
 

今号では、『ステキな出会いみつけに出かけよう』と題して、人や活動との出会いのきっかけとなる講座

やイベント、また“出会い”がさらに新しい“出会い”につながる活動をご紹介していきます。 

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  

 

３月 12 日（日）にルルサス防府・アスピラートで開催される『防府市生涯学習フェ

スティバル』に出かけてみませんか？日頃の学習成果の発表の場、公開講座や体験コーナー

でさまざまな学習に触れることにより学習意欲を高める場、そして学習をしている人同士に

よるネットワークの形成の場となっています！あなたのやりたいことがみつかるかも！！ 

 

幅広い分野の講座などが集まるこの機会に、ステキな出会いをみつけに出かけてみませんか？ 

詳しくは、市ＨＰか市広報 3 月 1 日号をチェック！！ 防府市 生涯学習フェスティバル 検索 

ところ ルルサス防府２階 

ものづくりや、お話、体験など盛りだくさん！ 

ほうふ幸せます人材バンク『指導者バンク』講師によ

る公開講座も開催します！バラエテイー豊かな 29

の講座や展示等が開催されます。 

ところ ルルサス防府 わっしょい広場 

全 14 組の団体・個人が歌や演奏、踊りを発表します。 

ステキな音楽やリズムに出会えますよ♪♪ 

 

昨年は、着物の着付け体験で、たくさんの方に、

着物を着ていただきました。単に着物との出会い

だけではなく、実際に着てみることにより、『着

物を着ている自分との出会い』を体験していただ

きたいと思っています。いつもと違う歩き方、言

葉遣いなど…。 

きっと新鮮な発見があるのでは！ぜひ会場に

足を運んでみてください♪ 

【問合せ】防府市生涯学習フェスティバル実行委員会事務局   TEL（0835）23-301３ 

 

ステージ発表 体験・勉強・展示・ものづくり 

 『学ぼうやコンテスト』の作品展示や 

スタンプラリー、美味しいものがいっぱい

の屋台の出店もあるよ！ 

 

体験講座の先生 

3/12 
日 

いろんな出会いが待っている！やりたいことみつけよう♪ 

●特集  
『ステキな出会いみつけに出かけよう』 

●今号の元気人 

『グリーフサポートやまぐち  山根 和子 さん』 

Ｐ１～３ 

 

Ｐ４ 

 

●報告！！ほうふ幸せます人材バンクの活用 

『桑中朝よみボランティア 』 

●防府市市民活動支援センター協働事例紹介 
『認定 NPO 法人やまぐち発達臨床支援センター』 

Ｐ４ 

 

Ｐ５ 

 

文化センター市民教養講座作品展

 

品展 

ところ アスピラート２階 リハーサル室 

みなさんの力作をぜひ見に来てください。自分もやって

みたいと思ったら…当日は、平成２９年度の市民教養講

座受講生の受付も行っています！ 



 

 

ぜひ、ボランティア入門講座を受けて、新しい自分に出会ってみませんか？参加をお待ちしています！ 

１★ボランティアについて 
ボランティアについての基礎知識や、ボランティア活動の種類や心得について学ぼう♪ 

２★ボランティア活動リレートーク 

  市内で活動しているボランティアさんから、活動のきっかけや内容など、実体験を聞い

てみよう♪ 

３★ほっと一息♪情報交換タイム 

  ボランティア活動に関する相談や情報交換をして、自分に合ったボランティア活動につ

いて考えてみよう♪ 
 

 

「これからボランティアを始めてみたい」「始めるきっかけやタイミングが見つからない」と思わ

れているあなた！そんな新しい自分との“出会い”を探している方に、ピッタリの講座を開催します。 

 

 

場  所  防府市文化福祉会館 3 階 9 号 

時  間  13：30～16：30（受付 13：00～） 

定  員  20 名（先着順） 

受 講 料  無料 

申込締切  3 月 10 日（金） 

申込・問合せ  防府市社会福祉協議会 地域福祉係 TEL（0835）22-3907 

もともとボランティア活動に興味

があり、この講座をきっかけに一歩

踏み出し、ボランティア活動を始め

ました。自分にも何かできることが

あればと思い活動を続けています。 

 

 

 

 

ボランティア活動を始めたばかりの

頃、ボランティアについて基本的なこ

とを知るためにこの講座を受けまし

た。今も楽しく活動できています。 

 

 

 

退職したことをきっかけに、今まで

の仕事を活かせるような活動を始

めたいと思い、入門講座を受けまし

た。その後実際にボランティア活動

を始めることができ、毎日がイキイ

キしています。 

 

 

 

 

親の介護もひと段落し、時間が取れる

ようになり、外との関わりを持ちたか

ったので、この講座を受けました。

色々な種類のボランティア活動があ

ることを知ることができました。 

 

 

 



 

人や活動との出会いは、いろいろな場にあふれています。春、何か新しいことにチャレンジしてみたいあな

た！まずは、気軽にいろいろな場へ出かけてみましょう♪来年度もステキな“出会い”がたくさん生まれます

ように…♡ 

平成 28年 6月、市民活動支援センター主催講座『伝える 広め

る テクニック』に参加した『a i r
アイアール

結婚応援部』戸倉
と く ら

さんと『こみ

ゅねっとプロデュース』蛭子
え び す

さんは、どちらも婚活支援として、イ

ベントを企画し、出会いの場づくりをしておられます。この講座で 

出会った、同じ目的で活動する 2 団体が、より多くの方へ情報を届け交流を促進するため、コラボレーショ

ンイベントを開催することになりました。内容は、災害時に役立つ料理体験やカフェスイーツづくりなど、

2 団体でアイディアを出し合い企画しました。協賛企業・団体、ボランティアも募集しています。 

詳細は、HPをご覧ください♪ 

平成 28 年 8 月、『英語であそぼうボランティア―ズ』が新たな団

体として誕生しました。同団体は、市民活動支援センターが同年 6 月

に開催した『子どもたちと英語であそぼう』講座参加者 6 名で構成さ

れています。この講座は、英語を学習する団体が、培った英語力を活 

かして地域に貢献するためのきっかけをつくることを目的に開催しました。教育現場で子どもたちに英語を 

教えてこられた『ESTEEM-yam テーマ別英語教育研究

会・山口』の清水弥生さんを講師に迎え、子どもたちに英

語の楽しさを伝えるためのプログラム作りなどを行いまし

た。受講後、早速ボランティア活動をしたいという参加者

が多く、清水さんを中心にミーティングを重ね、佐波小放

課後子ども教室、右田放課後チャレンジ教室での活動がス

タートしました。 

山口県オフ会 友達の輪を広げよう 

日 時：3 月 26 日（日） ※途中参加可 

    昼の部 13：00～ 夜の部 18：00～    

場 所：防府市地域協働支援センター フードスタジオ 

対 象：18 歳以上の独身男女  定 員：50 名 

参加費：5,500 円（割引あり 3,500 円になります） 

市民活動支援センターでも、ステキな“出会い”が生まれ、それをきっかけに活動が

広がり、さらに新しい“出会い”が生まれています。 

『air 結婚応援部』 

【HP】https://sites.google.com/site/airohen/ 

『こみゅねっとプロデュース』 

【HP】https://komyupuro.jimdo.com/ 



 

 

桑山中学校 
 

読み聞かせ 
 

 

 

 

 

『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 

 1 月 13 日（金）桑山中学校で支援者バンク登録団体の『桑中朝よみボランティア』のみなさん

が 3 年生の各クラス（全７クラス）で朝の読み聞かせをされました。 

桑中
くわちゅう

朝
あさ

よみボランティア 
 

 『桑中朝よみボランティア』のみなさんが朝の読み聞かせを始められたのは、平成 25

年からで、現在 30～80歳代の 17 人のメンバーが活動されています。各学年に月に 1

度の実施で、朝の読書の時間の 10 分間、子どもたちは床に座りお話を聴きます。 

 この活動は、華城小で読み聞かせをされていた代表の清木
せ い き

恵子
け い こ

さんが、桑山中でもや

れないかと華城小の学校司書さんに相談され、司書さんから桑山中の教頭先生へお話を 

されたことで実現しました。清木さんは、日頃から学校と地域のつながりを大切に思われています。 

メンバーの募集を校区内への回覧板でしたことで、保護者がメインで読み聞かせをしている小学校とは違って、 

地域からさまざまな年齢の経験豊かなメンバーが集まりました。内容も絵本、紙芝居だけではなく 

手遊び、クイズ、ストーリーテリング、戦争体験などバラエティーに富んでいます。 

          女子生徒の一人は「大きくなって絵本は読まなくなったので、なつかしいなと思います。誰かに      

読んでもらうのも久しぶりで新鮮です」と笑顔で話していました。 

   

 

 

“わっしょい” みんなで 
防府の元気な活動を

紹介するよ！！ 

  

 

山根さんが代表を務める『グリーフサポートやまぐち』は、病気、事故、事件、自死などにより、大切な人、大

切な何かを失った体験からくる悲しみや苦しみ、怒り、無気力感など、さまざまな感情（グリーフ）を抱える大人

や子どもたちが地域の中で孤立せず集える、安心・安全な『つどいの場』づくりをされています。 

 活動内容は、相談事業、サポート事業、広報啓発研修事業の 3つに分かれます。山根さんは、全国各地を飛び回

り、講演会や研修会を開催されています。昨年は、学校（小・中・高）21ヶ所、警察・行政機関 17 ヶ所、企業・

団体など 10ヶ所で講演を実施されました。 

 山根さんは、飲酒運転の事故で娘さん（当時 4歳）を亡くされた経験から、被害者支援の活動を始められました。

いつも明るくハツラツとされている山根さんですが、悲しさ、寂しさ、悔しさ･･･日々複雑な思いと闘いながらも、

当時周囲の人たちに自分が支えられたように、今度は自分が、事故・事件に限らずさまざまな問題を抱えておられ

る方の心を少しでも軽くし、居場所をつくろうと走り続けておられます。山根さんから感じられる優しさと強さに、

元気づけられた方も多いはずです。 

「『グリーフサポートやまぐち』なんてなくなればいい」と話さ

れる山根さん。人が人の痛みを考え、地域で支え合える社会にな

れば、自分たちの活動は必要なくなる。そんな安心・安全な社会

をつくることを目指されています。 

◆電話・面接相談（無料）に応じます。 
電話：10：00～18：00   面接：予約 
【TEL】083-941-5393 

◆活動に賛同し、財政面で支えてくださる賛助会員 
を募集しています。 
【HP】http://griefyamaguchi.com/ 



 『認定NPO 法人やまぐち発達臨床支援センター』は、障害のある幼児、児童、生徒

の個別学習、発達支援及び保護者からの相談対応を行っています。一人ひとりの発達段 

階に応じた認知面での指導を主に、運動動作、摂食機能訓練でのアプローチも保護者の

ニーズがあれば行っています。幼児期・児童期・青年期・成人期を通して一貫性のある

支援を行っており、現在、県内在住の 2歳～60代の約 16０名が利用されています。 

 

一人ひとりの学習の遅れやつまずきを一緒に乗り越えるために、一人ひとりに合った指

導法や教材を、専門的な資格を持つスタッフが作製しています。そのような長年にわたる

地道な活動に、木のおもちゃなどの販売をされている地元企業『重田木型』の重田さんが

賛同し、教材製作に協力してくださいました。また、『重田木型』さんのイベントの売上

の一部がやまぐち発達臨床支援センターへ寄付されるという仕組みになっています。 

 

さらに、年 3,000 円以上の寄付者が年平均 100 人以上というパブリックサポートテスト等の要件の審査を経

て、平成 28 年 12 月に防府市で初めて（山口県内では 5 団体目）の認定（※）を受けました。今後も他業種と

のコラボレーションにより、子どもたちにたくさんのサービスを提供していきます。 

※ 認定 NPO 法人とは、運営組織・事業活動が適正で公益の増進に寄与する団体と 
して一定の要件を満たし、都道府県の知事または指定都市の長の認定を受けた 
NPO法人。認定NPO法人への寄付者は税制上の優遇措置を受けることができる。 
認定の有効期間は 5 年間。 

  
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！ 

 

 

【問合せ】認定 NPO 法人やまぐち発達臨床支援センター 
TEL（0835）25-8808 

▲『重田木型』の重田さんが 
作られた教材 

▲個別学習指導の様子 

★『ウグイス笛で春の音色を♪』のあそびかた★ 

 

春の足音が聞こえてきまし

た。どこからともなく、ウグ

イスの綺麗な音色も聞こえて

きて、ウキウキしますね♪ 

 

 

【作り方】        

①牛乳パックを丁寧に開き ②6cm 四方の真ん中に 

6ｃｍ四方に切ります。  １cm四方の穴を 

             カッターであけます。 

      

              

 

 

 

     

 

人数：大人数
おおにんずう

 

場所：どこでも 

準備：牛乳パック・ 

先の曲がるストロー・ 

カッター・セロテープ 

③中細のマジックなど 

 を使い、牛乳パック 

 を丸めてセロテープ 

 でとめ、丸い筒を作 

ります。ストローの 

先を曲げて牛乳パッ 

クの穴にあて、笛の 

ように吹いてみます。 

【完成図】 【遊び方】 
 

そのまま吹いても「ピー」 

という音がしますが、笛の前後

を親指と人差し指でおさえた

り離したりすると、鳥のさえず

りのような音が楽しめます♪ 

 

 

 

 

 

6ｃｍ 

1ｃｍ 

穴を 

あける 

 

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 



＝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 

 ジュニアリーダーズクラブに入ると 

いろいろな世代、地域の人と交流が持てて、

あなたの世界が広がりますよ！！ 

 
ジュニアリーダーズクラブに入って、子どもたちの 

リーダーとして子ども会活動に参加してみませんか？ 

中学生・高校生 

●主な活動：キャンプ、交歓会、研修会、クリスマ 

スキャラバン 

●毎月１回の定例会 

この他にも様々な活動をしています。 

 
インリーダーズクラブに入って、他の学校の友だちと 

いっしょに楽しく子ども会活動に参加してみませんか？ 

小学 4～6 年生（4月からの学年）30 名 

月 日 内 容 場 所 

5 月 5 日（金）

～7 日（日） 

バスで行こう 

「キャンプ」 

徳地少年自然

の家 

8 月 26 日（土） 
みんなで歩こう 

「ハイキング」 
防府市内 

11月19日（日） 模擬クリスマス会 文化福祉会館 

3 月中旬 
フェスティバルに

参加しよう 
ルルサス防府 

キャンプ・ハイキングは参加費が必要ですが、他の 

講座は無料です。 

 

【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 

 

3 月 26日（日）10：00～16：30（受付 9：45） 

防府市地域協働支援センター 多目的ホール 
 

子ども役と先生役に分かれての演習学習（時間の概念

から文章題・時間の計算まで） 

【講師】川間 健之介 さん、川間 弘子 さん 

    センター職員 

50 名   3月 10日（金） 

3,240 円（消費税込み） 

認定NPO 法人 やまぐち発達臨床支援センター 

TEL／FAX（0835）25-8808 

 

3 月 5 日（日）9：30～12：00 

防府市地域協働支援センター フードスタジオ 

調理・試食、盛り付けのポイント説明 

・ローストビーフ・サラダ・時短豪華見えスープ 

・マスカルポーネとフルーツのパフェ 

【講師】柴田 さやか さん（管理栄養士） 

どなたでも   15名【先着順】 

1,700 円（材料費含む） 

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 

 

 

 

防府市市民活動支援センター 

TEL（0835）38-4422 

防府市子ども会育成連絡協議会事務局 

〒747-0026防府市緑町 1-9-2 

防府市文化福祉会館内 

TEL／FAX（0835）26-6852 

 

♪インリーダーズクラブ♪ ♪ジュニアリーダーズクラブ♪ 
なかま作り♥ ♪みんなで楽しく！ 

講座名 日 時 場 所 内 容 定員 

要約筆記ボラン
ティア講習会 

3 月 26日（日） 
10：00～15：00 

防府市文化福祉会館 
3 階 9 号 

要約筆記を体験し、簡単携帯
ホワイトボードを作成します 

30 名 

音声訳ボラン 
ティア講習会 

第 1 回 4月 4 日（火） 
第 2 回 4月 28 日（金） 
以後、月 2回程度の全 23 回 
10：00～12：00 

防府市文化福祉会館 
3 階 8 号 

視覚障害者のために、文字（墨
字）を音声に変えて情報を伝
達する音声訳について学びま
す 

20 名 

市民手話講習会
～初級編～ 

4 月 14日～5月 26日の 
毎週金曜日（全 6 回） 
※5 月 5日除く 
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 

日常的なあいさつや自己紹
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”を体験します 

各 
20 名 

                                無料           要約筆記 3 月 17日（金）  音声訳・市民手話 3月 24 日（金） 

防府市社会福祉協議会 地域福祉係 TEL （0835）22-3907  FAX（0835）25-1388 



 

 子ども英会話教室 一般英会話サロン（中級） 

対象・定員 小学３～６年生（新学年）10 名 高校生以上 10名 

期 間 
平成 29年4月～平成 30年 3月（1年間） 

毎週土曜日 13：30～ 

平成 29年 4月～平成 30 年 3 月（1年間） 

毎週月曜日 19：30～21：00 

内 容 

講師 水野 千香代 さん 
 

♪英語をきちんと「聞く、話す、読む、書く」

学習や、子どもたちがワクワクする楽しいゲ

ームなどを通して英語の基礎基本を定着さ

せ、中学校英語に備えます。 

講師 平岡イングリッシュアカデミー 

英語講師 

 

♪随時テーマを決めたフリートーキングを中

心に、適時プリント、テキストを使用します。 

受講料 2,500 円（月額） 12,000 円（6ヶ月分前納） 

その他の経費 
ユネスコ会費（要入会） 

（親子で）年間 3,500 円 

ユネスコ会費（要入会） 

6 ヶ月分 1,500 円 
 

防府市文化福祉会館    3月 15日（水） 

往復はがきに、希望講座名、住所、氏名（ふりがな）、 

電話番号（児童・生徒は学校名・新年度の学年・保護者名） 

を明記して右記まで 

～♪ 楽しく英会話を学びましょう ♪～ 

防府市社会福祉協議会 地域福祉係 

TEL（0835）22-3907 

【ボランティア行事用保険】 

地域福祉活動やボランティア活動のさまざまな行事

におけるケガや賠償責任を補償します。 

特 徴 ボランティア行事において主催者の傷害・ 

賠償事故、また参加者の傷害事故にも対応して

います。 

・往復途上の事故補償（A、B プラン） 

・熱中症による障害補償（A、C プラン） 

・実習を伴う行事にも対応（Bプラン） 

・実習を伴う行動は参加者の賠償責任も補償 

掛 金 ＜Ａプラン：宿泊を伴わない、かつ参加者が

事前に特定できる行事＞ 

・A1：28 円より 

・A2：126 円より 

・A3：248 円より（1日・1名につき） 

＜Ｂプラン：宿泊を伴う行事＞ 

・1 泊 2日：239 円・2 泊 3 日：293円 

・3 泊 4日：298 円・4 泊 5 日：352円 

＜Ｃプラン：宿泊を伴わず、かつ参加者が事前

に特定できない A1区分行事＞ 

 28 円（1 日・1名につき） 

補 償 通院保険金日額 2,200 円ほか 

※申し込みは行事開催日の前日まで 

注意点 ・Ａプラン、C プランは最低 20名分の 

     保険料が必要です。 

    ・A プランの名簿は加入申込人が備え付けて

ください。 

    ・B プランは加入申込時に名簿が必要です。 

【ボランティア活動保険】 

ボランティア活動中のさまざまな事故による 

ケガや損害賠償責任を補償します。 

特 徴 ボランティア活動中の傷害・賠償事故に対応 

しています。 

・往復途上の事故も補償 

・熱中症による障害も補償 

・食中毒も補償 

・特定感染症も補償 

掛 金 1名・年間【平成 29 年度】 

      

 Ａプラン Ｂプラン 

基本タイプ 350 円 510 円 

天災タイプ 500 円 710 円 

 

補 償 通院保険金日額 4,000 円ほか 

期 間 加入手続翌日～平成 30年 3月 31 日 

注意点 ・被保険者の入替はできません。 

    ・加入は 1人 1口 

（複数口加入でも補償は 1 口のみ）です。 

・脱退しても返れいはありません。 

 
 ※平成29年度から掛金が引上げられます。

加入申し込みの際には、ご注意ください。 

 

防府ユネスコ協会事務局 

〒747-0026 防府市緑町 1-9-2 

防府市文化福祉会館 1 階 11 号室 

TEL（0835）26-6851 

 



 

 

 

（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） 
 

そろそろ春の暖かさが恋しくなっ 

てきましたね。今号のテーマは“出

会い”。この 1 年間まなぼらでも沢

山の“出会い”がありました。来

年度もがんばりたいです！（H） 

まだまだ、寒い季節が続きますね。

この前は、大雪注意報が出ていま

した！でも、ビックリするくらい

暖かい日もあって、春もそろそろ

なんだと思う今日この頃です（H） 

28 年度も残り１ヶ月。今年度人気

のあった講座やイベントは来年度

さらにパワーアップした形で企画

したいと考えています！またチェ

ックしてみてくださいね♪（H） 

 

   

Ⅰ 自立支援プログラム 

活動の発展と団体の自立を目指す

活動への支援 

①自立サポート助成金 

 ※ 活動分野は問いません 

助成金額：10 万円以内 

助 成 率：助成対象経費の

2/3 以内 

Ⅱ 地域課題解決支援プログラム 

地域課題の解決につながる活動に

への支援 

②中山間地域づくり助成金 

③にぎわい交流づくり助成金 

④子ども・子育てサポート助成金 

⑤男女共同参画助成金 

⑥暮らしの安心・安全助成金 

⑦文化による地域づくり助成金 

助成金額：50 万円以内 

助 成 率：助成対象経費の

2/3 以内 

Ⅲ 財団オリジナルプログラム 

財団オリジナルの特別な支援 

⑧ふるさとの自然環境保全助成金 

⑨団体協働活動助成金 

  

助成金額：50 万円以内 

助 成 率：助成対象経費の

10/10 以内 
 
〆 切 3月 31 日（金） ※当日消印有効   
問合せ （公財）山口きらめき財団 〒753-0082 山口市水の上町 1-7 水の上庁舎 2階  
ＴＥＬ （083）929-3600     F A X（083）924-9096 
ＵＲＬ http://www.y-kirameki.or.jp（応募書類はホームページからダウンロードできます） 
 

お天気が少しずつぽかぽか暖かくなってきましたね！ボランティアコーナーでは服につけたり、帽子

につけたり色々なものに使えるおひなさまの小物を作ります。みなさんの参加をお待ちしています♪ 

 

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♪開設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♪ 

 

 

 

                              

  

▲完成イメージ 

  

【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 

 

 

３月 ★3日（金） ★6日（月） ★10日（金） ★13日（月） ★17日（金） 24日（金） 27日（月）  31日（金）  

４月 3日（月） 7日（金） 10日（月） 14日（金） 17日（月） 21日（金） 24日（月） 28日（金）  

 


