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『民生委員・児童委員』『主任児童委員』を知っていますか？現在、防

府市では、246 名の『民生委員・児童委員』、そのうち 26 名の『主任

児童委員』がそれぞれの地域で活躍されています。今号では、特に子ど

もたちと『民生委員・児童委員』『主任児童委員』とのつながりの事例を

ご紹介します。 

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  

住み慣れた地域で、誰もが安心して心豊か

に暮らし続けることができる地域づくりのた

めに、さまざまな暮らしに関する困りごとな

どの相談を受けています。 

『民生委員・児童委員』は、民生委員法第

15 条で、守秘義務が定められています。相

談内容や個人情報は厳守いたしますので、安

心して相談してください。 

 

『民生委員』は、地域住民の中から推薦され、

厚生労働大臣から委嘱を受けた非常勤の公務

員で『児童委員』も兼ねています。給与の支給

はなく、ボランティアとして地域福祉のために

活動します。子どもから高齢者まであらゆる住

民の生活上の相談に応じ、関係機関や自治会・

町内会、福祉サービス事業者などと協力して困

りごとの解決に向けた支援を行います。 

 

『主任児童委員』は、『民生委員・児童委員』

の中から子どもや子育てのことを専門的に担

当する委員として選出されます。地区を担当す

る『民生委員・児童委員』と一体となって、児

童相談所や学校、保育園、幼稚園など関係機関

と連携して子育て支援や児童健全育成活動に

取り組みます。 

 



 

夏休みの毎週水曜日、朝から国衙会館で『国衙寺子屋』が開かれました。

国衙（東）地区民生委員・児童委員の吉末さんが中心となって子ども会に声

をかけられ、たくさんの小学生たちが参加しました。毎回みんなでお昼ごは

んを食べられるようにと地区のみなさんが食事の準備をされました。 

『国衙寺子屋』は、「地域全体で子育てをすることが大切ではないか」と

感じられ昨年から始められました。宿題をするだけでなく、いろいろな体験

学習や子ども同士の交流もできるよう取り組まれています。8 月 9 日は校

区の国府中学校より生徒がスタッフとして参加し、勉強をみたり、一緒に遊

んだり、子どもたちが身近な中学生とふれあえる良い機会となっていまし

た。 

「子どもは、家庭、学校だけでなく、地域のいろいろな方々ともつながり

ながら育てるものだと思う、だから地域の結びつきを強くする必要がある。

お互い協力し、助け合いながら暮らしていける地域をつくることで、子ども

たちの安心・安全にもつながっていくのではないか」と話されていました。                

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲中学生と一緒に工作中！ 

 

▲中学生に勉強をみてもらっています 

 地域の見守りや青少年の健全育成、非行・被害防止のため、防府警察署や各団

体、市などが連携し、毎月第４金曜日と祭りがある日の 19 時から主に防府駅周

辺で街頭補導活動を行っています。そのメンバーの一人に栄町地区民生委員・児

童委員の藤村さんがいらっしゃいます。 

 藤村さんは、教員を退職後、現職中は地域へ協力できなかった分、これからは 

貢献したいと考えていたところに民生委員・児童委員の依頼があり、引き受けたそうです。 

 合同巡視は、子どもたちに「ちゃんと大人たちは見ているよ」と安心感を与えることが一番の目的で、たく

さんの子どもたちや地域の方に積極的にあいさつや声かけをされています。大人があいさつをすれば、多く 

の子どもたちはあいさつを返してくれること、また子どもたちのためにと

多くの方がボランティアで合同巡視に参加してくれることが嬉しいそうで

す。気になるのは、歩きながらや自転車に乗りながらスマートフォンを操

作している人を多く見かけることだそうです。 

 民生委員・児童委員としては一年目の藤村さんですが、「巡視を通して直

接多くの方と関わりながら、子どもたちの健全育成に努めるとともに“人

を知る、地域を知る”ことでより良い地域づくりのお手伝いが少しでもで

きるように頑張りたい」とおっしゃっていました。 

▲合同巡視の様子 

腕章▲ 



 

岩城さんは、昨年より右田地区の主任児童委員を務めておられます。 

これまでにも『社会福祉法人防府海北園』の園長として、特に児童福祉の分

野で活躍してこられた岩城さん。主任児童委員になり、地域福祉に詳しい民生

委員・児童委員の方々とのネットワークが広がったことで、支援の幅も広がっ

たのだそうです。 

毎月の定例会では、高齢者や障がい者、ひとり親、貧困世帯などが抱えるさまざまな課題に対し、どのよ

うな支援を行っていくのか意見を出し合う“事例検討”で、たくさんの学びや発見があるそうです。 

主任児童委員としての活動も海北園園長としての活動も、または右田中学校 PTA 会長としての活動も全て

ひっくるめて、子ども一人ひとりの発達に応じた支援、またその保護者や家族に対する支援に努める活動だ

と岩城さんは話されます。 

海北園を単なる児童施設ではなく、自分の家という感覚で、子どもたちが安心して暮らせる場とし、食堂

は施設内で暮らす子どもだけでなく、地域の子どもから大人まで誰でも利用でき、一緒に交流できるような

地域に開けた場とするため、またそれをみなさんに知って活用してもらうため、尽力されています。 

「施設の機能を整えても、地域に根付いていなければ、本当に支援を必要とする子どもたちとつながるこ

とはできない。今後は、防府市内の民生委員・児童委員や各関係機関との連携をさらに強め、地域のニーズ

を拾い上げ、それに応えていきたい」とのことです。 

●向島小学校は、今年度から
『小規模特認校』に認定され、
市内のどこからでも通学でき
るようになりました。 

10 月 21 日（土）午前中に
オープンスクールを開催しま
す。ぜひ見学に来てください。
お待ちしています。  

 

 

【問合せ先】向島小学校 

TEL（0835）22-1796 

 

 

 

 

▲放課後子ども教室の様子 

▲『活動だより』 

向島放課後子ども教室は、向島小学校の全校児童が参加しており、このような

教室は市内でもここだけです。コーディネーターとして、この教室を支えている

のが、主任児童委員の大田さんです。児童数 20名の小規模な学校ですが、地域

と学校と家庭の絆が強く、保護者同士のネットワークもしっかりしています。放

課後子ども教室の日もなるべく多くの子どもが参加できるよう、毎回流動的に設

定するなどして、全校児童の参加を実現したそうです。 

また、向島地区のすべての民生委員・児童委員や地域ボランティアの方々がサ

ポーターとして子どもたちと関っています。民生委員・児童委員の定例会では、

大田さんが、学校や児童の様子を伝えみんなで共有しているそうです。学期ごと

に放課後子ども教室の活動だよりを作成し保護者とも内容を共有されています。

また、地域の方にも活動を知ってもらえるように公民館にも掲示しています。 

「向島地区は、子どもたちのために何かしたいという気持ち

の強い方が多く、そんな方たちと一緒によりよい活動の場、学

びの場となるよう、形にとらわれない開かれた教室にしていき

たい。そのためにも主任児童委員として、中立の立場で地域と

学校と家庭をつなぐサポート役をしていきたい」とおっしゃっ

ていました。 



 

野島小中学校 

盆踊り盆
ぼん

口説
く ど
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『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 

7 月 1 日（土）、11 日（火）野島小中学校で支援者バンク登録団体の『野島盆踊り保存会』の 

みなさんが、学校支援として児童生徒に指導をされました。 

野島盆踊り保存会 

野島には、生活や歴史のことを唄にして踊る“盆口説き”という伝統があり、野島盆踊り保存会 

では、それを少しでも多くの人に伝え、島の伝統を学んでほしいと毎年学校で指導をされています。 

島の人口が年々減り続け、この伝統が途絶えるのでないかという危機感から、昭和 57年に野島 

盆踊り保存会を結成、2年後には多くの方の協力を得て、口伝えで伝わってきたものや古文書など 

を読みやすく直し、冊子『茜
あかね

島
じま

音頭』を発行されました。 

昔は、お盆には毎日夜通し口説き踊っていたそうですが、近年は、8月 14、15 日の夜に広場で 

踊り、16 日に神社の奉納のために実施するだけになったそうです。野島小中学校に通う子どもたちにも伝えていき、 

好きになってほしいという思いでがんばっておられます。 

7 月 1 日の 1回目に続き 2 回目の 11 日は、漁村センターの島民学級の日でもあり、 

島の女性たちも一緒に参加し、初めは恥ずかしそうにしていた児童生徒もしばらくする 

と声も大きくなり、楽しそうに太鼓を叩き、口説きをしながら踊っていました。野島盆 

踊り保存会のみなさんの島や子どもたちへの愛情の深さがとても印象的でした。 

▲代表の西山さん 

“わっしょい” みんなで 
防府の元気な活動を

紹介するよ！！ 

山本さんが代表を務める『よんよん隊』では、防府市内の子育て家庭に、現役の母親目

線の安心で役立つ情報を届けたい、子育ての輪・学びの輪をつくる場を親子の身近につく

りたいという思いで、現役ママ 12 名が活動しています。主に『防府市子育てポータルサ 

イトよんよん』の運営や、毎月第 3 火曜日、老松神社での子育てサロンの開催、託児付きの教養講座の開催など、子

育て中のみなさんのニーズに合った支援を行っています。 

平成 28 年度には、（公財）山口きらめき財団が県民活動の振興に貢献した団体や個人を表彰する、『県民活動きらめ

き賞』を受賞しました。 

 
 

専門的キャリアを持つ方が子育てを理由に現役から離れてしまうことに問題意識を感じられた山本さんは、そんなマ

マたちが、自分の得意分野で講師をする機会などを提供することで、自信を取り戻し、次のステップへのきっかけとし

てもらいたいと話されます。山本さん自身、現役の子育てママでありながら、『よんよん隊』の他、『ライフスタイル協

同組合』、フリーマガジンの編集部、司会業や写真モデルなどのフリーランスとして、キャリアやスキルを活かし活躍

されています。いつも輝く山本さんの人柄や美しさ、ユーモラスなお話に、元気や勇気をもらう方もたくさんおられる

ことでしょう☆ 防府市子育てポータルサイトよんよん http://kosodate.hofu-saport.org/wp/ 
よんよん隊ブログ http://blog.canpan.info/hofu-kosodate/ 



  NPO 法人コミュニティ友志会は、“まちづくりは人づくり”を基本理念とし、平成 16 年 2 月、山口県初の民

間団体による就職や仕事の無料相談活動をスタートしました。現在では、国家資格のキャリアコンサルタントを中

心に、社会保険労務士、産業カウンセラー、コーチなどの資格を持つ職員や、志に賛同する職員など 20 名のスタ

ッフが活躍しています。 

主な事業内容は、山口で働く人・働きたい人を応援するキャリア開発支援として、『ほうふ若者サポートステー

ション』の運営、キャリア・カウンセリング、セミナーや研修会の企画、青少年の健全育成として陸上選手を育成

する陸上クラブの運営などを行っています。 

 

防府市の働き方改革推進事業として、働きたい女性を応援するため、防府市が開設した女性の再就職支援の総合

窓口『ほうふ女性しごと応援テラス』を、防府市からの委託を受け運営しています。 

 このテラスでは、女性が安心して就職に関する相談ができるよう、専門スタッフが一人ひとりの就職準備段階に 

寄り添ったサポートを行います。7 月 28 日には、「子育てと仕事の両立に

ついて先輩ママに聞いてみよう」というテーマで、初めての『テーブルトー

ク』を開催し、困り事や不安に対する意見交換の貴重な時間となりました。

次回は、10月 27 日に「資格を取得して社会復帰をしよう！」というテー

マで開催します。詳細は、ＨＰをご確認ください。 

 

 

NPO 法人コミュニティ友志会 http://www.yuushikai.org/ 
 TEL（0835）38-8886 
ほうふ女性しごと応援テラス http://h-woman.org/ 

  
今回のコーナーでは、夏

休みにボランティアや地域

での活動で気軽に楽しめ

る、ちょっとした料理作り

をご紹介いたします！ 

 

手軽にできる料理のレシピを 

ご紹介！みんなで集まった 

時に楽しめます。  

材料：4 人分 

バナナ40ｇ/りんご40ｇ 

キウイ40ｇ/すいか40ｇ 
フルーツミックス缶200ｇ

シロップ 100ml 

サイダー（無
む

糖
とう

）200ml 

★『さわやかフルーツポンチ』 

 
 

①缶詰のシロップは別に取り分けておく。  

 

②缶詰のフルーツは一口大に切り、大きな器に入れておく。 

 

③バナナ、りんご、キウイ、すいか、は皮をむいて 

食べやすい大きさに切り、②と一緒に器に入れ、 

缶詰のシロップを注ぐ。 

※季節によってフルーツを変えてもＯＫ♪ 

 

④食べる直前にサイダーを加え、 

できあがり！！ 

 

  

 

 

 

 

 

 



＝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 

 

防府市文化福祉会館 3 階 4 号大会議室    無料 

どなたでも ※申込みは不要  

防府市教育委員会教育部 生涯学習課 人権学習室 

TEL（0835）23-3016 FAX（0835）23-3011 

～「一人ひとりの人権が尊重された心豊かなぬくもりのある地域づくり」をめざして～ 

※第 1 回は 8 月に終了しました。 

 日 時 テーマ 講師 

第2回 
9 月 29日（金） 

13：30～15：00 
犯罪被害者と家族の問題 

認定 NPO 法人 おかやま犯罪被害者サポー

ト・ファミリーズ 

理事 市原 千代子さん 

第3回 
11 月 17日（金） 

13：30～15：00 
同和問題を含む人権全般 

山口地方法務局 人権擁護課 

課長 原田 秀利さん 

第４回 
12 月 9日（土） 

14：00～15：30 

インターネットにおける問題 
※中学生による人権作文の発表も行い

ます。 

やまぐち総合教育支援センター情報教育班 

研究指導主事 菊谷 義尚さん 

 
 

 

 

★人権について考えて 

みましょう。 

1回のみの参加も OKです！ 

行事名 日 時 場 所 内 容 入場料他 

市民俳句大会 
9 月 3 日（日）13：00～ 

投句受付 12：00～12：50 

防府市文化福祉会館 

3 階 4 号大会議室 

●季は問いません 

●一人一句 

●表彰 

投句料 

800 円 

市民短歌大会 
10 月 1日（日） 

10：00～ 

防府市文化財郷土資料館 

2 階 講座室 

●投句は締め切りました 

●短歌講評 

●表彰 

無料 

市民川柳大会 
10 月 14日（土） 

13：00～ 

防府市文化財郷土資料館  

2 階 講座室 

●便箋大用紙・縦書き 

●一人二句まで 

●募集期限 9 月 22 日 

投句料 

1,000 円 

（定額小為替） 

盆 栽 展 
10月14日（土）～15日（日） 

09：00～15：00 
防府市公会堂 

防府盆栽連合会合同出品 

９時より展示即売会有 
無料 

第 28 回洋舞 

フェスティバル 

10 月 22日（日） 

13：00～16：30 
防府市公会堂 

フラメンコ、バレエ、フ

ラダンス、ジャズダンス、

フォークダンス等の発表 

300 円 

第 22 回ビデオ

作品上映会 

10 月 22日（日） 

13：30～ 
イオンシネマ防府 

●会員自主制作作品の 

映写会 
無料 

市民音楽祭 
10 月 29日（日） 

13：00～16：30 

アスピラート 

3 階音楽ホール 

市内音楽団体による合

唱・演奏 
無料 

邦楽の会 
11 月 5日（日） 

10 : 00～16 : 00 
防府市公会堂 

詩吟、筝曲、日本舞踊、

民謡、尺八の発表 
500 円 

 

防府市文化協会 TEL（0835）26-6841  

 



 

10 月 29日（日）10：00～12：00 

防府市地域協働支援センター フードスタジオ 

かんたん・おしゃれなハロウィンプレートづくり 

「日本一美味しいかぼちゃプリン」他 

【講師】大田 有美 さん（29 歳） 

  （市内飲食店「セラヴィ」オーナーパティシエ） 

どなたでも（女性の参加も可） 

カップル・夫婦での参加大歓迎 

1,000 円（材料費含む） 

エプロン、三角巾、手ふきタオル（お持ちでない方は

ご相談ください） 

15 名【先着順】 

防府市市民活動支援センター 

TEL（0835）38-4422 

10 月 23日（月）10：00～12：00 

防府市市民活動支援センター 会議室 

どんなカメラにもすぐ活用できる撮影テクニックを

知って、その場でどんどん撮ってみましょう！親子

でわいわい楽しみながらの“コスプレ”大会風撮影

会を今年も開催！参加のお子さんにはもれなくお菓

子をプレゼント！！ 

未就園児の親子 

1 組 600円（資料代等） 

※子ども 2人目以降 100 円追加 

デジカメ、スマホ等の写真機材、コスプレ小道具、

筆記用具 ※お子さんは、当日コスプレして集合！ 

防府市市民活動支援センター 

TEL（0835）38-4422 

9 月 30日（土）・10 月 1 日（日） 

10：00～15：00 

ルルサス防府 

・ステージ 

歌、音楽演奏など 

・展示・体験・発表エリア 

市民活動団体などの活動紹介や 

発表、展示・販売、ものづくり体験 

・ちびっこエリア 

ミニＳＬ、ふれあい動物園、木育ひろばなど 

防府市市民活動支援センター 

TEL（0835）38-4422 

防府の元気な活動がルルサス防府に大集合！ 
新しい発見や出会いがいっぱいです♪ 

10 月 22日（日）18：00～ 

花火の打ち上げ開始 19：00～ 

※雨天順延 

三田尻港（潮彩市場防府側） 
 
※駐車場に限りがあります。また、

交通渋滞も予想されますので併せ

てご注意ください。駐車場付き観

覧席の販売もしております。 
 
第 7 回 ふるさと想い出花火 ポスター写真募集 
応募作品はふるさと想い出花火実行委員会に帰属し

ます。応募は電話またはメールで受け付けします。 
 
ふるさと想い出花火実行委員会事務局 

TEL 090-6417-5770（二宮） 

E-mail furusatoomoide@gmail.com 

１0 月 18 日（水）9：00～12：00 

防府市文化福祉会館 2 階 8 号に集合。その後、防

府駅前、山頭火生家跡、山頭火ふるさと館、防府天

満宮等を見学。 

山頭火の句碑巡りを通して、自由律俳句を学びま

す。 

【講師】富永 鳩山 さん 

        （自由律俳句クラブ「群妙」 主宰） 

市内在住・在勤・在学の方 

無料 

帽子、飲み物等（4ｋｍ程度歩きます）、小雨決行 

15 名【先着順】 

9 月 27日（水）～10月 11（水）電話で下記へ 

防府市教育委員会教育部生涯学習課 公民館係  

TEL（0835）23-1500   

 

 

第 1 回 

9 月 16日（土）13：00～16：00 

防府市文化福祉会館 3 階 9 号 

自分たちで避難所を作ってみよう 
 

第 2 回 

10 月 21日（土）13：00～16：00 

防府市文化福祉会館 3 階 9 号 

いざという時に役立つ頭巾を作ろう 
 

第 3 回 

11 月 12日（日）13：00～16：00 

防府市文化福祉会館 3 階 4 号 

防府ボランティア連絡会３０周年記念式典 

女性のための防災リーダー養成を考える会 

TEL 090-8710-7854（事務局 門田） 



 

 

（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。 

 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） 
 

初めてまなぼらさぽーとの編集に

参加しました。無事に 68 号を皆

さんに届けられ嬉しく思います。

皆さんにより良い情報を伝えてい

けるように頑張ります！（H） 

この号では夏の暑い中、地域で活

躍されている方々のご紹介をいた

しました。これからも地域でいき

いき活動・活躍されている方々の

特集をしていきたいです。（U） 

身近な所に、こんなに頼りになる

民生委員・児童委員さんがおられ

るとは知りませんでした。私も地

域の子どもたちを見守ることから

始めてみようと思います。（Ｔ） 

 

対 象 山口県において、教育、スポーツ部門、芸術文化部門に著しい成果をみせ、他の範とするに足る学校、

団体 

〆 切 10月 31日（火）（必着） 

問合せ （公財）西京教育文化振興財団 

住 所 〒745-0015 周南市平和通 1丁目 10-2 西京銀行本店 地域連携部内 

ＴＥＬ （0834）22-7665   E-mail eito-chishin@saikyobank.co.jp 

ＵＲＬ http://secf.jp/index.html（申請書類はホームページからダウンロードできます。） 

 

対 象 県民活動（ボランティア活動）を行うために、新たに立ち上げる県内の団体であって、継続的に活動を

行う計画のある団体  

助成額 10万円以内（1 千円単位）  助成率 助成対象経費の 2 分の 1  〆 切 ９月 30 日（土）（消印有効） 

問合せ （一財）山口県厳島会 住 所 〒753-8501 山口市滝町 1-1（県政資料館内） 

ＴＥＬ （083）933-2267 ＦＡＸ （083）932-6858 

ＵＲＬ http://www.yamaguchiitsukushimakai.or.jp/  

９月 1 日（金） ４日（月）  ８日（金） ★11 日（月） ★15 日（金） ★22 日（金） ★25 日（月） ★29 日（金） 

10 月 ★2 日（月） ★6 日（金） ★16 日（月） 20 日（金） 23 日（月） 27 日（金）   

 

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♪ 

 

 

 

                              

 

▲完成イメージ 

  
残暑が続きますね。好評につき！！引き続き牛乳パックでできるかわいい小物入れ作りです♪♪  

アイデア次第で変化する小物入れを作ってみませんか♪ みなさん、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 

 


