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次回予告  

★歴史が好きで、人と話すのが好きな人必見！山口の隠れた親善大使『観光

ボランティア』の生の声をお届けします。         発行日：2011年3月1日(火） 

●月刊紙『ぷちさぽ』とは？ 
日々の生活や仕事に追われて、「これから自分はどう生

きてゆくのか？何ができるのか？」「どんなまちに暮ら

したいのか？」・・・立ち止まって考えたり、まわりを

見る余裕がないくらい、情報が駆け巡り、社会が、価値

観がグルグル変わっている今、いろいろな人がそれぞれ

の立場で、社会や環境、家族や友人とのかかわりを模索

し始めています。『ぷちさぽ』では特に、新しいしかけ

やしくみづくりに挑戦している団体や人、イベントやセ

ミナー、さぽらんてのオススメ情報を紹介しています。 

●じょうぶな子どもをつくる基本食 

私たちの食生活を根本から考え直

させられます。もっと簡単に、もっと

シンプルに、そしてもっと健康に。

忙しい家庭でも今日から始められ

る幕内流・超簡単食生活の知恵が

満載！ 

 

『気になる､アレ！』紹介  食とアレルギーを考える本 

出版：講談社(2007/11)／著者：幕内 秀夫 

●知っておきたい食物アレルギー基礎知識（冊子） 

食物アレルギーの基礎知識・デー

タをはじめ、診断・検査・治療法、

食事療法の実際、社会的対応な

ど、アレルギーのある人にとって、

気になっていた情報や知ると安心

な知識が載っています。 

 創って､応募して､観てみよう！「自分たちのメディアを創る映像祭」 

●創ってみよう！ 

映像なんて創ったことがない！という人

でも気軽に応募できるようボランティア

スタッフが、映像制作をお手伝いしま

す。思っている以上に簡単ですよ。 
 

【会場】山口情報芸術センター  

     ホワイエ2F 

【申込み】不要  【料金】無料 

【スケジュール】2月11日(祝)/16日(水)/26日

(土)、3月2日(水)/12日(土)/16日(水) 

【メニュー】カメラ･三脚の使い方/撮影

計画シートの書き方/撮影の方法/

映像の編集など 

さぽらんて市民広報スタッフ募集！ 

映像祭｣は、パブリックからプライベートへいたる多用な

領域で､これからのコミュニケーションを生み出す“文房

具としての映像メディア”の可能性を示していきます。 

公共性の高いテレビや映画などと､ホームビデオなど

のプライベートな記録という両極だった映像メディアで

は、インターネットなどの発達により活発な表現や交流

が生まれはじめています。｢自分たちのメディアを創る

●応募してみよう！ 

年齢､経験の有無を問わず誰でも応募で

きます。「映像を見てもらいたい相手別」

の応募部門を用意。映画だけでなく､ビデ

オやデジタルカメラ､携帯電話などの動画

や､アニメーションやスライドショーなどで広

く映像作品を募集。気軽にトライ！ 
 

●作品の長さは1秒～5分程度。 

●著作権を侵害していないオリジナル作

品。 

【応募締切】3月16日(消印有効） 

【部門】｢世界｣｢社会｣｢コミュニティ｣｢家族｣ 

｢あなた｣｢私｣へ向けての各部門 

 
主催：財団法人 山口市文化振興財団､企画制作：coom､監修：藤井 光､運営：山口情報芸術センター[YCAM] 

●観てみよう！ 

映像メディアが身近な表現の

ツールになっていく家庭で､映

像をコミュニケーションの道具

として使い始めた多くの人々

の姿に触れてみましょう。 
 

【日時】3月26日(土)･27日(日) 

             13:00～19:00 

【会場】山口情報芸術セン

ター スタジオC 

【申込み】不要   【料金】無料 

詳しくは、http://coom.jp/ 

発行：独立行政法人 環境再生保全機構(2007/09) 

http://www.erca.go.jp/asthma2/ 

市民活動やまちづくりを啓発していくために、さぽらんての広報スタッフとして取材、編集作業に携わる方を募集します。 

1.ええやん新聞スタッフ 
 

市民に幅広いまちづくり情

報を伝える広報紙“ええや

ん新聞”(年2回発行予定)

の編集など。年間概ね10

回のミーティングと月10時

間の作業。 

2.さぽらんてだより 

 スタッフ 
 

市民活動の実態や意義を

伝える“さぽらんてだより”

(年6回発行予定)の編集

など。年間概ね3回のミー

ティングと2団体の取材。 

3.活動紹介映像スタッフ 
 

市民団体の活動やさぽら

んての事業を取材し、映像

編集(さぽらんてHP､電子図

書館などへの掲載)。年間

概ね3回のミーティングと2

団体の映像づくり作業。 

●それぞれの編集作業の他、市民広報スタッフとし
てのオリエンテーションや取材の基本や映像編集
の研修も行います。●【対象】*市民活動やまちづく
りに興味のある方 *編集作業に興味のある方 *自
宅にPCメールができる環境のある方 *山口市在住
もしくは､山口市が勤務地の方●複数応募可。●
【応募人数】それぞれ若干名●【申込み】3月1日ま
でに、①氏名 ②住所 ③連絡先(tel/E-mail) ④応募
動機（200～400字）を記入の上、メールか持参で。 

発行元：さぽらんて 

10人に3人以上！ 

会の名前「ぽれぽれ」はスワヒリ語で「ゆっくりゆっくり」という

意味。「子どもの成長を母親である私たちも焦らずのんびり

気長に待ってみましょう」という気持ちを込めています。 

アレルギーのある人もない人も一緒に、アレルギーっ子も

食べられる料理やお菓子を作ったり、悩みや体験を話した

り、専門家の話をきいたり・・・情報交換をしながら、交流し

ています。アレルギーの有無を問わず、会員にならなくて

も参加できるので、気軽に来てくださいね。 

アレルギーに悩む人には「なんとかなるよ。制限した食事

でも子どもは育つし、食事に配慮することでかえって健康

や食生活に気を配るようになり、良かったこともあるんだ

よ」と伝えたい。アレルギーのない人には、アレルギーっ子

とその家族への理解を深め、アレルギーを一つの個性とし

て受け止めてもらえれば・・・。 

周囲に悩んでいる方がいたら、「ぽれぽれがあるらしい

よ。」と声をかけていただけませんか？ 

日本では、国民の30％以上が何らかのアレルギーを持ち、10人に1人が気管支喘

息やアトピー性皮膚炎を、10人に2人が花粉症に苦しんでいると言われています。 

「アレルギーっ子の会ぽれぽれ」って？ 

┼ アレルギーっ子のママのなやみ 

┼ 

どうしてうちの子だけ？何を食べさせたらいいの？みんなど

うしてる？イベントや学校でアレルギーがあるために辛い想

いをしたなど、いろいろな悩みや不安を抱えています。 

 日時：2月20日（日）13:00～15:00        
 場所：さぽらんて 
 

アレルギーっ子の食べることの出来るお茶菓子をたべな
がらお話しましょう。絵本の読み聞かせ「むっちゃんの食
堂車」も行います。 
アレルギーに悩んでいる方、興味のある方、アレルギーの
有無に関わらず、時間内であれば、いつでもどうぞ。 
 

◇パネル展示：２月15日～22日の間、さぽらんてにて。 
 

■問合せ：アレルギーっ子の会ぽれぽれ 
     TEL：083-901-1166（さぽらんて気付）  

アレルギーっ子ほっとサロン in さぽらんて 

食や環境に興味を持つきっかけに。 

  アレルギーのない人も知っておきたい！ 
アレルギー症状が蕁麻疹などの皮膚症状にとどまらず、呼吸

器や消化器など複数の臓器に強い症状が急激にあらわれる

アナフィラキシーショック(呼吸困難･意識障害など)に至るよう

な重症の食物アレルギーを持つ子どもが増加しているそうで

す。自分が食べられるものか判断できなかったりする小さな

子どもの場合、まわりの大人が気をつける必要があります。 

 

  食物アレルギーを起こさせない調理の基本 
①新鮮な食材を使う。②アク抜きなど基本の調理をする。③

よく加熱する。④食品添加物の少ないものを選ぶ。⑤摂取で

きる食品を使い栄養バランスを考えてメニューを工夫。 
食物アレルギーの食事療法は、必ず医師による診断・相談・指導を

受けながら、原因となる食品の回避をいつまでも続けるのではなく、

症状をおこさせずに食べられるようになることを目指します。 
 

参考：冊子『知っておきたい食物アレルギー基礎知識』      

（独立行政法人 環境再生保全機構） 

大人になってから発症したり、家族や友人など身近な

人が・・・人ごとではないアレルギー。今回は、主に食

物アレルギーについて、誰でも参加できる情報交換・

交流の場を作って活動している『アレルギーっ子の会

ぽれぽれ』の鎌田 美由紀さんにお話を伺いました。 

┼ 

┼ 

イラスト提供： 
  ふわふわ｡り 

1p ・10人に3人以上！ 食や環境に興味を持つきっかけに。 

2～3p ・EVENT INFORMATION イベントやセミナー情報 

4p ・参加しよう！ 「自分たちのメディアを創る映像祭」 

 ・気になる､アレ！・・・食とアレルギーを考える本 

         ・さぽらんて市民広報スタッフ募集 



タイトル/日時 場所（◆）、参加費など（★）、その他（✱）  問合せ・申込み先 

気になるイベントやセミナーを見つけたら、参加してみよう！  

暮 ら し 

国際交流･協力    

就職相談 / 2月5日(土)･12
日(土)･19日(土)･26日(土)  
①13:15～②14:30～③15:45～ 

サポステでは就職に関する様々なご相談に応じています。あなただけの「就職へ

の道」を一緒に見つけていきましょう。 ◆さぽらんて  ★参加無料・要予約     
✱対象：おおむね40歳未満で、現在働いていない方・又はその保護者 

厚生労働省委託事業 ほうふ若者

サポートステーション TEL：
0835-28-3808 【休館：日･月･祝】 

カンタン料理教室     

「煮込みハンバーグ」2月6日(日) 

「魚の照り焼き」2月13日(日)    
各10:00～14:00 

わたしにもできる!! お料理が初めての男性も歓迎！ ◆山口市働く婦人の家

（カリエンテ山口)2階 調理室  ★参加費200円（各回）   ✱定員：30名（申込先着順）   
✱持参物：三角巾･マスク･エプロン  ✱申込方法：氏名･住所･電話番号を明記の上､電

話･FAX･E-mailのいずれかで。  ✱主催：山口市／山口市男女共同参画ネットワーク 

山口市男女共同参画センター 
TEL＆FAX：083-934-2841   

E-mail： mw3kaku@c-able.ne.jp 

フリーマーケット       
2月12日(土) 10:00～15:00 

毎月第2土曜日はフリマの日。掘り出し物があるかも！？売り上げは、「まちのえき」

の施設管理等の経費に充当させていただきます。 ◆まちのえき     
まちのえき                                 
TEL：083-934-0811 

第6回「人づくり・地域づくり

フォーラム ｉｎ 山口」            

2月19日（土）9:30～16:45､20

日(日)9:00～11:55 

◆山口県セミナーパーク (山口市秋穂二島1062) ★参加無料（実践事例集は、希
望する方に1000円で販売します。) ✱要申込 ✱【2/19(土)】○鼎談「シニア世代の社会

参加及び社会貢献活動を促進するための具体的方策」○全国各地の実践事例(24事例)

発表(学社融合/子育て支援/まちづくり/協働/健康･食育/シニア世代の社会参加）○交

流会  ✱【2/20（日）】○パネルディスカッション「住民主体の元気な地域づくり･まちづくり

を推進するための具体的方途について」○記念講演「夢はかなう､きっとかなう」（講師：北

原 照久氏/横浜ブリキのおもちゃ博物館館長) 

財団法人 山口県ひとづくり財団 
生涯学習推進センターTEL：083-

987-1730 FAX：083-987-1760   

E-mail：

center@yamaguchi.kagayakinet.jp 

茶話会            
2月21日(月) 14:00～15:00 

お菓子を食べながら、おしゃべりやゲームをして楽しみましょう♪           

◆まちのえき  ★参加費：100円程度（お菓子代として）          
まちのえき                                 
TEL：083-934-0811       

いきいき歌体操            
2月25日(金)13:30～14:30 

昔懐かしい歌を歌いながら体操をします。飛び入り参加大歓迎!!          

◆まちのえき  ★参加無料            
まちのえき                                 
TEL：083-934-0811      

さぽらんてだより発送作業  
３月1日(火)13:30～15:00 

いろいろな団体のスタッフやイベント情報などに出会えるチャンス！                    

終了後は茶話会も。 ◆さぽらんて 
さぽらんて                
TEL：083-901-1166   

第20回山口県環境保全型

農業フォーラム            

3月5日（土）13:30～17:30    

3月6日（日）9:00～12:00       

有機農業へのいざない ◆山口大学 大学会館 ★参加費：1000円(資料代／2日
間) ✱申込不要 ✱【3月5日】○基調講演｢土､作物､家畜､人の健康を考える｣○事例発

表｢土の健康｣｢作物の健康｣｢家畜の健康｣｢人の健康｣（同時開催：有機農業技術総合研

究大会） ✱【3月6日】○講演｢有機農業へのいざない｣○発表｢山口県環境保全型農業

推進研究会20年のあゆみ｣｢有機農業推進のための実態基礎調査報告｣○ビデオ上映

「山口県の有機農業者の取組みを紹介」○発表｢有機農業の今後の展望｣  

山口県有機農業研究会 事務
局 〒753-0303 山口市仁保下郷317 

秋川牧園 内 TEL：083-929-0416 

FAX：083-929-1345 E-mail： 

ogane@akikawabokuen.co.jp 

写真展『自然と共に生きる

自由の民･モンの人々』             

2月25日（金）～4月3日（日） 
11:00～16:00【休館：水曜日･木
曜日】 

～地方から情報を発信！地域に根ざしたNGOとして～北タイのパヤオ県ポン郡に
暮らす山岳少数民族「モン族」の子ども達が、中学校・高等学校に進学するための奨学金

の支給や学生寮の運営や、伝統文化の継承と高齢者福祉および女性の自立支援、保健

衛生知識の普及、バイオトイレのモデルシステムの設置等を通して、山岳少数民族の自立

支援を行っている『シャンティ山口』の活動と写真を展示。日本の農家の知恵「肥溜めと

畑」をヒントに考案した、アジアで好評の「自然循環式ガス発生ecoトイレ」の模型も♪会場

では、モン族の伝統刺繍やパッチワーク商品を販売しています！ ◆秋吉台フォトギャラ

リー写創蔵（美祢市美東町 大正洞駐車場 横）  ★入場無料 

シャンティ山口（担当：佐伯）                   

TEL＆FAX：083-927-4083 

E-mail： 

saeki.teruo@cameo.plala.or.jp
団体HP：                       

http://www.shanti-yamaguchi.com 

記念講演会『「新しい公共」

はNPOに何を期待してい

るのか？』            

2月12日（土）15:00～17:00 

うべネットワーク･宇部市民活動センター設立10周年記念事業 「新しい公共とは何なの

か？」､「NPOに期待される役割とは？」など､市民活動のこれからについてお話

していただきます。 ◆宇部全日空ホテル3F万葉の間(宇部市相生町8-1/TEL：
0836-32-1112） ★参加無料・要申込 ✱定員：200名 ✱講師：松原 明氏(NPO法人
シーズ･市民活動を支える制度をつくる会 副代表理事) ✱レセプション（情報交換､意見

交換､名刺交換等/同日17:00～19:00/同ホテル2F｢飛鳥の間｣/会費5000円） 

特定非営利活動法人               

うべネットワーク                

〒759-0029 宇部市新天町1丁目2-

36 まちづくりプラザ2F TEL：0836-

36-9555 FAX：0836-39-2272 

NPO･市民活動    

福 祉  

動 物 福 祉 

子 育 て 

文 化 ･ 芸 術 

 

  

           

 

「里楽巣」（りらっくす）／ 2月4

日（金）、10日（木）、12日

（土）、18日(金)、26日(土)  
9:30～14:30(入室・退室自由） 

在宅の精神障害者のみなさんが自由に楽しく過ごせる集まりの場♪              

日常生活で身近な困り事の相談のできる場♪簡単なお昼も提供します。 ◆里楽巣（山
口市楠木町1-62）  ★利用料：原則250円（1回・1日）  ✱開設日は事情により変更する場

合がありますので、事前にご確認を。   

特定非営利活動法人          

ふれあいの家鴻の峯          
TEL：083-924-5561      

「アフリカンエキスプレス」           

プレ･イベント                  

【その１】アフリカをポロリン♪             

民族楽器カリンバをつくろう                  

2月19日（土）10:00～12:00                  
【その2】アフリカをがぶりっ！               

セネガルの料理とお話              

2月27日（日）10:00～13:00 

アフリカを通じて世界が見えてくる・・・・【その1】カリンバはアフリカの楽器の一つ「親
指ピアノ」。リサイクルでマニャンガやマラカスなども作ります。【その2】トマト味の野菜たっ

ぷりソース「チュー」＆「クスクス」を作って食べよう。+ 聞いてみよう「セネガルの自然や暮ら

し、子どもたちのこと」◆大殿地域交流センター（その1・2） ★参加費：【その1】ひ
とり200円／【その2】小学生以上350円・小学生未満200円✱定員：各回30人（大人･こど

も）  ✱持ち物：【その1】ペットボトルや空き缶／【その2】カレー皿､スプーン､飲み物   

✱託児サービス申込締切：【その1】2月10日(木)／【その2】2月21日(月)  ✱申込方法：電

話･FAX･E-mailのいずれかにて、参加希望のイベント名･お名前･年齢･連絡先電話番号

をお知らせください。（FAX･E-mailでお申込みの方で、2日以内にこちらから折り返し連絡

がない場合はお問合せください。） ✱プレイベント両方の参加も可。 ✱【関連イベント】ア

フリカ体感コンサート｢アフリカンエキスプレス｣：3月13日(日)【低学年】14:00～【高学年】

18:30～／山口県教育会館ホール／入場料(3歳以上)一般3000円(当日3500円)    

NPO法人                  

こどもステーション山口   

TEL＆FAX：083-925-1486        

E-mail：          

co26station@yahoo.co.jp       
【開館：月～金曜日10:00～17:00】 

タペストリー講座            

2月22日（火）10:00～12:00 

お部屋の春のよそおいに華をそえませんか？布絵の技法を使って、アクリル絵

の具で透明感のある鮮やかなタペストリーを作ります。花びらの形や色、全体

の構成などで、初心者でもかんたんにオリジナルなタペストリーが出来上がりま

す。 ◆クリエイティブ･スペース赤れんが 準備室 ★材料費：1000円(こどもステー
ション山口の会員は800円) ✱定員：14名(定員になり次第締切）  ✱講師：望月英子さん

（Dekoアトリエ主宰） ✱持ち物：カッター､カッター板 ✱申込方法：電話･FAX･E-mail･郵

送のいずれかにて、お名前･年齢･住所･郵便番号･電話番号･こどもステーション山口の会

員か否かをお知らせください。 ✱主催：NPO法人こどもステーション山口 

クリエイティブ･スペース                

赤れんが              
〒753-0088山口市中河原5-12 

TEL：083-928-6666           

FAX：083-928-6611        

E-mail： renga-ya@c-able.ne.jp 

上映『フローズン・リバー』    

2月26日（土）①10:30～②
13:30～③16:00～④19:00～ 

ニューヨーク州最北部。2人の母親は家族のために、凍てついたセント･ローレン

ス川を渡り､犯罪に手を染めていく・・・光を信じて。夫に新居購入費用を持ち逃げさ
れた妻のレイは、支払期日までに金を工面するため、移民をカナダ側で車のトランクに積

み、セント・ローレンス川を越えアメリカ側に不法入国させる闇の仕事に手を染める。レイは

モホーク族のライラと手を組み、国境越えを何度も成功させるが……。◇2008年／アメリ

カ／97分 ◆山口県教育会館 ★料金（会員外）：【一般･大学生】1500円（前売券･
電話予約可）・当日券1800円／【高校生以下】800円（当日券のみ） 

西京シネクラブ                   
TEL：083-928-2688（13時～）

FAX：083-928-2689                

http://

saikyocineclub.soreccha.jp/ 

猫の譲渡会                        

＆フリーマーケット             
2月6日(日)9:30～15:00 

野良猫の里親探しを行っています。掘り出し物満載のフリーマーケットも同時開催♪ 
売り上げは野良猫の避妊、治療費などに充てます。飼い方などの相談にものっています。  

◆さぽらんて                         

よつばの会                   

TEL：083-901-1166              
（さぽらんて気付）  

講座「パパにあげたい 

バレンタインチョコ作り」                
2月3日(木)10:00～12:00 

もうすぐバレンタイン。パパにヘルシーな手作りチョコを贈りませんか？たまご、砂
糖、乳製品を使わないのに美味しい本格濃厚チョコバー。「はちみつ大根」も作ります。   

◆湯田地域交流センター  ★参加費：1000円(材料費込） ✱託児あり（要申込）  
✱ 試食ティータイムあり。お持ち帰りのチョコ＆はちみつ大根あり    ✱持ち物：エプロン､

タオル､チョコを流しいれる密閉容器､はちみつ大根を入れる小瓶 

すこやか育ち隊       
TEL：083-928-1722         
（担当：井出崎）       

おもちゃの病院               

2月13日（日）10:00～12:00    
【受付：10時～11時半】 

おもちゃの病院は、こわれたおもちゃを修理して使えるようにします。お子さんの目の前で

おもちゃを分解し、中のからくりを一緒に観察することによって「科学する心」「ものを大

切にする心」を育てることを目的にしています。 ◆山口市リサイクルセンター2
階セミナー室 ★参加無料 ✱小学生以下のこどもが使用するもの限定。 ✱参加者多
数の場合は、山口市内の方を優先させていただくことがあります。 

やまぐちエコ倶楽部      
（山口市リサイクルプラザ内）      

TEL：083-927-7122      

FAX：083-927-7133           
山口市大内御堀４８９番８  

ママかん フリーcafé   

2月15日（火）10:00～13:00 

障害のある子どもを育てるママたちの出会いや、憩いの場、情報交換の場、安

らぎの場♪子育てのことや気がかりなことがある方は臨床発達心理士や先輩ママに気軽

に相談できますよ♪ ◆山口県立大学地域交流スペースYucca（ユッカ) ★会費：500
円（フリードリンク代含む） ✱主催：山口県立大学社会福祉学部藤田研究室、ママかん 

Yucca（ユッカ）               

TEL：083-934-8011            

藤田研究室 E-mail：           

kumi@yamaguchi-pu.ac.jp       

ママグループカウンセリング

『交流会』           
3月4日（金）10:00～       

自閉症児を育てられている母親が語り合える場。毎回テーマを基に、日頃のお子さ
んの様子、子育ての悩み、工夫している点などを語り合う中で、共に学び合い、さまざまな

ことを共感することにより、母親同士の仲間作りができればと考えています。 ◆山口県発

達障害者支援センターまっぷ（山口市仁保中郷50番地）  ✱対象：自閉症の子どもを育
てる母親10名程度(講座の10日前までに要申込。定員になり次第締切） ✱講師･コーディ

ネーター：藤田久美さん（山口県立大学准教授）  ✱託児なし  

山口県発達障害者支援センター 

まっぷ              
〒753-0302 山口市仁保中郷50番地

TEL：083-929-5012        
【平日8:30～17:30】             

    


