
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 月 5 日は『こどもの日』♪子どもの健やかな成長を願

うこの日にちなんで、子どもたちが地域のために取組むボラ

ンティア活動や、子どもたちが健全に笑顔で成長できるよう

に支援をしている活動などにスポットを当てて紹介します。 

 

 

 

体は梅の実、耳は梅の花の 

つぼみをイメージしています。 

３機関・協働発行／防府市教育委員会教育部生涯学習課生涯学習相談コーナー・防府市社会福祉協議会・防府市市民活動支援センター 

Ｐ４ 

 

Ｐ５ 

 

●報告！！生涯学習指導者バンクの活用 

『古典芸能南京玉すだれ山口保存会 』 

●防府市市民活動支援センター登録団体情報 

『花供養あじさい会』 

●特集  

かがやけ！きらめけ！子ども特集 

●今号の元気人 

『まちの達人 受賞者 中山 和代 さん』 

Ｐ１～３ 

 

Ｐ４ 

 

『水の自遊人 しんすいせんたい アカザ隊』が、防

府駅から防府天満宮へ向かう道を、観光客になって歩

いてみて、観光マップに災害が起きた時に役立つ情報

を加えてみようという防災ピクニックを行いまし

た！ 

子ども 7 名と引率の大人 3 名が参加し、防府駅か

ら防府天満宮までを、避難場所表示や海抜表示など、

災害時に役立つ情報や観光に役立つものなどを探し

ながら歩きました。 

歩き終わった後は、観光マップにAEDや公衆電話、

消火栓、トイレの位置などをポイント。さらに、その

上にクリアシートを重ねて、洪水ハザードマップの浸

水域を塗り、防災・観光マップをまとめました！ 

参加した子どもたちにとって、日頃は車でしか通る

ことのない場所を歩いてみることで、新たな発見があ

ったようです！ 

▼うめてらすで、観光に役

立つもの探し。『ぶっちー』

とも記念撮影♪ 

防府市を拠点に活動しているビーチサッカーチー

ム『プラシア山口』では、子どもたちの環境意識の

向上と、ビーチスポーツの振興を目的として、月 1

回程度、子ども達を対象とした『ビーチサッカーク

リニック in 富海』を開催しています。 

日本代表経験者を含む選手達によるビーチサッカ

ーの指導を受けることができるこのクリニックで

は、毎回最初に、参加者全員で富海海岸の清掃を行

っています。 

海岸でスポーツを楽しむことを通じて、人と自然

との関係や海辺利用のあり方について見つめ直すき

っかけとなっています。そして、自然の恩恵に感謝

し、その環境を守ることの大切さを学ぶことにもつ

ながっています。 

自然を大切にしながら、ビーチサッカーの練習に

励んでいます！ 

詳しい日程などは、プラシア山口の公式ホームページ

（http://pracia.info/）をご覧ください。 
▲皆で楽しくおしゃべり

しながら歩きました！ 



『学校図書ボランティアネット・防府』は、防府市内の小・中学校

や総合支援学校などで、『読み語りボランティア』や『学校図書ボラ

ンティア』として活動している個人や団体が集まって、平成 23年に

立ち上げられました。 

日頃は学校に赴いて、朝の読書時間や昼休み、授業時間などに子ど

もたちに読み語りを行ったり、学校図書館のカウンターや壁面の装

飾、環境整備などを行っておられます。 

現在、牟礼小・牟礼南小・松崎小・華浦小・中関小・西浦小・華城

小・佐波小・大道小・華陽中・総合支援学校の市内 11 校で読み語り

活動を行い、牟礼小・牟礼南小・松崎小・西浦小・華城小・佐波小・

大道小・佐波中の市内８校で学校図書館の装飾や環境整備活動を行っ

ておられます。 
▲子どもが興味を持つよう装飾を工夫 

日頃は各々が学校で活動されていますが、年 3 回は研修会を行われ、

読み語りの技を磨き、学校図書館への知識を深め、会員同士の情報交換

でいろいろな知恵や工夫を学び、日頃の活動に生かされています。 

自分の子どもが在学中にこの活動を始められ、卒業後も活動を継続さ

れる方も多くおられるそうです。 

各学校では、新メンバーを募集されているとのこと。「学校でボラン

ティアの募集がありましたら、ぜひ参加してみてください。本を読む時

の子どもたちの笑顔や真剣な眼差しに、新鮮な喜びをもらって元気にな

れます。そして、『学校図書ボランティアネット・防府』でお会いしま

しょう！」と言われていました。 ▲読み語りの研修の様子 

▲みまわり活動中の様子 

『中関地域みまわり隊』（以下、みまわり隊）は、平成 17年 5月に発足し

た、地域の安全確保と環境美化をめざし活動するボランティア団体です。日ご

ろから『中関地域みまわり隊』と書かれたユニフォームを着用し、地域を巡回

しておられます。より良い活動にするため、学校や地域の交番等と連携し、小

中学生の登下校の時間帯に合わせ、通学路を中心に見まわりをされているそう

です。また、環境美化に努めるため、巡回中にポイ捨て等防止の呼びかけやゴ

ミ拾いも行っておられます。 

  活動中に児童・生徒と出会ったときは必ず

挨拶をし、なるべく会話をするようにして、

子どもたちと顔なじみになれるようにと心

がけているそうです。 

 最近では、みまわり隊の活動が地域に浸透し、顔なじみになったということもあ

り、子どもたちから「おはよう」「いつもありがとう」などといった声も聞かれるよ

うになりました。また、学校や地域の方々からも感謝の言葉をいただくことが多く

なったとのことでした。そういったあたたかい言葉が活動を続けていく励みになっ

ているそうです。 

子どもたちの見守り活動は、子どもから大人までみんなが顔なじみになり、互い

に支えあいながら暮らしていける『安心・安全なまちづくり』につながっていると

いうことでした。 

 みまわり隊は、来年（2015 年）で発足して 10年目！これからも子どもたちや

地域の笑顔を守るため、積極的な活動を続けていきたいと意気込んでおられ、地域

にとって頼もしい存在となっているようです♪ 

▲『中関地域みまわり隊』のみなさん 



現在８教室開講している子ども教室の活動

内容をちょこっと紹介♪ 

 

青少年の健やかな成長を育む地域環境づくりの基本となるのは、家庭です。とはいえ、毎日が楽しい家庭であ

るように願っても、いつも忙しく仕事や家事に追われ、家庭での家族のふれあいが薄れがちになっていませんか？

家庭について考えるきっかけづくりとして提唱されている「家庭の日」運動について一緒に考えてみましょう。 

 

●家族の会話の時間をもちましょう。 

●家族で家事などの役割を分担しましょう。 

●家族で一緒に食事や読書をしましょう。 

平成２６年 第３日曜日は以下のとおりです。 

４月２０日   ５月１８日   ６月１５日 

７月２０日   ８月１７日   ９月２１日 

１０月１９日  １１月１６日  １２月２１日 

誰にも言えなくて、困っていることはありませんか？ 

ひとりで悩んでいないで、どんなことでもお気軽にお電話

ください。保護者の方からも、お待ちしています！ 

     ★秘密は固く守ります！ 

●友だちづきあいのこと ●学校や進路、職場のこと ●子どもの非行のこと 

●身体や心、性のこと  ●しつけなど家庭のこと などなんでもＯＫ！ 

 
防府市青少年育成センター（防府市文化福祉会館内）（事務局）防府市教育委員会教育部生涯学習課生涯学習係 

 TEL（0835）23-3013  FAX（0835）38-813１ E-mail   manaboya@c-able.ne.jp 

 

 

   

❤ 経験豊かな相談員が優しくお話をお聞きします。 

平成 25 年度は 155 件の相談がありました。 

 

（フリーダイヤル） 

防府局内のみ 

≪受付≫月～金曜日 8：30～17：00 

【携帯や市外からは（0835）24－3232】 

【問合せ】 

月に一度、家族との時間も大切にしていきませんか？ 

 

牟礼 

A) 牟礼小、牟礼南小学校区 

B) 体験活動（プラバン作り、も

ちつき、工作等）、学習活動

（宿題、読書等） 

 

 

中関 

A) 中関小学校区 

B) 体験活動（昔の遊び）、仲間作

りゲーム（集団遊び）、作品作

り（草木を使った工作）等 

 

新田 

A) 新田小学校区 

B) 学習活動（英会話教室）、

体験活動（お菓子作り） 

 

 

華城 

A) 華城小学校区 

B) 文化活動（お茶、アートフラ

ワー、かるた等）、スポーツ活

動（グランドゴルフ、縄跳び等） 

 

 

玉祖 

A) 玉祖小学校区 

B) 学習活動、体験活動（お菓子

作り、AFPY 等）、スポーツ

（バドミントン、ドッチビー）、

昔からの遊び 

 

A) 対象小学校区 

B) 活動内容 

一人で悩まないで！気軽に相談を！  

◆ヤングテレホン防府◆ 

0120－783474
  なやみよなし

 

 

 無理に名前や学校名を聞かれる

ことはありませんので、安心し

て、お電話してくださいね。 

実践してみよう！３つのこと♪ 

放課後子ども教室は、放課後等の安心・安全な子どもたちの居場所を確保するために、

地域の方々の参画を得て、子どもたちの学習やスポーツ・文化活動を行っています。 

 毎年１地区、放課後子ども教室が開講していく予定ですので、まだ立ち上がっていな

い地区では今後の動きも気になるところです。 

 新しい年度を迎えて、今年も募集が始まります！興味を持たれた方は各地域の教室に

参加してみてはいかがでしょうか。 

 

 A) 松崎小学校区 

B) 通常活動（グランドゴルフ、手作

り工作、昔の遊び）、体験活動（プ

ール遊び、おやつ作り等） 

 

 

大道 

A) 大道小学校区 

B) 学習活動 

（算数の宿題、プリント） 

 

 

佐波 

A) 佐波小学校区 

B) 文化活動（いけ花、お茶、読み聞

かせ等）、体験活動（手芸、工作）、

スポーツ活動（一輪車、ダンス等） 

 

松崎 

子どもたちの健全な成長のためにさまざまな取組みがあり 

ます。その中から２つをご紹介します。 



“わっしょい” みんなで 
防府の元気な活動

を紹介するよ！！ 

【講師】防府市生涯学習指導者バンク 

〔洋楽・邦楽分野〕 

『防府市生涯学習指導者バンク』については…♪ 

防府市教育委員会教育部生涯学習課 生涯学習相談コーナー TEL（0835）23-3015 

★『まちの達人』とは 
生涯学習指導者バンクに登録してボランティ
ア活動されている方に、その功績に対し、活
動回数に応じて表彰する制度です。『ほうふ』
から一文字ずつとって、10 回以上活動され
た方にほほえみ賞、30 回以上の方にうるお
い賞、50 回以上の方にふれあい賞が贈られ
ます。 

 

八王子一丁目自治会 
ふれあいいきいきサロン 

南京玉すだれ 
 

 

 

 

4 月 4 日（金）防府カトリック会館で『八王子一丁目自治会ふれあいいきいきサロン』が開催され、  

指導者バンク登録団体の『古典芸能南京玉すだれ山口保存会』の皆さんが演技の披露と指導をされました。  

今回のサロンは、桜が満開の佐波児童公園が会場の予定でしたが、残念ながら

雨のため屋内での開催となりました。この日は、高齢者の方を中心に約 20 人が

南京玉すだれを楽しまれました。 

南京玉すだれの歴史や仕組みなどの説明の後、軽快なリズムと竹の優しい音に

合わせて『後光』『しだれ柳』『国旗』などの基本演技が披露されました。その後、

参加者の方も、伸ばす、捻る
ひね  

、返すといった動きに挑戦され、講師の皆さんに手

伝ってもらいながら、見事な『しだれ柳』を作りあげました。竹と麻糸で出来た

玉すだれを手に持つ事は健康にも良いそうです。最後に『ささら踊り』『傘踊り』

も披露され、皆さん楽しい時間を過ごされました。 

『まちの達人』ふれあい賞 受賞 

中山和代さんは、指導者バンクの生活文化分野に登録され、ボランテ

ィアの講師として、公民館や学校での学習会や指導者バンク登録講師に

よる公開講座『学ぼうやセミナー』などにおいてレザークラフト（皮革

工芸）の指導をされています。 

この度、指導者バンク講師としての活動回数が 50 回になり、２月 23

日ルルサス防府・アスピラートで開催された生涯学習フェスティバルに

おいて、『まちの達人』ふれあい賞を受賞されました。 

中山さんは小学校や中学校での指導をとても楽し

みにしておられます。手作りのブローチやキーホルダ

ー等のレザーの作品をおばあちゃんやおじいちゃん

など家族にプレゼントしたいと話す子どもたちのう

れ 

▲「学ぼうやセミナー」で 

▲先生の作品（ブローチ） 

指導者バンクの活動５０回！ 

 

子どもの頃から絵を描くのが好きだったという中山さんは、20 代でレザークラフ

トと出会い、その後約 60 年間製作を続け、文化福祉会館でのサークルなどで指導を

してこられました。レザークラフトを愛する気持ちと、物作りの楽しさを伝えたいと

いう思いが、その原動力になっているそうです。 

 自然の草花から学ぶ 

れしそうな笑顔や優しい気持ちが何よりもうれしく、励みになると言われていました。 

今年 83 才になられた中山さん。レザークラフトがあったから、今まで元気で楽し

く過ごす事ができたとのことです。また、家庭菜園を楽しまれる日々の中で、自然の

草花の色や形を見て学ぶことが多く、自然の美しさへの感動が、新しい作品を生み出

す力になっているそうです。活動を支えてくれる優しい家族に感謝しながら、これか

らも楽しい事を見つけて、いろいろなことにチャレンジしていきたいと目を輝かせて

おられました。 

 

 

古典芸能南京玉すだれ山口保存会  



①落ち葉カードを用意する。【図 1】 

 （手づくりでも何でもよい。お手玉等でも代用可。） 

②全員で円になって座る。 

③人数が半分になるように、ひもで円を仕切る。【図 2】 

（例：10 人の場合…5人ずつの 2グループになる） 

④ひもを境として、円になっている内側を自分の庭とする。

【図 3のＡ・Ｂ部分】 

⑤庭に落ち葉カードを同じ枚数になるように並べる 

（例：60 枚であれば、30 枚ずつ。何枚でも可。） 

⑥スタートの合図で、互いに自分の庭に落ちている落ち葉を、

相手のグループの庭に投げ入れる。 

このとき、1 回につき 1枚しか投げてはいけない。 

⑦制限時間は 1分間。 

⑧1 分後、落ち葉カードの枚数が少ないグループが勝ち！ 

わからないことがあればボランティアコーナーまでお問合せください♪ （開設日は８ページ参照） 

【問合せ】防府市社会福祉協議会 ボランティアコーナー TEL（0835）22-3907 ＦＡＸ（0835）25-1388 

 

 

ひらひら落ちてくる庭の

落ち葉をお掃除♪ 

相手グループの庭にどん

どん入れちゃえ～！ 

  
このコーナーでは、ボラ

ンティアや地域での活動で

気軽に楽しめる、ちょっと

したゲームやレクリエーシ

ョンをご紹介いたします！ 

人数：10 人程度 

場所：どこでも  

準備：落ち葉カード、 

   ひも 

★『落ち葉ひろいゲーム』のあそびかた★ 

 

ひも 

図１ 

図２ 

図３ 

 ★防府市市民活動支援センター 登録団体情報★ 

私たち現代人は、毎日のあわただしい生活の中で、ともすると心の

安らぐ時を見失いがちです。しかし、ふと今まさに咲こうとしている

可憐な草花に目をとめて感動したり、短い花の命をいとおしみ、嬉し

いときには心を和ませ、悲しいときには心慰められ、楽しいときには

心弾ませられたりしています。 

花供養あじさい会は、花の命にいとおしみと感謝の気持ちを込めて、

毎年 6月第 3 日曜日に、東大寺別院阿弥陀寺において、市内の花き生

産者や販売者、華道関係者など、花にたずさわる者 約 100 名が集い、

花供養をとりおこなっています。 

今年で 22 回目を迎え、協力していただける団体も増え、皆様のご

協力のおかげで、さまざまな内容の催しが行われるようになりました。 

境内では、防府商工会議所青年部さんのあじさいうどんと弁当の販

売や、国際ソロプチミスト防府さんの茶会も催されます。その他、防

府銘菓や花供養バザーの農産物販売などもあり、多くの方に楽しんで 

いただける催しとなっています。 

4000 本のあじさいが迎える、東大寺別院阿弥陀寺に是非お

越しください。 
 

※ 6 月中はあじさいまつりが開催されています。 
 

あじさいまつり期間中（6/1～6/30）は入山料（大人 200円、

中学生以下無料）が必要です。 
 

【問合せ】花供養あじさい会 

防府市市民活動支援センター気付 TEL（0835）38-4422 

日 時 6 月 15 日（日）10：30～ 

※ 雨天決行 

場 所 東大寺別院阿弥陀寺 

内 容 花供養、献花式 

    琴・尺八 

    コーラス 

     

 

 

 

▲東大寺別院阿弥陀寺のあじさい 



＝活動日時  ＝開催場所  ＝活動内容  ＝募集対象  ＝参加費 

＝申込方法  ＝募集人数  ＝締切り日  ＝問合先   ＝持参物 

人生まだまだこれから！『健康』『コミュニケーショ

ン』『介護』について学びながら、仲間と一緒に充実し

た時間を送りませんか？ 

第１ 課程 5 月 16 日（金）13：30～15：30 

 

 

 

 

防府市文化福祉会館 3階 9 号室 

市内在住の概ね 60 歳以上で 2年間継続して受講 

できる方 

無料（内容によって一部自己負担あり） 

40 名※応募者多数の場合は抽選にて決定 

5 月 7 日（水）【必着】 

電話・ハガキ・E-mail・FAX のいずれかで下記まで 

防府市社会福祉協議会 地域福祉係 

TEL（0835）22-3907 FAX（0835）25-1388 

E-mail fureai-net@hofushishakyo.jp 

 

【問合先】 

防府市教育委員会教育部生涯学習課生涯学習相談コーナー TEL（0835）23-3015 

防府市社会福祉協議会（ボランティアセンター）    TEL（0835）22-3907 

防府市市民活動支援センター            TEL（0835）38-4422 

 

5 月 12日（月）10：00～11：00 

防府市地域協働支援センター 親子ふれあい広場 

【講師】Touch Care School ＆ Salon 

陽花～Haruka～ 

500 円（オイル代を含む） 

10 組 

3 か月～12 か月までの乳児とその保護者 

バスタオル、水分 

防府市市民活動支援センター 

TEL（0835）38-4422 

 

★全 20 課程 

★2 年間 

（平成 26 年 5 月～平成 28 年 3 月） 

★原則第 4 金曜日に実施 

 

 

 日 時 内 容 

1 回目 
5 月 21 日（水） 

19：00～21：00 

Facebook スタート 

基本を簡単早わかり 

2 回目 
5 月 28 日（水） 

19：00～21：00 

Facebook コツとツボ 

発信力をアップ 

3 回目 
6 月 4 日（水） 

19：00～21：00 

イベント告知や集客に

役立つネットサービス 
 
※ 部分受講も可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

防府市市民活動支援センター 

TEL0835-38-4422 

防府市地域協働支援センター 研修室 2 

市民活動、地域活動などの団体活動を行っている方  

10 名【先着順】 

各回 1,000円 

防府市市民活動支援センター 

TEL（0835）38-4422 
 

パソコンは主催者が準備します。 

（自分のパソコンで作業したい方はパソコン持参も可）  

日常的なあいさつから自己紹介、ちょっとした会話

など、普段の生活ですぐに役立つ“手話”を学ぶこと

ができます♪ 
 
第 1 回 6 月 6日（金） 

第 2 回 6月 13 日（金） 

※平成 26 年 7 月 11日まで（毎週金曜・全 6 回） 

●昼の部 10：00～12：00 

●夜の部 19：00～21：00 

防府市文化福祉会館 3階 9 号会議室 

防府市内在住の高校生以上で手話（初級）に関心の 

ある方 

無料 

各 20 名【先着順】 

5 月 30日（金） 

電話・ハガキ・E-mail・FAX の 

いずれかで下記まで 

防府市社会福祉協議会 地域福祉係 

TEL（0835）22-3907 FAX（0835）25-1388 

E-mail fureai-net@hofushishakyo.jp 

人口、面積、貿易額など、日本と関係が深い国など

について学びます。ニュース、スポーツがもっと楽し

くなります。お気軽にご参加ください。 

5 月 24日（土）13：00～16：00 

防府市市民活動支援センター会議室 

『世界の国ぐに』 

【講師】二階堂
にかいどう

 泰
やす

全
まさ

さん 

中学生から大人まで 

1,500 円（資料代を含む） 

20 名   5月 20日（火） 

防府科学をたのしむ会 

防府市市民活動支援センター気付 

TEL（0835）38-4422 



放送大学はテレビやインターネットを利用して授

業を行う通信制の大学で、心理学・福祉・経済・歴

史・文学・自然科学など、幅広い分野を学べます。

現在、平成 26 年度第 2 学期（10 月入学）の学生

を募集中です。 

●15 歳以上の方なら 1科目から学習する選科履修

生・科目履修生として入学できます。 

●18 歳以上の大学入学資格をお持ちの方なら、学力

試験はなく全科履修生として入学でき、卒業する

と学士（教養）の学位を取得できます。 

●ひとつの分野を体系的に学びたい方には、「放送大

学エキスパート」を実施しています。 

出願期間は 8 月 31 日（日）まで【必着】 

放送大学山口学習センター 

TEL（083）928-2501 

※資料は無料でお届けします。 

放送大学ホームページでも受け付けております。

URL http://www.oui.ac.jp 

〒747-0026 防府市緑町 1-9-2  文化福祉会館内 

防府市教育委員会教育部生涯学習課生涯学習係 

TEL（0835）23-3015／FAX（0835）38-8131／E-mail manaboya@c-able.ne.jp 

 

 託児 
あり 

 

防府市文化福祉会館 3 階４号 

どなたでも 

40 名（先着順） 

無料 

   

 

5 月 1 日（木）から 6 月２日（月）までに、電話・FAX・E-mail

またはハガキにて、テーマ名・住所・氏名・電話番号と、託児の有

無（有の場合、預けられるお子様のお名前、年齢）を、下記まで。 

「藍と愛の会」会長 

日展参与 

回 日時 テーマ 講師 

１ 
6/14 

（土）  

13：30～ 

15：00 

若者とさぐる防府の魅力 

─GIS 活用による景観資源の発見 
文化創造学科 講師   倉田

く ら た

 研
けん

治
じ

さん 

２ 
15：10～ 

 16：40 

百歳時代を迎えて 

─高齢者がリードする日韓交流 
国際文化学科 教授  金

きむ

 恵媛
へうぉん

さん 

３ 
6/28 

（土） 

13：30～ 

15：00 
活きている藍 

─自然発酵建てによる正藍染の世界 
飴
あめ

村
むら

 秀子
ひ で こ

さん 

４ 
15：10～ 

16：40 山口の染め織りに学ぶ 文化創造学科 教授  松尾
ま つ お

 量子
りょうこ

さん 

５ 
7/12 

（土） 

13：30～ 

15：00 

大学生を地域に呼ぼう 

─富海の観光活性化をめざして 
国際文化学科 教授   安渓

あんけい

 遊地
ゆ う じ

さん 

※連続しての受講が基本ですが、部分受講も可です。全講座を受講された方には、修了証書をお渡しします。 

★講座の内容等に関するお問い合わせは、山口県立大学附属地域共生センター TEL（083）928-3495まで 

防府の母なる川佐波川に親しむことを目的としたイ

ベント『ホタルの夕べ』が、今年も盛りだくさんの内容

で開催されます。初夏の気持ちのいい佐波川河川敷に、

ぜひ遊びに来てください。 
 

6 月 7 日（土）11：00～20：00 

19：30～20：00 合唱組曲『佐波川』合唱 

合唱終了後、花火の打ち上げ 

佐波川本橋河川敷 ホタル広場 

ステージや企業・団体等のブース出展、フリーマー

ケット、クイズラリーなど 
 

※フリーマーケット参加者・当日ボランティア募集中 

 フリーマーケット ボランティアスタッフ 

内 容 
先着順 64 区画 

※雨天中止 

会場清掃、車両や来場者

案内、会場内の作業等 

時 間 11：00～18：00 8：00～21：00 

対 象 

どなたでも 

※食品販売、プロによ

る販売は不可 

高校生以上 

※高校生は 20：00 まで 

その他 出店料 1,000 円 
最後の片づけまでお手

伝いをお願いします。 

締切り 5 月 20 日（火） 5 月 23 日（金） 
 
ホタルの夕べ実行委員会 

TEL 090-3379-3366（中司） 

フリーマーケットについては下記へ 

TEL 090-2044-8075（あべ） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

防府市教育委員会教育部生涯学習課生涯学習相談コーナー 
 
●〒747-0026 防府市緑町 1 丁目 9-2 防府市文化福祉会館内 1 階 10 号 
●T E L （0835）23-3015     
●F A X （0835）38-813１ 
●E-mail manaboya@c-able.ne.jp 
●開設日時 月曜日～金曜日 8：30～17：00（祝日を除く） 
 

防府市社会福祉協議会（ボランティアセンター） 
 
●〒747-0026 防府市緑町１丁目 9-2 防府市文化福祉会館内１階 14 号 
●T E L （0835）22-3907    ●F A X （0835）25-1388 
●E-mail fureai-net@hofushishakyo.jp 
●H P http://hofushishakyo.jp/ 
●開設日時 月曜日～金曜日 8：30～17：00（祝日を除く） 

 
 
防府市市民活動支援センター 

●〒747-0035 防府市栄町 1 丁目 5-1 ルルサス防府 2 階 
●ＴＥＬ （0835）38-4422 
●ＦＡＸ （0835）24-7733 
●E-mail ehofu@trust.ocn.ne.jp   ●H P  http://hofu-saport.org/ 
●開館日時 水曜日～月曜日 10：00～22：00 

休館：火曜日（火曜日が休日の場合は、その日の後の直近の平日） 
 

昨年度からまなぼら編集会議に参

加し早一年。もう春ですね～とぼ

やいていたらすぐに桜も散ってし

まい、春の風物詩とさようなら(涙)

今年度も楽しく頑張ります！（F） 

市民活動支援センターfacebook

ページを開設しました！市内の市

民活動団体の情報等を発信してい

きます。「いいね」や「シェア」を

お願いします！（M） 

 

（2 ヵ月に 1回・奇数月に発行） これは 3つの機関が協力して作り上げた情報紙です。 

 

最近、私の周りのいろんな人から

妊娠報告を受けています。みんな

年内に誕生！子どもが好きなので

今から楽しみです♪今年は子ども

に囲まれた一年になりそう…（K） 

5 月 5 日はこどもの日♪かわいい手づくり小物で、こどもの日を楽しんでみませんか？また

ボランティアコーナーには他にもたくさん手づくり小物を展示しています♪ぜひ見にきてね♪ 

【日 時】上記表の★マークが付いている日のみ（各日 13：00～16：00 の間） 

【場 所】ボランティアコーナー（防府市文化福祉会館 2 階 16 号） 

【参加費】無料 【対 象】小学生以上 【定 員】各日 5 名 ※先着順 ※要申込み 

【申込み・問合せ】防府市社会福祉協議会 TEL（0835）22-3907／FAX（0835）25-1388 

 

▲完成イメージ 

5月 ★2 日（金） ★9 日（金） ★12 日（月） ★16 日（金） 19 日（月） ★23 日（金） ★26 日（月） ★30 日（金）  

6月 2 日（月） 6 日（金） 9 日（月） 13 日（金） 16 日（月） 20 日（金） 23 日（月） 27 日（金） 30 日（月） 

 

 

 

                              

 

ボランティアアドバイザーによる、ボランティ

アに関する相談や情報提供を随時行っています。

どうぞお気軽にお越しください♪ 

 

 

 

                              

 

●開設日時 毎週月・金曜日 13：00～16：00（下記表） 
      ※開設時間内であれば自由に出入りできます。 

●開設場所 防府市文化福祉会館 2 階 16号 

 

 

                              

 
 

対 象 ●地域から孤立をなくすための活動 ●子どもの生活と子育てを支援するための活動 ●災害対策のための活動 

●障害者の就労と地域生活を支えるための活動 ●地域福祉を推進するため活動 ●更生保護を目的にした活動 

●高齢者の地域生活を支えるための活動 ●その他緊急的な福祉課題を解決するための活動  

※ただし、次の活動は配分（助成）の対象とならない。 

✔当該活動が営利活動や、政治、宗教等の運動のための手段として行われるもの  

✔配分（助成）金以外の収入が期待でき、これによって当該活動が実施できるもの 

✔介護保険事業として行われるもの 

配分金額 活動経費の 80％以内とし、200 万円を上限とする。ただし、法人格をもたないグループについては、原則 50 

万円を上限とする。（※備品等の整備が総支出額の 1/2 以上を占めている場合は、その備品等の 80％以内とする） 

申込方法 申請は原則 1 事業 1 申請とする。また、申請には、主な活動拠点のある共同募金会市町支会・委員会（各市町社 

会福祉協議会）の「活動確認書」が必要となる。期日までに当該共同募金会市町支会・委員会に提出すること。 

締切り 2014 年 5 月 30 日（金） 

その他 その他申請条件や申請に係る添付書類に関すること等の詳細は下記までお問い合わせください。 

問合せ （社福）山口県共同募金会防府支会 

住 所 〒747-0026 防府市緑町 1-9-2（防府市文化福祉会館 防府市社会福祉協議会内） 

ＴＥＬ （0835）22-3907（土日祝を除く 8：30～17：00）  ＦＡＸ（0835）25-1388 

ＵＲＬ http://www.akaihane.net/（応募書類は HP からダウンロードできます） 

 


