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大成地域福祉連絡協議会ブログ

大阪市立大成小学校の校区
を地域にした地域活動団体
です。

新年度役員の紹介や地域の
桜の様子、街の安全を守る
防犯循環警備などの様子が
掲載されています。

http://blog.canpan.info/taiseitiiki/
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多賀城市高崎自治会ホームページ

高崎自治会ではホームペ
ージを作成し、雑賀時の避
難場所や回覧板の情報が
分かりやすく表示されてい
ます。必要な時にすぐ調べ
られるのは便利ですね。

高橋東二区町内会では、
新聞とは別にブログでもし
っかり情報発信されていて
、地域のイベントなどのい
きいきとした様子が伝わり
ます。
CANPANブログではないの

で広告が目立つところが残
念。

http://takasaki-jichikai.tagajou.com/

多賀城市高橋東二区町内会ブログ

http://thigashi2.exblog.jp/
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多賀城市市民活動サポートセンターブログ

多賀城市市民活動サポートセンターのブロ
グ「たがサポ」で、自治会や町内会の情報発
信を紹介しています。

このように紹介することで見る人が増えます
し、リンクを張る事で検索で上位に表示され
やすくなり、良いですね。
先日の台風10号など緊急時の情報がいち

早くトップに掲載されていて、見た人がすぐ
にアクションにつなげられるようになってい
ます。

http://blog.canpan.info/tagasapo/
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東桃谷地域まちづくり協議会ブログ

東桃谷地域のまち
づくりの組織のブロ
グです。地域のイベ
ントの写真が沢山
掲載されているの
で、住民の方は自
分が写っている記
事を見て、きっと嬉
しくなっているので
は！？

配食サービスの情
報など、住民に必
要な情報がしっかり
掲載されているの
で、検索で探しやす
そうです。

http://blog.canpan.info/higashimomodani/
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日野市三井台南窓会（老人クラブ）ブログ

http://blog.canpan.info/nsk/
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美しい写真や俳句イラストが満
載で、クラブのみなさんが楽しん
で更新されているのが伺えます
。ゲートボールやウォーキングな
どのサークル毎にカテゴリを分
けて発信されています。

一方、回覧板の共有や防犯防
災情報ではオレオレ詐欺の情報
など地域に必要な情報も掲載さ
れており、ちゃんと情報共有の
場となっているようです。
CANPANブログランキングでも上

位にランキングする人気ブログ
です。

http://blog.canpan.info/nsk/


宝栄地域活動協議会ブログ

大阪市東成区で地域活動
を続けている団体のブログ
です。

健康について学ぶ会や介
護施設の紹介が行われる

会には、多数の高齢者の方
が参加。お母さんが赤ちゃ
んとリラッ クスして鑑賞でき

る映画の上映会など、地域
の憩いの場としてのいきい
きとした活動の様子がうか
がえます。

http://blog.canpan.info/houeichikatu/
7

http://blog.canpan.info/houeichikatu/


田島まちづくり協議会ブログ

http://blog.canpan.info/tashima/

大阪市生野区で活動して
る団体のブログです。世代
を超えたさまざまなイベント
の様子や、夜間パトロール
や防災訓練、健康診断な
ど地域の活動をされていま
す。
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青葉台小学校区小域福祉ネットワークブログ

http://blog.canpan.info/aobadai-syouiki-nw/

青葉台小学校区
小域福祉ネット
ワークが取り組
んでいる、「ふれ
あい」と「支え合
い」の積み重ね
を通した、地域
における「向こう
三軒両隣」の関
係を強める活動
が綴られていま
す。詳細のイベ
ント開催案内も
掲載されていて
便利です。
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青葉台小学校区小域福祉ネットワーク団体情報

http://fields.canpan.info/organization/detail/1978149910
http://chibakara.jp/group/detail/1000646

ブログと一緒に団
体情報も登録され
ているので、
CANPNAと連動し

ている、ちば市民
活動・市民事業サ
ポートクラブの運
営するサイト（ちば
の課題を発信する
Webマガジン）に

も紹介され、より
たくさんの方に見
てもらえるように
なっています。
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勝間公民館職員ブログ

山口県防府市の勝
間公民館利用団体
の紹介、行事案内
、勝間地域のこと
などが発信されて
います。記事の作
り方が上手くわか
りやすいので、非
常に参考になりま
す。

地域の中学校の運
動会の様子など地
域の会報誌として
の役割をはたして
いるようです。

http://blog.canpan.info/katumakouminkan/ 11
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その他おすすめ自治会町内会ブログ

★楢葉町宮里応急仮設住宅 自治会
http://blog.canpan.info/misato-bora/
原発事故により警戒区域に指定されている楢葉町。

姉妹都市である会津美里町に建てられた宮里応急仮設住宅
や会津地方の借り上げ住宅での様子が発信されています。
会津美里産の新鮮な野菜を販売するイベント「会津野マルシ
ェ」や、交流農園のじゃがいも掘りの様子など生き生きとした
様子がうかがえます。

★諏訪住民自治会ＢＬＯＧ
http://blog.canpan.info/suwajyuminnjichikai/

進行中のトンネル工事のほか、伝統的なお祭りや料理教室
など、地域の出来事がつぶさに掲載されています。住民の皆
さんは美化のために草刈りに励むなど、ボランティア精神に
もあふれています。

★岡谷市消防音楽隊公式ブログ

長野県岡谷市の岡谷市消防団本部に属し、音楽を通して火
災予防広報されています。
http://okaya-syobo-ongakutai.com/wp/

★北上野二丁目町会青年部

台東区北上野二丁目町会青年部のブログ台東区北上野二
丁目町会（山伏町会）青年部が発信するブログです。
http://kitaueno.exblog.jp/

★横浜市旭区白根相友自治会広報ブログ
昭和40年に相模鉄道(株)で開発された一戸建て住宅団地「

相鉄団地」で発足した､横浜市旭区･白根相友自治会の公式
ブログです｡
http://ameblo.jp/shirane-soyu/
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NPO法人山口せわやきネットワークブログ

http://blog.canpan.info/sapolog/

山口市にある市民活
動支援センターのブ
ログです。市民活動
を盛り上げるべく、情
報発信や場所提供を
されたり、寄付つき商
品の事業もされてい
ます。

子どもイベントなど、
自治会と連携した活
動を地域で活発に行
っていて、楽しそうで
す。

13

http://blog.canpan.info/sapolog/


南さつま市立加世田中学校ブログ

鹿児島県南さつま市に位置する
中学校のブログです。生徒さん
の部活動での活躍の様子や、地
域のお祭りの様子に加え、

台風への対応や、設備工事の進
捗状況、いじめに対する取り組
みなど、学校での取り組みがしっ
かり発信され、保護者や地域の
方にとっての情報共有の場とな
っているのが伺えます。

http://blog.canpan.info/kasedacyu/
14

http://blog.canpan.info/kasedacyu/


ＮＰＯ法人カローレありんこクラブブログ

http://blog.canpan.info/ari-turugaku/

埼玉県鶴ヶ島市の小学校敷地で学童
保育室を運営している団体のブログで
す。写真と文章で子供たちの放課後の
様子が生き生きと伝わります。記事の
面白さもさることながら、写真の撮り方
も、子供たちの顔が映らないような配
慮がされているなど参考になります。
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ＮＰＯ法人支え合う会みのりブログ

東京都稲城市地域の高齢者の方
に温かい食事を配食したり、会食
を開いたりする活動をしている団
体のブログです。

ヘルシーでおいしそうな料理の写
真がずらり。救急講習会などの防
災への取り組みの様子も掲載され
ています。

記事の作り方、写真の撮り方が素
晴らしく、とても読みやすいです。
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下関友の会ブログ

http://blog.canpan.info/shimonosekitomonokai/

「婦人之友」の愛読者の集まりに
よって発足した「全国友の会」団
体のブログです。子育てひろばで
の親子イベントや婦人会での勉
強会の様子など主婦ならではの
活動の様子が生き生きと表現さ
れていて、おもわず参加したくな
ります。
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その他おすすめ地域ブログ

★つきさらの元気ななかまたち
http://blog.canpan.info/tsukisara/
新潟県村上市で活動する中間支援組織、NPO法人都岐沙羅

パートナーズセンターのブログです。米粉を使ったクッキーや
塩こうじの浅漬けの素など、地元の逸品を発掘する交流会の
ほか、古民家で柿のフルコースを堪能する会の様子など、地
域内外の人たちで賑わっているのが伺えます。

★諏訪っ子守り隊
http://blog.canpan.info/tkanban/

ボランティアで見守り活動を続ける地域住民のグループのブ
ログです。子どもたちを守るべく、朝の登校時は横断歩道に
立って、安全を確認。ドライバーに注意を促す看板も設置して
います。子どもにも親にも頼りにされる存在なのでしょうね。

★松江りんりんブログ
http://blog.canpan.info/ringring/

松江市市民活動センターのスタッフによるブログです。市民
団体のお祭りや盲導犬育成チャリティーライブなど。地域で
行われる市民活動の様子を紹介しています。人々のつながり
が随所に見られます。

★コラボーレもおかセンター日記
真岡市市民活動推進センターコラボーレもおか
http://blog.canpan.info/collabomoka/

栃木県にある市民活動推進センターのブログです。講演会
やコンサート、作品展、お祭りなど、地域の市民団体が参加
しているイベントに突撃取材。その様子を文章と写真で、詳し
く丁寧に伝えています。
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