
 

体は梅の実、耳は梅の花の 

つぼみをイメージしています。 

●特集  
『聞いて得するふるさと講座（通称：出前講座）』 

●今号の元気人 
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●ほうふ幸せます人材バンク 

『ボランティア募集中』 
●防府市市民活動支援センター協働事例紹介 

『NPO 法人 青い鳥動物愛護会』 
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自己の災害経験と自治会長になったことがきっか

けで防災士になりました。自主防災についての啓発・

啓蒙の講演をするときには、事前にその地域を踏査
と う さ

し

て、写真を撮り、独自のマップを作ります。また、パ

ワーポイント等を交えて分かり易く、興味をひくよ

う、工夫しています。 

高齢化が進む中、今後は福祉と防災が協働して取り

組むことが大切だと思います。“災害は忘れんうちに

またやってくる！まず自分が助からんと人を助ける

ことはできん。だから自主防災は大切！”という思い

を伝えられるよう毎回工夫してい 

ます。 

 

講座の開催予定日の原則 1 ヶ月前までに、申込書に必要事項をご記入いただき生涯学習課にご持参ください。 

講座の内容は、文化福祉会館等に設置してある『聞いて得するふるさと講座メニュー表』から選んでいただきま

す。どちらも防府市のホームページからダウンロードすることができます。 
 

 

 

市民のみなさんが聞きたい内容をメニューから選んでいただき、市職員等が講師となって、みなさんのとこ

ろへ出向き、無料で市の取組や制度についてお話をするものです。申込みできる対象者は市内に在住、在勤、

在学している 10人以上の団体・グループで、会場の手配は申込者にお願いしています。（市内に限ります。） 

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  

防府市内の文化財や歴史についての講座を担当し

ています。事前に講座を受けられる方の要望を聞き、

利用者の声を聞いて内容を決めています。そして、

なるべくその地域の文化財や歴史（例えば牟礼地区

の方に講演する時は『阿弥陀寺』等）、その地域の国

や県指定の文化財、歴史的背景を詳しくお話しして

います。また、文化財に関する市の取組等をお話し

する場合もあります。講座を利用された方からは、

「初めて聞くことが多くて満足した」と言っていた

だいています。防府市の文化財について市民の方へ

話す機会があるのはありがたいと 

思っています。 

 

年々利用が増えている『聞いて得するふるさと講座（通称：出前講座）』って聞かれた事が 

ありますか？今号では『出前講座』の制度についての説明と実際の利用例をご紹介します。 

（お話） 

防災士 藤井
ふじい

 勉
つとむ

さん 

（お話） 

文化財保護係 主査 鞆
とも

 雅子
まさこ

さん 

『まちの達人 受賞者 柗
まつ

田
だ

 秀子
ひ で こ

 さん』 

 

申込み・問合せ 防府市教育委員会教育部生涯学習課 TEL（0835）23-3015・FAX（0835）38-8131 

 

 

Ｈ28年度 

87件 

H29年度版「メニュー

表」は 5月中旬に出来

上がる予定です♪ 



 

▲ 防府北地域包括支援センター 

センター長 前川
まえかわ

 郁也
い く や

さん 

 

 
介護予防の話だけでなく、介護保険や認知症、虐待の話など、住み慣

れた地域で高齢者が安心して生活していくためにはどうしたら良いかな

どを、出前講座で伝えています。出前講座で地域に出向いていくことに

よって、地域の方と顔の見える環境づくりを進めることができるという

メリットがあります。 

今後、『ふれあい・いきいきサロン』など地域に根付いている場で、介

護予防の体操教室や相談教室が開催できたらと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

※地域包括支援センター 

高齢者のみなさんが住み慣れた

地域で安心した生活を送られる

ように、介護・福祉・健康・医

療などさまざまな面から支援す

る総合相談機関です。 

 

 

 

 

 

 

受講者の声 

『介護予防の話』を聞けてとても良かっ 

たです。 

介護保険サービスの話や認知症について 

の話など、知らないことも多く、パワーポ

イントを使っての説明も分かりやすかった

です。 

 貰った資料をまた、見返そうと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 講義に耳を傾けられるみなさん 

 講座を開催するにあたり講師の先生をどうするか、どこにお願いした

らいいかと思案しているところへ、『聞いて得するふるさと講座』を教え

てもらい、講師が市役所職員や各専門職の方という点、講師料が無料と

いう気安さもあり利用しました。こうした点が、おすすめの理由です。

これからも、高齢者がお互いに学び合いながら、楽しくすごせたらと思

います。 

 

 

久兼福寿会の方々 

 

 小野地区の老人クラブ（久兼福寿会）では、『出前講座』を活

用し、『介護予防の話』の講演会を開催しました。 

 高齢福祉課からの依頼で、防府北地域包括支援センターの前

川さんが講師として来られ、『高齢者が地域で暮らしていくため

に』と題して、①地域包括支援センターの役割②介護保険の支

援方法とサービス利用③認知症について話されました。 

 主催した久兼福寿会の方々は、「会員の方が多く集まる総会を

利用して、知っておいた方が良いことや、身近で相談できる機

関など、生活していくうえで必要な役立つ情報をみなさんに届

けたい」という思いがあり、毎年、総会後に講座を開催してい

ます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



鉄道や観光振興に関心のある方を対象に『体験型観光の企画・メニュ

ーを考える集い【鉄道編】』を開催しました。防府の鉄道好きのみなさ

んが、趣味と実益を活かし、市民や観光客に鉄道の魅力を感じながら体

験していただける企画を考えました。その中で出前講座を活用し、おも

てなし観光課の職員の方に、明治維新 150年に向けた『「幸せます」ま

ち旅』の取組について説明していただきました。行政の視点と市民の視

点で話し合いが進み、より現実的、具体的に企画を考えることができま

した。①防石鉄道の歴史や名残りを訪ねるコース②富海駅を中心に列車 

を撮影するコースといった 2 つの企画実現に向けて今後の動きも見えてきました。 
 

行政の出前講座と聞くと、堅い内容や難しい話をイメージされる方が多いかもしれません。でも実は、こ

のようにテーマを絞って楽しい意見交換の場に活用することもできるのです。異なる立場でも、防府市の観

光を盛り上げたいという思いは同じはずなので、それぞれの強みを活かしていきたいですね。 

 

 

 

地域課題を解決するための活動をしている市民活動団体の中には、行政

と協働で事業を進めたいという思いを持っている団体も少なくありませ

ん。でも、そもそも行政の職務のあり方や職員の方の思いを知る機会はあ

まりなく、どのように関係づくりをしていけばよいのかわからない部分も

あると思います。そこで、『意外と知らない!?市役所のお仕事』を開催し、

総合政策課、市民活動推進課、財政課の職員の方に来ていただきました。 

防府市の取組をはじめ、予算が“いつ、どのように、決ま

るのか”、また行政の職務は“適法に、公平に、公正に”が

大原則であるといったことを話していただきました。そして

市民活動団体は、それを踏まえ行政に対してどのように提案

をしていく必要があるのかといったことを説明していただ

きました。 
 

市役所の窓口では話しにくいことも、気軽に質問できる場と

なりました。職員の方に対し親しみを感じられる方も多かった

ようです。お互いの特長を理解することが大切ですね。 

 

 

 違う立場の人が集まり話し合う

ことは大切だと実感しました。 

 

 市民活動団体の方の率直なご意見を聴

くことができる貴重な機会となりました。 

 専門的な話が聴けて

参考になりました。 

 まっすぐ誠実に話し

てくださった職員の方

に感激しました。 

 交流しながら本音

で話し合うことで、

日頃の疑問が解決し

ました。 



 

『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 

指導者バンク以外でもほぼ毎日、デイサービス

やグループホーム、市内外でのイベントなどで活

躍中です。「元気の秘訣は、食べたいと思うもの

を食べること、そして歌うこと！夢は、死ぬまで

歌い続けること」とおっしゃっていました。 
▲ステージでの柗田さん 

“わっしょい” みんなで 
防府の元気な活動

を紹介するよ！！ 

★『まちの達人』とは 
『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。 

 

『まちの達人』ふれあい賞 受賞 

オレンジ色の秘密は？  

柗
まつ

田
だ

 秀子
ひ で こ

さん 

●歌うことが大好き！呼ばれたらどこへでも歌いに行きます♪ 

 柗田さんは、今まで専門的な音楽の勉強をしたことはないそうですが、歌が好きなお母様

の影響で、いつも音楽が身近にあったそうです。子どもの頃、新しい教科書をもらったら、

その日にすべての歌を歌い、次の日には声を枯らして学校に行っていたとのことです。大人

になってママさんコーラスなどを経て、約 20年前、西浦公民館でコーラスのサークルを立

ち上げられました。その後、市が開いた『防府まちづくり達人養成塾』に参加し、さまざま 

な場で活躍されている人との出会いに刺激を受け、歌で社会の役に立てればと今の活動を始 

められました。月ごとの手作りの歌本を元に、童謡、唱歌、フォークソング、オリジナル曲などを参加者のみなさ

んと一緒に歌われ、歌の合間のトークも大好評！ご高齢の方も、若い頃に戻り楽しい時間を過ごされています。柗

田さんも、みなさんの笑顔を見るのが何よりも嬉しいとのことです。 

 

柗田さんは、『指導者バンク』の洋楽・邦楽分野に登録され、ボランティアの講師として公民館の講座

やふれあい・いきいきサロンなどで歌を歌っておられます。この度、活動回数の累計が 50 回を超えた

人に贈られる『まちの達人』ふれあい賞を、3 月 12 日の生涯学習フェスティバルで受賞されました。 

 

▲3月12日の『生涯学習フェスティバル』

で、登録者のみなさんの活動の様子を掲示

しました。（現在は文化福祉会館３階西側

ロビーに掲示） 

防府市では、昨年の７月から『ほうふ幸せます人材バンク』制度が始まりまし

た！この制度には、専門的な知識や生活に密着した知識・技術をお持ちの方がボ

ランティア講師として登録する『指導者バンク』と、学校等でのさまざまな活動

の支援を行いたい方がボランティアとして登録する『支援者バンク』があります。 

♪ボランティア募集中♪ 

★たくさんの方が登録され活躍中です！！ 

 

 

平成 28 年度末の登録者数は・・・（さまざまな分野の方がおられます） 

『指導者バンク』個人 8７人、団体 40、企業６ 

『支援者バンク』個人 114 人、団体 98（1,644 人） 

 ★制度を利用したい方も大歓迎♪ 

 

 

『指導者バンク』は市内に在住・在学・在勤の 5人以上のグループで

利用できます。日程等は、生涯学習相談コーナーで調整します。（登録

者の名簿は、防府市のホームページなどでご覧ください）『支援者バン

ク』は主に学校関係での利用になります。各地域の公民館にご相談くだ

さい。 

 

 

柗田さんのトレードマークはオレン

ジ色！いつもオレンジ色のファッショ

ンでコーディネートされています。オ

レンジは柗田さんの地元、西浦のみか

んの色だそうです♪見晴らしのいい西

浦のみかん農園で歌っている時が、一

番心がなごむそうです！ 



NPO 法人青い鳥動物愛護会は、人と動物が共生する社会を目指し、保健所で殺

処分される犬猫の保護譲渡、動物愛護教育や飼い主教育の推進、動物の地位向上の

ためのふれあい活動や地域清掃などを行っています。 

山口県は全国でも殺処分ワースト 3 に入るという県です。その中で、防府市内で殺処分される野良犬・猫の数

は、毎年 300～400匹でしたが、当団体が保健所からの団体譲渡を始めた平成 28 年 2 月からは、殺処分0
ゼロ

を実

現しています。今後も防府の殺処分0
ゼロ

を継続し、野良犬・猫0
ゼロ

にすることを目指し活動を続けていきます。 

 
 

弱い立場の動物に接することで、互いに思いやる心を育てたいという思いで、啓発活動にも力を入れています。 

昨年、市内で開催された『ものづくりフェア in 山口』の一画で『1,000 の命展』を開催しました。これは、設

立からこれまでの３年間で譲渡してきた約 600匹の中から選んだ犬猫の写真をはじめ、現在、里親を募集中の犬 

猫の写真を展示するもので、ものづくりフェアを主催した『山口ものづくり塾』のメン

バーの好意により同会場での開催が実現しました。また、設営は防府西高等学校のボラ

ンティア部のみなさんと一緒に行いました。生徒のみなさんのご協力もあって、1,000

の命をイメージした折紙で作った青い鳥 1,000 羽も飾ることができました。当日は県

内外から集まった多くの方々が、団体の活動に共感し、募金をしてくださいました。 

※ 6P に当団体のボランティア募集情報を掲載しています。 

 

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 

 

 

春、新しい出会いが多くあ 

る季節ですね♪アイスブレ 

イクをかねて、ゲーム感覚 

で自己紹介しましょう！ 

  
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：何人でも OK 

場所：どこでも OK 

準備：A４の紙、 

   ペン 

★『自己紹介ビンゴゲーム』のあそびかた★ 

 

  

♦ 自己紹介ビンゴカードの作り方 ♦ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① A４の紙とペンを用意します。 

 ② ３×３の 9 個のマス目を書いてください。 

 ③ そこに、自分に関することを 1 マスに 1 つ書き入れてください。 

 ④ 例えば、女性である。次女である。B 型である。阪神ファンである、など、 

   9 つ書き入れてください。 

 【例】 

女性 次女 B 型 

野球 

好き 
猫 

好き 

山口 

出身 

車通勤 茶髪 旅行 

好き 

♦ 自己紹介ビンゴゲームの遊び方 ♦ 

①ジャンケンやクジで順番を決めて、参加者に 

マス目に書いてあることを 1 つ言ってください。 

②例えば、「猫好き」に該当するマス目がある人は、 

その場で手を挙げてください。同じ趣味などを持 

つ人がわかります。 

③このゲームはビンゴになることではなく、自己 

紹介をしあうことが目的です♪ 

 

 

 

 

 

▲ふれあい活動の様子 

▲高校生によるボランティア 【問合せ】特定非営利活動法人青い鳥動物愛護会 代表：清水 TEL 090-5240-5398 



＝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 ☎(0835)23-3015 

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

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

 

 5 月 13 日（土）13：30～15：30 

6 月 10日（土）13：30～15：30 

7 月  8日（土）13：30～15：30 

防府市文化福祉会館 3 階 9 号 

【講師】齊藤 忠
ただ

壽
ひさ

 さん 

【資料】『望東尼物語』（昨年 150 回忌記念事業で刊 

行した本）をお持ちの方はご持参ください。 

会場でも購入できます（1 部 600円）。『防 

州日記』原本（佐々木信綱編）のコピーは、 

当日お渡しします。 

無料 

防府野村望東尼会 会長 岡本 早智子  

TEL/FAX（0835）22-4990 

5 月 29日（月） 

【超初級】10：00～12：00 

【初 級】13：00～15：00 

防府市地域協働支援センター 研修室 

超初級 
Facebook の概要、アカウントの取得、

Facebook の活用法 

初 級 
Facebook の主な機能、情報の発信と

収集 

Facebook 初心者 

各回 20名 

各回 1,000 円 

防府市市民活動支援センター 

TEL（0835）38-4422 

『音声訳ボランティア』とは、視覚障害者の方に対

して、書かれた文字を音声に変えて情報を伝達するボ

ランティアです。受講者追加募集となります。 

第 4 回 5 月 29 日（月）／第 5回 6月 6 日（火） 

※平成 30 年 3 月まで（月 2 回程度・全 23 回） 

防府市文化福祉会館 3階 8 号室 

音声訳の方法についての講習 

音声訳ボランティア活動に関心のある方 

無料     

20 名【先着順】 

5 月 26日（金）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 

 

6 月 18日（日） 

13：30～15：30（開催中入退室自由） 

防府市市民活動支援センター 作業室 

ラベンダーの利用法についての説明 

ラベンダースティックづくり 

1 本 300円（材料代） 

はさみ、新聞紙 

えこの里“ハーブのある暮らし”  

TEL 090-4899-4300（熊安） 

 

 

6 月 12日（月） 

【超初級】10：00～12：00 

【初 級】13：00～15：00 

防府市地域協働支援センター 研修室 

超初級 

パソコンの基本操作を確認しよう、ワー

ドの基本操作を覚えよう、効率よく文字

を入力しよう 

初 級 
文書をつくろう、イラストや写真を挿入

しよう 

パソコン初心者 

各回 20名 

各回 1,000円 

防府市市民活動支援センター 

TEL（0835）38-4422 

 

総会、展示『1,000 の命展』、映画上映『犬に名前

をつける日』、山田あかね監督トークショーの会場設営

や受付・案内、片付け等を手伝っていただけるボラン

ティアを募集します。 

5 月 21 日（日）【8：30～11：00】設営、受付

【13：00～16：00】映画、トークショーをお楽  

しみいただけます【16：00～18：00】片付け 

※8：30～18：00 ご協力いただける方には昼食

を準備いたします。 

防府市地域協働支援センター 多目的ホール 

特定非営利活動法人 青い鳥動物愛護会 

TEL 090-5240-5398（清水） 
 

保健所で殺処分される犬猫の保護などの活動を行っている

当団体は、1 つでも多くの命を救うため、少ない資金と人手

で毎日がんばっています。寄付金、ペットフードなどの物資

の支援もお願いします。 



7 月 9 日（日）・23 日（日） 

10：00～15：30（開催中入退室自由） 

防府市市民活動支援センター 作業室 

ラベンダースティックづくり 

1 本 300円（材料代） 

はさみ、新聞紙 

NPO ジャパン ハーブ ソサエティ山口支部  

TEL 090-4899-4300（熊安） 

 

 

 

 あなたがふと立ち止まったとき 
あなたが伸びやかに羽搏こうとした時 
あなたの思いを言葉にしてみませんか 
あなたの伝えたいことを言葉にしてみませんか 
あなたの日常が非日常に変える一瞬とても心地よいものです 
 
【活動】防府詩の会は、平成元年 12月に発足し、 

２ヶ月に 1度防府市内にて合評会を行っています。 

また、年に 1 度年刊詩集を発行しています。 

【会費】月額 1,000 円 

 〒747-0825 防府市新田 1029-5 

 防府詩の会代表 佐藤 文彌 

TEL/FAX（0835）23-8839 

 

 

 

 

1 回目：6 月 30 日（金）10：00～12：00 

2 回目：7 月 14 日（金）10：00～12：00 

防府市市民活動支援センター 作業室 

1 回目：困りごとを解決するために必要な知識と 

事業の組み立て方 

2 回目：お悩み座談会 

【講師】溝田 修司 さん（Ｍ＆Ｓコンサルティング） 

NPO・ボランティア団体など 

5 団体【先着順】 

1,000 円（全 2 回分） 

防府市市民活動支援センター 

TEL（0835）38-4422 

 

6 月 2６日（月）9：30～13：00 

防府市地域協働支援センター フードスタジオ 

洗い物少なくおひとりさまでも簡単！ 

時短パッククッキング！ 

【講師】柳井 さつき さん（野菜ソムリエ上級プロ） 

料理を簡単においしく作りたい方 

15 名【先着順】 

1,700 円（材料費含む） 

エプロン、三角巾、手拭きタオル 

防府市市民活動支援センター 

TEL（0835）38-4422 

 

 

 放課後子ども教室などで小学生のための「英語で遊

ぶプログラム」を実施しています。子ども達が国際理

解を深め、英語を楽しんで学べることを目的としてい

ます。子ども達と一緒に英語で可能性を広げたい人、

活動に参加しませんか。 

 

 ミーティングなどは不定期、放課後子ども教室での 

プログラム実施は、水曜日午後（月 1 回程度） 

英語で活動の場を広げたい人 

【会費】なし 

防府市市民活動支援センター 

TEL（0835）38-4422 

 

平成 2９年度防府市文化協会総会の公演事業として

防府民俗芸能連盟より『西浦音頭保存会』の公演が行

われます。 

6 月 17日（土） 総会 13：00～ 

公演は、総会終了後開催の予定です。 

防府市文化福祉会館３階４号 

 

 

どなたでも自由に観覧できます。 

無料 

防府市文化協会 

TEL（0835）26-6841 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

５月 1日（月） 8日（月） 12日（金） ★15日（月） ★19日（金） ★22日（月） ★26日（金） ★29日（月）  

６月 ★2日（金） ★5日（月） ★9日（金） 12日（月） 16日（金） 19日（月） 23日（金） 26日（月） 30日（金） 

 

対 象 公益社団法人、公益財団法人、又は一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、法人格を有しないが
活動を実施するための体制が整っていると認められる団体で、子どもの健全な育成を目的に子どもの体験活動
や読書活動の振興に取組む団体 

〆 切 平成 29 年 6 月 6 日（火）（消印有効）（電子申請は 6 月 20 日（火）17 時締切） 
問合せ 独立行政法人国立青少年教育振興機構 子どもゆめ基金部助成課 
住 所 〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町 3-1 
ＴＥＬ フリーダイヤル（0120）579081 
ＵＲＬ http://yumekikin.niye.go.jp/（申請書はホームページからダウンロードできます） 

対 象 山口県内でひとづくり・まちづくりに取組む社会教育関係団体、NPO 法人、民間団体、その他財団が認める団
体が行う、ひとづくり・まちづくりに繋がる諸活動であり、実践的、継続的で地域住民の自己啓発及び交流、地
域の活性化を推進する活動 

助成額 対象経費の 2 分の 1 以内、1 件あたり上限 20 万円 
〆 切 ５月 16 日（火） 
問合せ （公財）山口県ひとづくり財団 県民学習部 生涯学習推進センター 
住 所 〒75４-0893 山口市秋穂二島 1062 
ＴＥＬ （083）987-1730    F A X（083）987-1760 
ＵＲＬ http://www.hito21.jp/（応募書類はホームページ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 

  
ボランティアコーナーでは、紐を使って色々な動物キーホルダーづくりをします！紐の色、耳や口の

形を変えるだけで色々な動物ができます♪あなたのアイデアが光るものを作りませんか？ 

 【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 

 

 

（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。 

 ５月もツツジ、フジ、ハナミズキ

などいろいろな花が楽しめます

ね。山菜も美味しい時期が続き、

山菜が大好きな私は、毎年この季

節そわそわしてしまいます。（Ｓ） 

 

新緑の季節となり気持ちもウキウ

キ！活動するには良い時期です。

特集でご紹介しました出前講座で

お得な話を聞いてみませんか！新

たな発見があるかも（U） 

 

 

今年は春になるのが遅かったよ

うに感じました。自分達の生活の

中で知りたいことがあれば、出前

講座を活用していろいろなお話

を聞いてみるのもいいですね（T） 

 

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） 

 


