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来年 9月、『第 35 回全国都市緑化やまぐちフェア 山口ゆめ花博』が開幕します！1 年前となる今年の

9 月にはプレイベントが開催され、いよいよ 11月から県民参加プログラムの公募がスタートします！ 

今号では、山口ゆめ花博のイベント概要と、防府市内の花と緑に関する活動をご紹介します。 

 

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  

『第 35 回全国都市緑化やまぐちフェア 山口ゆめ花博』は、明治 150 年プロジェクト『やまぐち未来

維新』の中核イベントという位置付けで、山口県で初開催される、国内最大級の花と緑の祭典です。 

県民の幅広い意見を反映させるための

『県民会議』『コアメンバー会議』が行われ、

実施計画中間案が発表されました。 

詳細は、公式HPをご覧ください。 

HP：http://yumehana-yamaguchi.com 



 

 手入れの行き届かないままヤブと化し、人が入れ

ない状態になっている里山・竹林を、昔のように子

どもや高齢者も気軽に入れるような場所に再生し

たいという思いで活動しています。上右田の三谷森

林公園に近い山林『佐波の里山 きずなの森』の整

備に約 10 年を費やし、現在ではブランコなどの遊

具まで完成し、明るく楽しめる場所へと生まれ変わ

りました。 

 山口県の木製品に関する活動を行うことにより、

木育を推進することを目的に活動しています。また、

県民に森林を身近なものに感じてもらうとともに、

森林・林業の取組への理解を深めてもらうため、『や

まぐちウッドスクール』を開催し、山口の木を使っ

て森を感じる各種体験や商品の展示販売を行ってい

ます。 

 

 緑あふれる大地や水清い川などの自然を守るた

め、地域の放置されている竹林の整備、竹材の利用、

竹の子の採取など、竹林の適正管理活動を行ってい

ます。また、県民の竹林整備への理解醸成を図るこ

とを目的に、モデル林を日本一美しい竹林にするこ

とを目指して整備を行っています。 

▲5 月開催『やまぐちウッドスクール』
でメンバーにより制作された遊具 

県民会議参加者を中心とし、花博に係る県民参加プログラム

についての推進方法を検討しました。そこで話された意見やア

イデアをもとに実施計画中間案を作成しました。全 4 回のコア

メンバー会議には、延べ 123 名の県民が参加しました。 

各カテゴリーとも、上限 5 万円の制作実費を補助します。 

 

5 つのビジョンを基準として選考します。 
受付後、内容協議期間を経て、実施を確定します。 
 

平成 29 年 11 月 1 日（水）～12 月 28 日（木） 

 

「ゆめアクション申込書」に必要事項を記入の上、下記の

提出先まで郵送またはご持参ください。 
詳しい要綱や申込書は 1P記載の公式 HP からダウンロードできます。 

 

山口ゆめ花博（第 35 回全国都市緑化やまぐちフェア） 

実行委員会事務局 県民参加グループ 
〒753-8501 山口県山口市滝町 1 番 1 号県政資料館 2 階 
TEL（083）933-4929 FAX（083）933-4809 

花博で実現したいことや公園の新しい利

活用方法などをテーマに、ワークショップに

よる意見交換を県内 5 ヶ所で行い、延べ

138 名の県民が参加しました。 

・ステージプログラム 

・ワークショップ・展示プログラム 

・フリー企画プログラム 

・運営サポートプログラム 
おもてなし支援、花ガイド、花管理支援 

アクティビティ運営支援、イベント運営支援 
・企画サポートプログラム 

※はなアクションは来年 2 月以降公募開始 



 

華城シニアラッキークラブ・G/G同好会 

 華城の西植松農村公園の花壇は、一年中季節の花がきれいに咲いて、地域

の人に喜ばれています。この花壇を主に管理しておられるのが、この公園で

グラウンドゴルフをされている華城シニアラッキークラブ（華城老人クラ

ブ）会員の有志７名のみなさんです。 

 この広場は、もともと『ひょうたん池』と呼ばれていた農業用のため池で、

埋め立てられ荒地になっていたのを老人クラブのみなさんが整地され、地元

の人の憩いの場になればと、平成15年から花壇を作ることにしたそうです。 

  「特に苦労と思うことはありません。苗を植えるのと、真夏の管理は大変じゃけど、他の会員が手伝って

くれるし、近所の人が水やりも手伝ってくれてんよ」と、満面の笑顔で話されます。また夏休み中は、ラジ

オ体操で広場に来た子どもたちも、草取りや水やりをしてくれるそうです。 

 「嬉しいのは、やっぱり地元の人が喜んでくださることと、側の道

路を通勤される方が楽しみにしていてくれていると、口コミで聞いた

とき」とのことです。 

 今年は、花壇の側に二羽の布製のニワトリと本物のタマゴや柿が！ 

「今年は、酉年だから手作りのニワトリを飾ってみたんよ。見た人は

みんなびっくりしてよ」と、会員の荒瀬さんは嬉しそうに笑われます。 

 「これからも、公園を花いっぱいにして、地域の人のコミュニケー

ションや憩いの場にしたい」と、楽しそうに話してくださいました。 

 

防府での花と緑の取組 

佐波地区民児協と防犯連絡協議会は、平成 27 年から佐波地区の八王子

交差点の佐波地下道西入口、西佐波緑地に花壇を作り、季節に応じた花を

植え、花と緑の推進活動を続けられています。はじめられたきっかけは、「こ

の緑地は長い間荒れ、雑草が生え、見た目も良くない、ここに花壇を作り

きれいにしたい」という代表の冨永さんの思いだったそうです。 

佐波地下道西入口の緑地は、旧国道 2 号線と国道 262 号線の交わる交

差点にあり、赤信号で止まると目につき、また地下道も通勤・通学などで 

たくさんの人が通るところです。防府土木建築事務所に花壇の話をしたところ許可が出て、早速、活動を開

始されました。長い間放っておいたため、雑草が伸び放題、きれいにするのも一苦労だったそうです。 

花壇が出来上がり、サルビア、マリーゴールド、日々草、チューリッ

プ等、各季節に植え替え、いろいろな花が咲き一年中楽しめます。 

「これから花の水やり、草取りなど管理し続けていくことは大変で                 

すが、みなさんの力できれいに保っていきたいです。 

市内の各地で一つずつでも花壇を作るように 

すれば、まちが花いっぱいになるのでは」と、 

話されていました。 



 

※現在は、勝間地区の子どもたちだけで構成されていますが、他の地区の子どもたちも参加できるそうです。 

一度見学していただき興味を持たれた方はぜひご参加ください。問合せ：磯部 TEL（0835）21-8135 

“わっしょい” みんなで 
防府の元気な活動

を紹介するよ！！ 

 和太鼓 勝間浦人太鼓 代表 

磯部
い そ べ

 明彦
あきひこ

さん 
●地元に根付いた伝統づくりと地域のつながり 

 磯部さんが代表を務める『和太鼓 勝間浦人太鼓』は、今年で活動が 15年目となります。 

子ども会活動に長年携わられている磯部さんが、子どもが関わる文化的な活動が少ないこ

とに気づき、なにかいいものがないかと考え、平成 14 年に始められたのが『和太鼓 勝間

浦人太鼓』です。磯部さんも太鼓の経験がなかったため、『防府おどり』の太鼓の練習に参加

し、勉強をされたそうです。 

 

 

最初は、小学生 6 名で始め、和太鼓もないので手作りのポンポラ太鼓（孟宗
もうそう

竹
ちく

を置いたもの）を叩き、防府お

どりの曲を練習しました。その後、多くの方のご協力、ご支援により和太鼓も増え『和太鼓組曲三部作「勝間の浦

人」』も完成し、毎年勝間小学校の学習発表会や文化祭、局の内地区どんど焼きなど地域のイベントで演奏を披露

して好評を得ているそうです。また今秋は、11月 5 日（日）の『遊々かわフェスタ』での演奏や 12月 17 日（日）

の『防府読売マラソン』での街頭応援演奏も予定されています。現在、メンバーは小学生 20 名で、13個の和太

鼓を使い、毎月第２、３、４土曜日に勝間公民館で練習されています。 

いつも元気な磯部さんの力の源は、元気な子どもたちとの交流だそうです。今後の

目標としては、「地域のつながりを大切にし、地元に根付いた伝統としてつないでい

けるよう、後継者が見つかるまでまだまだ頑張りたい」と、おっしゃっていました。 

▲勝間浦人太鼓演奏の様子 

 

防府総合支援学校 
 

レクリエーション 
 

 

 

 

 

『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 

9 月 20 日（水）防府総合支援学校の中学部 1 年生と 3 年生の交流会で指導者バンク登録講師の

福田和子さんがレクリエーションの指導をされました。 

福田
ふくだ

 和子
かずこ

 さん 

はじめに生徒たちから「よろしくお願いしまーす」と元気な挨拶があり、講師の福田 

先生からは「私はぺこちゃんといいます。今日は楽しく遊びましょう」と挨拶がありま 

した。最初は、パネルシアターを使った手遊び歌で、♪～山小屋いっけんありました。 

窓から見ていたおじいさん～♪手振りをつけてみんなで楽しく歌いました。次は、「頭、 

肩、膝、ポン、初めはゆっくり、だんだん早くなりますよ！」と、みんなできる範囲で 

体を動かしました。その後は、パネルシアターによるお話やカードを使っての言葉遊び 

 

 

など、車椅子の生徒もみんな一緒に取組めるようにと、先生が考えられたメニューを楽しみました。 

笑顔いっぱいの楽しい１時間があっという間に終わり、最後に生徒の代表から先生へ、感謝の言

葉とみんなで作ったプレゼントが渡されました。歌を歌うのが一番楽しかった、グループで考える

ゲームが一番楽しかった、など生徒の感想はさまざまでした。先生は、「みなさんが、とっても積極

的に取組んでくれたので、私もとても楽しかったです！」と、おっしゃっていました。 

   

 

 



 NPO 法人市民プロデュースは、不特定かつ多数のものに対して、産学官民の連携

による地域発展のための事業を提案・運営またはコーディネートし、地域と住民の元

気の向上に寄与することを目的に活動しています。 

平成 23年『おいでませ！山口国体・山口大会』において、国体史上初の、民間が運営するボランティアセンタ

ー『国体きらめきセンター』を運営するなど、行政と市民の双方が“成功”と言える協働型事業をつくります。そ

のような事業に必要となる市民参加のしくみづくりから、ボランティアの募集・研修・配置、広報、イベント運営

に至る全ての事務局運営に精通していることから、県内外の自治体、団体から各種講座の講師等の依頼が集まりま

す。来年開催の『山口ゆめ花博』へ向けてもコーディネーターとして県民参加のしくみづくりを進めています。 

 

 

誰もが自然に社会づくりに参画する未来をつくるために、まず、話し合いの質を高

めることを大切にしています。担い手づくりを推進する人や組織に寄り添った支援と

して行うファシリテーション講座は、協働を進める上での“対話”の大切さを、実践 

的にわかりやすく学べると参加者から大好評です。 

また、市民プロデュースが行うワークショップでは、フューチャーセッションや

グラフィックハーベスティングといった対話の最先端の手法が用いられます。人や

社会の在り方に根差した対話の場の設計を行う、まさに“プロ”が揃っています。 

 

① １チーム３～５人ぐらいのチームに分かれます。 

② 各チームでリーダーを決めます。 

③ 各チームに新聞紙１日分とセロハンテープを準備します。 

④ 「どんな形でも良いので、１番高い新聞紙タワー 

を作ったチームの優勝」です。 

⑤ ５分間の作戦タイムに入ります。 

チームでどんなタワーを作るか、 

みんなでアイデアを出し合います。 

⑥ ゲームスタート！ 

⑦ 制限時間５分でタワーを作ります。 

⑧ ５分たったらメジャーで高さを測り、一番高いチームの優勝！！ 

【 】 

・使えるセロハンテープの枚数を 10枚までと決めてもよいです。 

・制限時間は遊ぶメンバーに合わせて変えてください。 

 

 

 

  今回のコーナーでは、ボ

ランティアや地域での活動

で気軽に楽しめる、ゲーム

をご紹介いたします！ 

 

 

 

問合せ：NPO 法人市民プロデュース   TEL （083）932-4919 
HP http://www.nposp.org 

 

新聞紙を丸めて棒を作りど

れだけ高く積めるか競いま

す。チーム対抗戦ができる

楽しいゲームですよ♪ 

 

★『新聞紙タワー』のあそびかた★ 

 

人数：１チーム３～５人 

場所：室内の広いホール 

準備：新聞紙１日分 

   セロハンテープ 

   メジャー 

   ストップウォッチ 

 

 



＝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 

11 月 12日（日）13：00～15：30（受付 12：30～） 

防府市文化福祉会館 3階 4 号 

記念式典…………13：00～13：30 

アトラクション…13：30～14：00 

（オカリナとハーモニカのコラボ演奏） 

講演………………14：00～15：30 

【演題】被災地支援から学んだこと 

【講師】内閣府防災ボランティア活動 

環境整備検討委員 弘中
ひろなか

 秀
しゅう

治
じ

 さん 

どなたでも 

防府市社会福祉協議会 地域福祉係 

TEL（0835）22-3907 

 

 

 

 

12 月 10日（日）10：30～12：00 

防府市地域協働支援センター 多目的ホール 

【受験要領】 

検定は 10 分野からの出題です。8分野が選択式、

2 分野が記述式です。分野ごと 7割以上正答で合格

となり、合格者には合格証を合否発送時に無料で交

付いたします。 

山口県民の人ならどなたでも 

50 名【先着順】    無料 

鉛筆、消しゴム、時計（携帯、スマホは不可） 

防府市市民活動支援センター気付 

みらいプラネット「難病カウンセリング検定」係 

11 月 27日（月）10：00～12：00 

防府市地域協働支援センター 

電動糸のこを使って、クリスマスのおもちゃを作り

ます。 

【講師】重田
し げ た

 秀
ひで

徳
のり

 さん（重田木型） 

木のおもちゃやものづくりに興味のある人 

20 名【先着順】 

1,500 円（材料費含む） 

託児 1人につき 300 円（2 人目以降 200円） 

来所にて、参加費を添えてお申し込みください。 

防府市市民活動支援センター 

TEL（0835）38-4422 

11 月 11日（土）13：00～16：30 

防府市市民活動支援センター 会議室 

禁酒法と民主主義 

『禁酒法』から、社会の法則が見えてきます！ 

【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（資料代含む） 

防府市市民活動支援センター 

TEL（0835）38-4422 

11 月９日（木）13：00 ～1５：30 

防府市地域交流センター 

アスピラート 音楽ホール 

はつらつ発表……13：10 

講演………………14：00 

【演題】心に響く笑いと涙の人生学 

【講師】落語家 三遊亭
さんゆうてい

 歌之
う た の

介
すけ

 さん 

どなたでも 

無料 ※申込み不要 

防府市社会福祉協議会 地域福祉係 

TEL（0835）22-3907 

FAX（0835）25-1388 

【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 

 

  

バザーの収益金は、すべて奉仕資金として大切に使わ

せていただきます。 

11 月 23日（木・祝）9：30～14：30 

アスピラート 1F（防府市地域交流センター） 

お取り寄せコーナー、会員もちより品ガレージセー

ル、母と子の室内運動会、ハンドマッサージ、わた

あめ・射的コーナー、アイシングクッキー手作りワ

ークショップ、大好評の予約弁当、パラタの本格イ

ンドカレー、うどんコーナー、休憩コーナー他 

国際ソロプチミスト防府  担当：島田 

TEL（0835）29-0406 



【講師】 堀田
ほ っ た

 佑
ゆ

貴
き

 さん 

 

 

 

 

 

 

11 月 26日（日）9：30～15：30 

桑山（護国神社前集合） 
※雨天の場合は桑山中学校体育館 

市内の小学校 3年生～6年生 

300 円（保険料等）  24 名（先着順） 

お弁当・飲み物 

11 月 1日（水）～11月 22 日（水） 

    
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防府市文化協会 TEL（0835）26-6841 

行事名 日 時 場 所 内 容 入場料 

市民茶会席 
11 月 10日（金）～12 日（日） 

10：00～16：00 
アスピラート 
2 階 リハーサル室 

防府茶道連盟 
煎茶抹茶交替お点前 

席料
300 円 

華道展       
11 月 10日（金）～12 日（日） 

10：00～17：00 
アスピラート 
2 階 展示ホール 

防府市華道連盟 
合同出品 

無料 

健康相談 
11 月 11日（土）・12日（日） 

10：00～15：00 
アスピラート 
2 階 展示ホール横 

山口県看護協会防府支部 
による健康相談 

無料 

第 67 回 
市美術展 

12 月 6日（水）～10日（日） 
9：00～17：00 

（6 日のみ 10：00～17：00） 

アスピラート 
2 階 展示ホール 

日本画・洋画・彫刻・ 
工芸・書道・写真・デザ
インアート・現在アート 

無料 

 

 TEL、FAX、Ｅメールで下記へお申込みください。（氏名・電話番号が必要。「わくわくアドベンチャーラリ

ー」はその他に性別・学校名・学年が必要） 

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

 

指導者バンクには、いろいろな技術や専門的な知識を持ったたくさんの人がボランティアの講師として登録し

ています。この機会に興味のある事を学んでみませんか？   

アロマセラピー入門 
～日々の暮らしを優しく豊かに～ 

グループのみんなで、ミッションクリアを目指して、桑山を

冒険します。ネイチャークラフトの体験もあるよ！！社会人

や大学生のスタッフがみんなをまっています♪ 

くわのやま わくわくアドベンチャー 

12 月 2日（土）10：00～11：30 

文化福祉会館 2階 10号室  

市内在住・在勤・在学の人 

100 円（材料費～バスボムを作ります）      

15 名（先着順） 

筆記用具 

11 月 1日（水）～11月 24 日（金） 

 

 

 

 

 

 

植物の香りは、心や身体にさまざまな効果をもたらします。

この講座では、いつものお風呂の時間を豊かに楽しく過ごす

ための知恵をお伝えします。 

【講師】有井
あ り い

 佳奈子
か な こ

 さん 

     

12 月 8 日（金）【必着】 

〒747-0026 

防府市緑町 1-9-2 文化福祉会館内 

生涯学習フェスティバル実行委員会（生涯学習課内） 

TEL （0835）23-3015 

FAX （0835）38-8131 

E-mail  manaboya@c-able.ne.jp 

発表日時 平成 30 年 3 月 11 日（日） 

10：00～16：00  

場  所 ルルサス防府・アスピラート 

 

日頃から学んでいること、取り組んでいること、学

んで身につけたことについて、自分たちで企画して、

講座・発表会・活動 PR をしてみませんか？市民の市

民による市民の為のフェスティバルにしましょう！ 

≪応募資格≫ 

○防府市内に在住、在勤又は在学の個人 

○防府市を中心に活動している団体 

※防府市に関する内容の発表をする場合、市外

でも応募可。 

※政治・宗教活動や著しく公益性を損なうと認

められる個人や団体を除きます。 

※準備・片付けを含め全て自主運営です。 

≪応募方法≫ 

所定の応募用紙に講座名称、内容（概要）、氏名（個

人名または団体名・代表者名）、連絡先等の必要事項

を記入し郵送または FAX・Ｅメールにてお送りくだ

さい。 

※応募用紙は、各公民館、文化福祉会館、市役所受付、

ソラール、ルルサス防府、アスピラートなどにありま

す。防府市のHPからもダウンロードできます。 

 



 

一年経つのは早いですね♪ 恒例の干支づくりです！新年に向けてかわいいわんちゃんの 

小物をつくりませんか。どうぞお気軽にお越しください。ワン！ダフルな一年にしましょう♪ 

 

 

  

 

（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） 
 

朝夕の寒さがきびしくなってきま

したね。今年も早いもので残り２

ヶ月。今年最後のまなぼらは、い

かかでしたか？来年の花博が楽し

みですね。（H） 

 

来年、開催される花博が待ちどお

しいですね！！きらら博記念公園

が花と緑でいっぱいになるのがと

ても楽しみ！行ってみる価値あり

そうです。（U） 

 

気になる内容盛りだくさんの花

博は、全期間通用のパスポートを

買って何度も行きたいです！ど

んな県民参加プロジェクトが生

まれるのか、楽しみです♪（H） 

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図ることを目的
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 11月 14 日（火）（当日消印有効）（電子申請は 11月 28 日（火）17時まで） 
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 国土交通省が実施する施策や整備事業等に関連し、将来的にも社会資本整備に繋がる地域づくり、環境保
全、防災等に関するボランティア活動 

〆 切 平成 29年 12月 28 日（木）（必着） 
問合せ 一般社団法人 中国建設弘済会 山口支部 
住 所 〒747-0024 山口県防府市国衙 1-3-15 
ＴＥＬ （0835）22-6551  FAX （0835）22-6742 
ＵＲＬ http://www.ccba.or.jp（申請書はホームページからダウンロードできます） 

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

12 月 ★1 日（金） ★4 日（月） ★8 日（金） ★11 日（月） ★15 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 

【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 

 

  


