
防府の“学び”と“ボランティア”に

関連する 3 機関が協働で編集しているこ

の『まなぼらさぽーと』。実はこの形態は

全国的にも珍しく、他市・他県の各機関に

は驚かれる情報紙なのです。協働で編集す 

ることにより、各機関それぞれの強みを生かすことができています。また、編集会議が情報交換の場となり、日頃か

ら横のつながりをしっかり築くことができています。平成 29 年最初の今号では、その 3 機関の特長やイチオシを

改めてご紹介します。 
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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  

「学ぼうや文庫」 

図書・ＤＶＤ貸出 

文化福祉会館の部屋 

防府市民の『誰もが安心

して明るく楽しく暮らし

ていけるまちづくり』をす

すめるために、防府市文化

福祉会館 1 階に設置され

ています。 

学習相談の受付や講

座・講師の紹介、生涯学習

図書・ＤＶＤの貸出など、

みなさんの生涯学習を応

援するために防府市文化

福祉会館 1 階の生涯学習

課に設置されています。 

防府市における市民活

動の促進支援及び活性化

を図る目的で、ルルサス防

府 2 階に設置されていま

す。 



 

市広報 1 日号

『みんなの広場』

で活動の PR がで

きます。 

『まなぼらさぽーと』『協

働事例紹介（5P）』、『おしら

せ（6・7P）』で活動のＰＲ

ができます。 

また、センターに登録している団体・個人に

対して、情報発信のサポートも行っています。 

コミュニティＦＭ『ＦＭわ

っしょい』毎週月曜日にセン

ターコーナーを設けていま

す。ラジオへ出演し、活動の

ＰＲができます。 

公民館や市役

所、公共施設、小・

中学校へのチラシ

配布ができます。 

センターの HP、ブログ、Facebook ページで活

動の紹介やイベントの告知をします。 

市民活動支援センターの連絡先は、8P をご覧ください♪ 

▲スキルアップのための講座 ▲ロビーでのパネル展示 

学校などの活動で支援者が必要な場合は、各地域の公民館

にご相談ください。各公民館で該当者が見つからない場合は、

生涯学習課で管理している市内全域の支援者の情報の中か

ら、該当者を紹介します。 

 

 

学校や公民館、地域の活動などで講師が必要な場合は、

相談コーナーにご相談ください。内容や日時を聞いて講師

と連絡・調整をします。ホームページなどで名簿を見て学

びたいことがあれば、5人以上のグループで利用できます。 

 
相談コーナーの連絡先は、8P をご覧ください♪ 

市民活動支援センターは、講座開催や相談対応を

通して、活動に必要な企画力・運営力・資金力・

広報力などのスキルアップのお手伝いをします。   

センターに団体・個人登録すると、会議室や印刷

機、ロッカーなどを利用できるほか、無料パネルを

使用した展示会の開催、簡単な問合せ窓口業務（申

込み受付や取次程度）の依頼などもできます。 

専門的な知識や生活に密着した知識・技術をお持

ちの方に登録していただき、市内のさまざまな学習

の場に講師として派遣する制度です。個人登録と団

体登録があり、特別な資格は必要ありません。また、

わずかですが市から交通費が支払われます（近隣の

地域内での移動の場合は支払われません）。登録は

生涯学習相談コーナーで受付をしています。 

学校などでさまざまな活動の支援を行いたい方に

登録していただく制度です。お住まいの地域での活

動が主になりますが、近隣の地域や市内全域で活動

していただける方も大歓迎！授業やクラブ活動の補

助、登下校の見守り、施設の環境整備など自分にあ

った内容で登録できます。個人登録と団体登録があ

り、お住まいの地域の公民館で受付をしています。 

★制度の利用方法★ 



 

今号の特集では、ボランティア活動・利用するときに役立つ、3 機関のイチオシ情報をまとめました♪各機

関それぞれ特長がありますが、日頃から連携がしっかり取れているので、どちらの機関へ相談されても、３機

関総力を挙げてみなさんの活動をサポートします！ 

※（市広報・社協だよりに掲載予定） 

★ボランティアの種類、現在募集している 

ボランティア情報を提供します！ 

★ボランティア担当者が相談者の方と一緒

に、その人にあったボランティア活動を探

していきます！ 

 

●【市民手話講習会】（4 月開講予定） 

 ・簡単な手話を学べます。 

●【音声訳ボランティア講習会】（4月開講予定） 

 ・文字を音声に変えて情報を伝達する活動を学べます。 

●【要約筆記講習会】（3 月開講予定） 

 ・筆記通訳を行う活動を学べます。 

●【ボランティア入門講座】（3 月開講予定） 

 ・ボランティア活動の基礎が学べます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉協議会の連絡先は、8P をご覧ください♪ 

Ｑ、ボランティア活動にはいったいどんな

分野の活動があるの？ 

Ｑ、自分にあったボランティア 

  活動って何だろう？ 

           などなど 

 

 

 

 ★長年ボランティアをされている方が、み

なさんのボランティアに関する相談を受

けています！ 

★活動する方が気軽に集い、ほっと一息つ

き、また、情報交換する場でもあります。 

 

 

 
▲可愛い小物も作れます♪ 

・「自分のことは自分で」が基本（体調、服装、必要物品、安全管理） 

・何のため、誰のための活動なのか、目的を理解しましょう 

・活動を通して出会った人などのプライバシーを守りましょう 

・感謝の気持ちをしっかり伝えましょう 

・早めにお願いしましょう 

・しっかり打合せをしましょう 

・人数や仕事量が多すぎたり少なすぎたりしないか考えましょう 

・当日の活動以外にも、その準備のために時間やお金がかかっていることを忘れないようにしましょう 

 

相手のことを考えましょう 



 

 

右田小ＰＴＡ保体部活動 
 

キンボール 

 
 

 

 

 

『ほうふ幸せます人材バンク』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 

 11 月 24日（木）右田小で行われたＰＴＡ保体部の活動で、指導者バンク登録講師の久保田稔さ

んがキンボールの指導をされました。 

【講師】ほうふ幸せます人材バンク 

〔スポーツ・レクリエーション分野〕 
 

久保田
く ぼ た

 稔
みのる

さん 
 

 キンボールとは、直径 1.22ｍ、重さ 1ｋｇの大きなボールを使い、ヒットとレシー

ブを繰り返し点を競い合うニュースポーツです。 

 この日は、４年生 101 名が、A・B２つのコートに分かれ、１つのコートに赤・青・

黄・緑・桃の５チーム（１チーム５人）が同時に入り試合をしました。 

 久保田さんから、ルールの説明を受けたあと、体育係の児童が前に出て、みんなで準

と大 備体操をし、いよいよ試合開始です。赤チームがじゃんけんに勝ち、「オムニキン黄」（※）と大きな声で叫んで、 

ボールを打ち上げます。黄チームは一斉にボールめがけて走りますが、ボールは落ちてしまい黄以外の４チームに 

点が入ります。次に黄チームが、「オムニキン青」と叫んでボールを打ち上げると、青チームが一 

斉に走り、今度は上手くボールを受け止め青チームに点が入りました。5 分間の試合が終わり、得 

点が発表されると、勝ったチームの子どもたちは、飛び上がって大喜びしていました。ほとんどの 

子どもが初体験でしたが、一生懸命取組み楽しい時間を過ごしました。 

 

 

（※）オムニキンとは「全ての人が 

楽しめるスポーツ」と 

いう意味のかけ声です。 

 

“わっしょい” みんなで 
防府の元気な活動を

紹介するよ！！ 

●紙芝居のはじまり～はじまり～ 

田中さんは、奥様のボランティア活動のお手伝いをきっかけに『やまねこ劇場』という 

名前で紙芝居のボランティアを始められました。最初は一人での活動でしたが、徐々に輪 

が広がり、今ではハーモニカ演奏と歌のボランティアさんと 3 人で活動されています。 

活動場所は、各デイサービスなどの福祉施設や市内のふれあい・いきいきサロン（※）で約 10 ヶ所、毎月 1

回ずつ回っておられます。活動で使う紙芝居は図書館で探します。大人向けのものが少ないので昔話も入れて、

１回に４冊から５冊ほど選んで借ります。その中から曲が合いそうな物語をいくつか選び、約 10 日かけて曲を入

れた台本を作ります。それから練習してみなさんの前で披露するまでに２～３週間かかるとのことでした。 

●紙芝居を通して人に想いを伝える・・・ 

 田中さんは演劇の経験があり、発声や演技力で紙芝居をよりわかりやすく、聴いてくれる方に楽しんでもらえ 

るように心がけておられます。みなさんが「次も楽しみに待っているよ！」と言って

くれることが、活動を続けていく力になっているそうです。 

             「ボランティア活動は、人のためにしているというよりも自分のためと思っていま

す。自分を元気にさせてもらっています！」と話されていました。 

            （※）ふれあい・いきいきサロンとは高齢者、障害者、子育て中の親子など地域の誰でも気軽に 

集える『地域の居場所』です。 

 

た な か    と し か ず 

 

▲楽しい紙芝居の様子♪ 



『子育て県民運動地域推進協議会防府地域コーディネーター「ぬくぬく」』は、

県の事業である『やまぐち子育て県民運動地域コーディネーター養成講座』の防府

の受講者が集まり平成 17 年に発足しました。 

企業、地域や行政などの団体が連携し、県民総参加で、結婚、妊娠、出産、子育 

てを支える環境づくりを推進していくために県が設立した『やまぐち子育て連盟』を母体とし、より身近な地域で

さらに極め細やかな支援を展開するための橋渡しの役割を担っています。自身の子育てがひと段落したメンバー

が、今度はその経験を活かして支援をしようと集まり、現在は 4 名で活動しています。 

 

防府市内にはたくさんの子育て支援団体があり、それぞれが情報発信をしていますが、「ぬくぬく」は市内全域

でいつ、どこで、どんなことが行われているのか、子育て中の方にわかりやすく伝えたいという思いで、各団体の

情報を一つにまとめた『子育て支援カレンダー（通称「ピンクのカレンダー」）』を年 3 回発行しています。平成

19 年発行当初 10 ヶ所だった情報収集先は、今では 36ヶ所に増え、カレンダーの設置場所も、公共施設だけで 

     なく、スーパーや病院、幼稚園、保育園など 116ヶ所に及びます。 

平成 26 年 9 月、『ほうふ子育て支援ネットワーク』が設立されたことにより、子

育て支援団体同士のさらなる連携が期待できます。今後も、支援の輪が広がることを

目標に活動していきたいと思います。 

 

  
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！ 

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８Ｐ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 

めっきり寒くなりましたね。 

こんな時は、コタツに入って

いるのも良いですが、楽しく

大勢で体を動かしましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人数：何人でも 

場所：室内 

準備：空箱のフタ、 

空き缶、お手玉 

★『グラグラ バランス タワーゲーム♪』のあそびかた★ 

 ★【用意するもの】 

お菓子の空箱のフタ、空き缶、お手玉 

★【バランスタワーの作り方】 

テーブルの上に空き缶を置き、その上にお菓子の空箱のフタ、その 

上に空き缶、お菓子の空箱のフタの順番で 2～3段重ねたら完成！ 

★【遊び方】 

① 参加者はバランスタワーが置かれている、 

テーブルの周りに集まります。 

② 1 人につきお手玉を５個配ります。 

③ 参加者はじゃんけんでお手玉を乗せる順番を 

決め、1人 1個ずつバランスタワーに乗せていきます。 

④ タワーを崩さずに、全員がお手玉を乗せることができたらOK!! 

 

 

 

 

 

 

【問合せ】子育て県民運動地域推進協議会防府地域コーディネーター「ぬくぬく」 
担当：林 秀子 TEL（0835）24-1017 

 
▲「ピンクのカレンダー」 



＝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 
 

 

【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 

 

1 月 23 日（月）①13：30～15：30 

        ②19：00～21：00 

※2 回とも内容は同じです。 

防府市市民活動支援センター 会議室 

市民活動団体や NPO 等に関するさまざまな資金に

ついての特徴や理解を深めるとともに、各団体の思

いを実現するための活動や事業を整理し、助成金申

請等において上手く伝えるための方法を学びます。 

・市民活動団体やNPO 

・自治会や社会福祉関係者など 

各 10名【要申込み・先着順】 

500 円（資料代） 

防府市市民活動支援センター 

TEL（0835）38-4422 

1 月 30 日（月）前編 10：00～12：00 

後編 13：00～15：00 

防府市地域協働支援センター 研修室 

 

ワードでチラシをつくるための基本的なテク

ニックを、実技を通して学ぶ 

 ワードのテクニックを組み合わせたチラシの

作り方、自分のチラシのビフォー＆アフター 
※部分受講については要相談 

お金をかけずに良いチラシをつくりたい方 

※ワードの基本操作（文字入力）ができる方 

20 名  2,000 円（全 2回分） 

防府市市民活動支援センター 

TEL（0835）38-4422 

1 月 27 日（金）①13：30～14：30 

        ②15：00～16：00 

        ③19：00～20：00 

防府市市民活動支援センター 作業室 

年度末が近付いてきて、多くの団体で決算を迎える 

時期となりました。これでいいのかなと思いつつや 

っている日々の会計処理や、いざ作業してみると出 

てくる 1年に 1 回の決算のちょっとした疑問など 

について、一緒に再確認しながら、決算書類を作成 

するまでをサポートしていきます！ 

NPO・ボランティア団体などの会計担当者 

無料 

防府市市民活動支援センター 

TEL（0835）38-4422 

防府市では、11 月より「妊娠・出産・子育て」と

それぞれの時期に必要な情報をまとめて分かりや

すくお伝えするために、子ども・子育て支援に特化

した『幸せます子育て応援サイト』を開設しました。 

 

防府市健康福祉部子育て支援課 

TEL（0835）25-2626 

 

♥「届出」「健康」「おかね」「あずける」「学ぶ・

でかける」「相談」「病院・救急」に情報を分類し

ており、シーンにあわせて、ほしい情報が探しや

すいようになっています！ 

 アプリ版もあります♪ 

ユーザー登録すれば、お子

さんの年齢や出産予定日

にあわせて、必要な情報が

届きますよ♪ 

 

ぜひ、活用して 

くださいね♥ 

 

～子どもたちを見守る地域づくり～ 
1 月 1７日（火）13：30～（開場 13：00） 

防府市文化福祉会館３階４号大会議室 

◆講演①「防府の児童福祉の実情について」 

【講師】防府市健康福祉部子育て支援課  

子ども相談室 

    室長 永見
な が み

 道
みち

枝
え

 さん 

◆講演②「子ども食堂について」 

     ～温かいごはんをつくって待っている人がいる…～  

【講師】防府海北園 園長 岩城
い わ き

 淳
じゅん

 さん 

◆講演③「赤ちゃん文庫について」 

    ～生まれた時から始まっている見守り～ 

【講師】防府市健康福祉部健康増進課保健係 

係長 山
やま

﨑
さき

 貴子
た か こ

 さん 

地域福祉に関心のある人   無料   

８０名【先着順】  1 月 10日（火）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 

防府市 子育てサイト 検索 

前
編 

後
編 



 

 

（父）学
まなぶ

  （母）希望
の ぞみ

           学
まな

ぼうや    （妹）学
まな

び 

 

（祖母）夢子
ゆ めこ

 

（祖父）学兵衛
ま な べ え

  

 

 

～市内のサロン活動を紹介します♪～ 
2 月２１日（火）13：30～（受付 13：00） 

防府市文化福祉会館 3 階 4 号大会議室 

 ◆説明「誰でも・気軽に・楽しく『ふれあい・ 

     いきいきサロン』をはじめよう♪」 

 ◆講話「お口の健康が健康寿命を延ばします！」 

 【講師】山口県歯科衛生士会  

会長 金子 郁子 さん 

 ◆体験「貸出グッズを体験しよう♪」 

 ・「ふれあい・いきいきサロン」に関わっている方 

 ・今後「ふれあい・いきいきサロン」を開設する 

  予定のある方 

無料   80名【先着順】 

2 月 14 日（火）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 

2 月 26 日（日）10：00～15：00 

防府天満宮 春風楼前広場 

今年も防府天満宮 梅まつりにて、「天神藝術村」を 

開催します。梅を愛でながら大道芸や多国籍料理、 

手づくり雑貨の販売などを楽しんでください！ 

防府市市民活動支援センター 

TEL（0835）38-4422 

 

＜募集内容＞ イラスト 

ハガキまたはハガキサイズの画用紙に「学ぼうや」や

「学ぼうや家族」を入れて、テーマに沿ったイラスト

を描いて応募してください。（※用紙の色は問いませ

ん） 

＜応募方法＞ 

作品の裏面にタイトル・住所・氏名・電話番号（園児・ 

児童・生徒の場合は、園名または学校名・学年も付 

記）を書いて、郵送または直接、提出してください。 

＜注意事項＞ 

●一人一点までで、自作、未発表のものに限ります。 

●作品の著作権は主催者に帰属するものとし、 

作品の返却はいたしません。 

 

今年は防府市制施行８０周年の節目の年です。これまでの「防府」について、「防府歴史・

文化財読本～ほうふ学入門～」から学んでみましょう。「防府歴史・文化財読本～ほうふ学入

門～」に記載されていることと、「学ぼうや」や「学ぼうや家族」の入ったイラストを描いて

みませんか？みなさんのご応募をお待ちしています！ 

 ＜応募締切＞ 

1 月２０日（金）【必着】 

＜その他＞  

●応募された全作品は、生涯学習フェスティバル会場

（ルルサス防府、アスピラート）にて、3 月１２日

（日）に展示します。 

●入賞作品の選出は生涯学習フェスティバル来場者

による投票で決定します。 

＜問合せ・応募先＞ 

防府市生涯学習フェスティバル実行委員会 

【事務局】防府市教育委員会教育部生涯学習課 

 〒747-0026 防府市緑町 1-９-２ 

防府市文化福祉会館内 

TEL（0835）23-301３ 

FAX（0835）38-8131 

《テーマ》「ほうふ学入門」と学ぼうや！ 

 

2 月 6 日（月）10：00～12：00 

防府市地域協働支援センター フードスタジオ 

ナッツ入りブラウニーの調理・試食、ラッピングや 

盛り付けのポイントの説明 

【講師】青木 さやか さん（管理栄養士） 

どなたでも    15名【先着順】 

1,000 円（材料費含む） 

託児 1 人 300 円 2人目以降 200 円 

エプロン・三角巾・手ふきタオル 

防府市市民活動支援センター 

TEL（0835）38-4422 

 

15 名 

 

 

防府市市民活動支援センター 

TEL（0835）38-4422 2 月 19 日（日）10：00～12：00 

防府市地域協働支援センター 研修室 1 

まだまだ続きそうな「マイナス金利」時代に不安を 

抱いている人も多いはず。そんな不安を解消すべく、 

公的社会保障制度を賢く使いこなし、家計の見方
ミ カ タ

 

を習得して、家計の味方
ミ カ タ

につけてみませんか!? 

【講師】中村 久枝 さん 

（山口県金融広報委員会アドバイザー） 

20 名 

500 円 

防府市市民活動支援センター 

TEL（0835）38-4422 



 

 

 

（2か月に 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。 

 

 

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 8：15～17：00（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 8：15～17：00（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） 
 

特集を通して改めて各機関の情報

を見ると、「え！なんてお得な

の！」とびっくりしてしまいまし

た。私たちの発信が少しでも皆さ

まのお役に立ちますように。（Ｆ） 

あけましておめでとうございます

今年は酉年！良い事をいっぱい 

取り（酉）込んでもらいたくて 

3機関のいい情報を集めてみまし

た。よろしくお願いします。（Ｕ） 

 

明けましておめでとうござます。

年々一年が経つのが早く感じるの

は年のせいでしょうか…今号のそ

れぞれの機関のイチオシ！是非活

用してみてください！（Ｔ） 

 

 

   

対 象 環境保全に資する活動を行う民間の団体 
締切り 平成 29年 1月 16日（月）※必着 持参は18：00迄（新規団体） 

問合せ 独立行政法人環境再生保全機構 地球環境基金部地球環境基金課 

住 所 〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町 1310ミューザ川崎セントラルタワー8階  

ＴＥＬ （044）520-9505 ＦＡＸ （044）520-2192 

ＵＲＬ http://www.erca.go.jp/jfge/subsidy/application/ 

（応募書類は HP からダウンロードできます） 

対 象 営利を目的としない民間団体が行う、住まいとコミュニティづくりに関わる以下のような分野についての活動 

●社会のニーズに対応した住まいづくり ●住環境の保全・向上 ●地域コミュニティの創造・活性化 

●安心・安全に暮らせる地域の実現 ●豊かな居住環境の実現 

締切り 平成 29年 1月 11日（水）※必着 

問合せ （一財）ハウジングアンドコミュニティ財団 助成係 

住 所 〒108-0014 東京都港区芝 4-2-3 NMF芝ビル 4階 
ＴＥＬ （03）6453-9213（土日祝を除く 9：30～17：30）  ＦＡＸ （03）6453-9214 

ＵＲＬ http://www.hc-zaidan.or.jp/（応募書類はHP からダウンロードできます） 

 

ボランティアコーナーでは、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♪開催日は下記表をご覧ください。どうぞお気軽にお越しください♪ 

 

 

 

                              

    

【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／出入り自由） 

【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】小学生高学年以上 【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 

 

1 年経つのは早いですね。干支作りを引き続き行います。江戸打紐を使った酉を作ります。世界に一

つだけの素敵な作品を作りませんか？みなさんの参加をお待ちしています！ 

 

  １月 ★13 日（金） ★16 日（月） ★20 日（金） ★23 日（月） ★27 日（金） ★30 日（月）   

２月 ３日（金） 6 日（月） 10 日（金） 13 日（月） 17 日（金） 20 日（月） 24 日（金） 27 日（月） 

 


