいとのこと
で、今回の交流会の開催に至った。交流会の後半は、
学生と市役所職員に分かれ、質疑応答や今後コラボで
きそうなことについて話し合った。
『わかもの☆特命係』とは：高森町出身者で構成されている団体であり、高森町総務
課から任命を受けて、高森町の魅力発信や地域イベントへの参加などを行っている。
今年度はコロナの影響でイベント等の開催ができなかったため、市長を交えたオンラ
イン飲み会を開催し、そこで出てきたアイディア（高森町出身者で県外学生に向けて
お米を贈る）が実際に採用されるなど、コロナ禍においても活動が活発にみられる。

1

26
3.15
（月）

14:00
～
15:00

SDGsファムツアー視察対応 市役所5階食堂（zoom） 12

阪急交通社主催の「SDGsファムツアーin鯖江」の視察
をzoomにて対応。
新入生も交えて、JK課の活動紹介・質疑応答を行っ
た。
ツアー参加者は、4名
・関東学院中学高校　ニイボリ先生
・昭和第一学園高校　カジノ先生
・㈱ワクワーク　　　モリズミさん
・㈱アドバンストインターナショナル　イチカワさん
＋添乗 阪急交通社 2名

1

27
3.19
（金）

10:00
～
12:00

卒業式準備 市役所4階会議室 3
3月20日（土）開催の、4期生5期生卒業式の準備を行っ
た。

28
3.20
（土）

11:00
～
17:00

卒業式 市役所5階食堂 7

昨年は新型コロナウイルスの影響で開催できなかった
分も合わせて、鯖江市役所JK課プロジェクト2019＆
2020の卒業式を行った。三年間の活動の振りかえりや
JK課の活動で企画したゲームなどを行ったあと、卒業
記念品授与を行った。

1


