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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。登録いただ

いた方には、安心して活動していただけるように、市でボランティア保険をおかけします。 

『学ぼうやコンテスト』や『まなぼらさぽーと』でもおなじみの『学

ぼうや』は、20 年前、住民参加型の生涯学習によるまちづくりを目指

し、広く市民の方から公募して誕生しました。 

もともと向島のたぬきをモデルに作られたそうで、「学習すること

で、たぬきのように素敵に変身しましょう！」という意味が込められ

ているのです。 

家族は 6 人！一人ひとりの名前は 7P の『学ぼうやコンテスト作品

募集』のところを見てくださいね。ところで、『学ぼうや家族』に苗字

があるのを知っていましたか？苗字は、ずばり『生涯』です！学ぼう

やのフルネームは『生涯 学ぼうや』なのです！ 

 20年経っても、子どものままの『学ぼうや』ですが、これからも、

みなさんの『学び』や『ボランティア活動』を力いっぱい応援してい

きますので、どうぞよろしくお願いします！ 

『学ぼうや家族』 

 20歳？に 

なったよ！ 

 

『学ぼうやコンテスト』もよろしくね。 

7Pの募集要項をご覧ください♪ 

防府市の生涯学習マスコットキャラクター 

あけましておめでとうございます。今年は、平成 30 年、そして明治 150 年の節目の年です。みなさんは、

今年どのような節目を迎えますか？『まなぼらさぽーと』記念すべき第 70 号の今号では、まなぼら編集部が

見つけたさまざまな節目をご紹介します。 

 ★ ぼくのイチオシ！ 

『支援者バンク』を紹介す

るよ！一昨年に生まれた、

新しい制度だよ-♪よろし

くお願いします♥ 



 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“趣味”というイメージが強かったボランティ

アですが、震災直後の災害救援において一般市

民によるボランティアが活躍し、その重要性が

広く認識され始めました。そのためこの年は

「ボランティア元年」と言われています。 

県民総参加の協働が実現し、ボランティアに 

対する県民の意識醸成の契機となりました。 

『防府市・佐波川流域災害ボランティアセンター』が防府市

社会福祉協議会に設置されました。たくさんのボランティア

の力で復旧・復興が進められました。 

東日本大震災からの力強い復興を支援する大会と

して開催されました。花いっぱい運動や民泊など、

おもてなしの取組が充実していました。 

『花燃ゆ』主演の井上真央さんと大沢たかおさん

が来られました！また、観光ボランティアガイド

やおもてなしボランティアが活躍しました。 

『認定ＮＰＯ法人やまぐち発達臨床支援センター』が、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

クサポートテストなどの要件の審査を経て、防府市で初めて

（山口県で 5団体目の）認定を受けました。 

震災以降、ボランティア・ＮＰＯが日本社会に

定着し、社会の課題解決に向けた市民活動を支

える仕組みができました。法人格を持つことで

団体への信頼性が高まり、活動が進めやすいと

いったメリットがあります。その後、全国で

次々とＮＰＯ法人が誕生しました。 

震災の被害が特に大きかった岩手・宮城・福島

の３県でＮＰＯ法人数が増加しました。一方

で、ＮＰＯ法人の業務上横領などの事件がメデ

ィアで取上げられ、ＮＰＯの信頼性が損なわれ

ることにもなりました。 

『新寄付税制』に加え、『仮認定制度』がスタ

ートし、さらに認定が取りやすくなりました。 

認定された団体に寄付をした人の税金が控除

されるという、ＮＰＯ法人にとっては画期的な

仕組みが新たにできました。 

『ＮＰＯ法人山口発達臨床支援センター』が防府市で初めて

認証を受けました。 

東日本大震災以降、認定ＮＰＯ法人を取り巻く

環境が劇的に進化しました。新基準の導入によ

り認定が取りやすくなり、『税額控除制度』の

導入により寄付が集めやすくなりました。 

 ＮＰＯ法が施行されてから 20年になる今年、防府市

市民活動支援センターは、15周年の節目を迎えます。 

ボランティア・ＮＰＯに関するこれまでの主な出来事

を振り返ると、全国的にも、県内・市内においても、ボ

ランティア・ＮＰＯへの社会の認識が変化してきている

ことがわかります。 

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。未来の公園

利用に向けた県民の自主的・主体的・継続的な活動

を作るための準備が進められています。 

平成 27年の国勢調査で、日本の人口が大正 9

年の国勢調査開始以来初めて減少しました。今

後さらに協働による取組みを進め、ＮＰＯが多

様化する社会のニーズに応えていくことが求

められます。 

 

 防府市市民活動支援センターは
センター登録団体（約200団体）
をはじめ「地域のために！」「困っ
ている人のために！」という市民
のみなさんの活動を応援するニャ 



室町時代から続く伝統芸能『南京玉すだれ』。伝統芸能の楽しさや面白さを伝えたいという思いから、

平成 18 年に『古典芸能南京玉すだれ山口研究会』を発足。その後、会員 11 名で『古典芸能南京玉す

だれ山口保存会』として本格的な保存活動に取組まれて 10 年。 

講演会や慰問活動など地域のイベントへ参加するだけなく、

あまり目にすることが少ない県内の離島や、山間部の子ども達

にも楽しんでもらいたいと、伝統芸能を直接見る機会を計画す

るなど、保存活動に力を注がれています。 

生涯学習課、市民活動支援センター、社会福祉協議会の３機

関に登録されボランティア活動を活発にされています。 

これからも「明るく！楽しく！元気よく！」をモットーに保存活動に取組んでいかれるそうです。 

 

まなぼら編集部が見つけた節目は、いかがでしたか？今号で掲載しきれなかった節目もまだまだたくさん

あると思います。みなさんもそれぞれの節目を探してみてくださいね。また、今年を節目に新しいことを始

めてみてはいかがですか♪ 

 

 

社会福祉協議会では！ 

ボランティア登録団体として、福

祉施設や地区の敬老会など慰問活

動をされています。社協主催の夏

休みボランティア体験教室に参加

していただき大人気でした。 

 

市民活動支援センターでは！ 

センター登録団体として、市内外

のイベントなどの出演依頼を快く

引き受けてくださいます。センタ

ー主催の市民活動フェスタも一緒

に盛り上げてくださいます。 

生涯学習課では！ 

ほうふ幸せます人材バンク「指導者

バンク」の登録団体で、市内の公民

館、保育園、放課後子ども教室、い

きいきサロン、学ぼうやセミナーな

どで講座をされています。 

 

 



～ボランティア活動で力になりたい！～ 

正長さんが代表を務める『ドリーム若草』は平成 8年に活動を開始し、今年で 22 

年目となられます。正長さんの子どもさんが『防府市わかくさ園』に通われていた時 

に父母の会として立ち上げられました。現在は６名で活動されています。 

主に、福祉活動や交流会、『防府ボランティア連絡会』主催の研修会、その他の行事へも参加されています。 

特に、障害者施設『華の浦』へ洗濯物をたたみに行く活動は、長年続けておられます。毎月第３火曜日に

施設へ行き、入所している子ども達の洗濯物をたたまれます。洗濯物の量が多くたたむのも大変な作業です

が、子ども達のことを思うとやめられないそうです。 

                     活動されている中で楽しみにされていることは、防府市身

体障害者センターで開かれる夏まつりと、文化福祉会館前庭

で開催される障害者体育大会です。子どもさんと一緒に参加

でき、他のボランティア団体の方ともお話ししたり楽しい時

間を過ごすことができるそうです。 

「これからどんどん年を取っていきますが、元気なうちは

このボランティア活動を続けていきたい」と明るい笑顔で話

されていました。 

 

 

 

        

       

 

“わっしょい” 
 

みんなで 
防府の元気な活動

を紹介するよ！！ 

しょうなが    い ち こ 

  

 

 

 

勝間放課後子ども教室 
かつまっ子倶楽部 

 
 

 

 

 

『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 22日（水）勝間放課後子ども教室『かつまっ子倶楽部』で指導者バンク登録企業の東山口

信用金庫のお 2人が、19人の子どもたちへ『お金のおはなし』をされました。 

東山口信用金庫 

まず、講師の横山さんの「信用金庫や銀行って何をするところか知っていますか？」 

の質問で始まり、生活におけるお金の流れを分かりやすく説明されました。子どもたち 

は、日頃あまり考えることのない金融機関の大切さや役割を学びました。 

次は「この中には 1 億円入っています！」と出されたアタッシュケースの重さを当て 

るクイズで、子どもたちはドキドキしながらケースを一生懸命持ち上げ、大金の重さを 

考えていました。その次に、金融機関でのお札の数え方を教わりました。お手本で見せ 

ていただいた、お札を美しく扇のように広げていく技にみんなびっくり！子どもたちも練習用の 100万円分のお 

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 

 

 

札でチャレンジしましたが、なかなか上手くいきません。練習用のお札は、おみやげで家に持 

ち帰り家族で練習することになりました。 

最後に、横山さんが「今日、みなさんに一番伝えたかったのはお金の大切さです！お金はよ 

く考えて使ってくださいね！」と言われ、子どもたちも大きくうなずいていました。 

   

 

 

お金のおはなし 



 

① 赤と白の 2 チームに分かれます。赤白のビニールヒモを 

用意し、50 ㎝程度の長さにチームの人数分切ります。 

② それぞれ自分のチームで陣地を決めます。 

③ 陣地の中でテープをズボンの中に入れてシッポのよう 

にします。 

④ 制限時間を決めてゲームスタート！ 

⑤ 相手チームの人のシッポをどんどん取っていきます。 

⑥ シッポを取られた人は陣地に戻ります。 

⑦ 制限時間内に相手チームのシッポを多く取ったチームの勝ち！ 

【 】 

・陣地にシッポの「おかわり」を用意しておいて、シッポを 

取られた人が「おかわり」のシッポを付ければ復活できる 

というルールにもできます。 

・新聞紙を細長く切ってもシッポになります。 

 

 

 

  
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、なつか

しいゲームをご紹介いたし

ます！ 

 

 『国府ふるさとネット』は、国府中学校区地域協育ネット協議会の通称です。地域協育ネットとは、子どもたち

の育ちや学びを地域ぐるみで見守り、支援するための仕組みのことで、“協育”という言葉には、学校・家庭・地

域が“協”働し、子どもたちの生きる力を“育”むという思いが込められています。 

各中学校区ごとで取組が広がる中、国府中学校区の『国府ふるさとネット』では、国府中・勝間小・牟礼南小・

松崎小の 4 校で小中合同協議会を年３回行います。協議会の委員は、各学校運営協議会の代表 4 名（会長・ＰＴ

Ａ会長・校長・連携担当教員）と公民館担当 1 名（地域協育ネット協議会のコーディネーター）から構成されて

おり、めざす子どもの姿として“ふるさとを愛し、ふるさとから愛される、心豊かな子ども”を掲げています。 

 

 

国府中学校では、生徒に相手を思いやる気持ちなどを育んでもらいたい

という思いで、乳幼児とのふれあい体験学習を開催します。『国府ふるさ

とネット』も、乳幼児がいる家庭へ広くその情報が届くよう、関係団体と

も連携しながら協力しています。体験後には育児相談、思春期座談会、地

域情報交換などを予定しています。 

 

日 時：平成 30 年 1月 16 日（火） 

17日（水）18日（木） 

23日（火）24日（水） 

    10：15～10：45 受付 

    10：45～11：35 3校時（音楽室） 

    11：35～14：00 コミュニティルーム 

場 所：国府中学校 音楽室（ふれあい体験） 

コミュニティルーム 

定 員：1 日あたり 15組の親子 

（0～3 歳の親子さん・妊婦さんも可能です） 

主 催：防府市立国府中学校・国府中学校 PTA 

問合せ：防府市市民活動支援センター 

    TEL（0835）38-4422 各機関の調整 

参加者・ボランティアの呼びかけ 参加者の呼びかけ 

参加者の呼びかけ 

 

チームに分かれて、おしり

に付けたシッポを取り合う

鬼ごっこゲームです。 

 

 

★『シッポ取りゲーム』のあそびかた★ 

 

人数：多い人数 

場所：室内でも野外でも 

準備：赤・白の 

ビニールヒモ 

    

    

    

 

 



＝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 15 日（月）10：00～12：00 

防府市市民活動支援センター 会議室 

お子さんの手型や足型、写真などを、マスキングテー

プやクラフトパンチでかわいく飾るスクラップブッ

キングに挑戦してみませんか♪ 

未就園児とその保護者 

10 名【先着順】 

2,000 円（材料費、託児代、ルルサス防府立体駐車場用駐車券含む） 

お子さんの写真（大小 5～10 枚程度） 

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 

2 月 2 日（金）18：30～21：00 

防府市地域協働支援センター 多目的ホール 

①企画立案の基本（目的・ターゲット・効果とは） 

②防府で行われている事例から見る「企画の構造」 

③企画立案者だけが実行者じゃない 

みんなで企画を実行する重要性 

④マスコミが思わず取材したくなるポイントとは 

⑤実際にみんなで企画を作ってみよう（企画立案ワーク）

【講師】吉田
よ し だ

 充
みち

孝
たか

 さん（防府商工会議所） 

50 名    500 円（運営費として） 

防府市市民活動支援センター 

TEL（0835）38-4422 

1 月 29 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 等の活動費は、会費以外にも事

業参加費、補助金、助成金、事業委託費、寄付金等

があり、こうした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、各団体の想いを実現するた

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 等、自治会や社会福祉関係者等 

各 8 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 

2 月 3 日（土）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、おひな様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 

2 月 7 日（水）10：00～12：00 

防府市地域協働支援センター フードスタジオ 

フォンダンショコラの調理・試食、盛り付けのポイ 

ントの説明 ※持ち帰りはできません。 

【講師】大田
お お た

 有
ゆ

美
み

 さん 

（市内飲食店『セラヴィ』オーナーパティシエ） 

どなたでも    12名【先着順】 

1,400 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 

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 

 

15 名 

 

1 月 22 日（月）13：00～（開場 12：00） 

防府市地域交流センター（アスピラート） 

◆講演「一人ひとりを大切にする地域づくり」 

     ～みんなが幸せな地域をつくる為に～ 

【講師】大阪教育大学 教育学部 

    教授 新崎
あらさき

 国広
くにひろ

 さん 

◆実践報告「集いの場が高める地域の福祉力」 

～そこで暮らす人達であるからこそできる取組～ 

【報告者】小野地区社会福祉協議会 

【コーディネーター】教授 新崎
あらさき

 国広
くにひろ

 さん 

600 名【先着順】 

防府市社会福祉協議会 地域福祉係 

TEL （0835）22-3907 

FAX（0835）25-1388 



（祖母）夢子
ゆ めこ

 

（祖父）学兵衛
ま な べ え

  

 

 

（父）学
まなぶ

  （母）希望
の ぞみ

        学
まな

ぼうや    （妹）学
まな

び 

 

 

 

＜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、防府市の生涯学習マスコットキャラクター「学ぼうや」が誕生して、20 年の記念の

年です。また、今年は明治 150 年の年で「山口ゆめ花博」など夢や希望があふれるイベントが

盛りだくさんです。今回の学ぼうやコンテストは「学ぼうや」や「学ぼうや家族」を入れて、『20

年後の自分』を描いたイラストを募集します。みなさんのご応募をお待ちしています！ 

 
＜応募締切＞ 

1 月 19 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 11 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）23-3015 

FAX（0835）38-8131 

《テーマ》『２０年後の自分』を描いてみよう！ 

 

2 月 20 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『ふれあい・いきいきサロン』を 

楽しく続けるために 

  ・防府市保健センターよりお知らせ 

 ◆講話～スマホ・ケータイ安全教室～ 

    『トラブルに巻き込まれないために』 

 【講師】NTT ドコモスマホ・ケータイ安全教室  

インストラクター 

 ・「ふれあい・いきいきサロン」に関わっている方 

 ・「ふれあい・いきいきサロン」に関心のある方 

無料  80 名【先着順】  2 月 13 日（火）まで 

TELまたは FAX にて下記へお申し込みください。 

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 16 日（金） 

14：00～17：00 

防府市文化福祉会館 

3 階 3 号 

税務―NPO 法人の法人税― 

【講師】脇坂 誠也 さん 

2 月 17 日（土） 

10：00～17：00 

防府市文化福祉会館 

3 階 4 号 

遺贈寄付―弁護士と税理士が徹底解説！― 

【講師】樽本 哲 さん、脇坂 誠也 さん 

2 月 18 日（日） 

10：00～13：00 

防府市文化福祉会館 

3 階 3 号 

法律―その活動、ほんとうに合法ですか？― 

【講師】樽本 哲 さん 

NPO 法人、弁護士・税理士などの士業、中間支援者、行政職員など 

各 50名   無料   防府市市民活動支援センター TEL（0835）38-4422 

2 月 24 日（土）10：00～12：00 

防府市地域協働支援センター 研修室 1 

介護は何から始めるの？介護保険の利用方法は？

認知症を発症したらどうすればいいの？などの疑

問やお悩みを解決できること間違いなし！講師の

介護経験談を交えながらのお話は「わかりやすい」

と毎年大好評♪今回は“介護”から想いを伝えられ

る“エンディングノートの書き方”までをさらにわ

かりやすくお話ししていただきます！ 

【講師】中村
なかむら

 久枝
ひ さ え

 さん（山口県金融広報アドバイザー） 

20 名 

500 円 

防府市市民活動支援センター 

TEL（0835）38-4422 



 

ワン！（犬）ダフルな一年にかわいい！わんちゃんの小物を作ってみませんか。 

今年はよい年になること間違いなし！どうぞお気軽にお越しください♪ 

 

 

 

（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） 
 

新年おめでとうございます。「まな

ぼら」も 70号！5年後の 100号 

の頃はどんなになってるかな－？

私は、「学ぼうや家族なら夢子？」

っていわれてガーン！！（S） 

まだまだパソコン操作に悪戦苦闘

していますが、今年こそは上達し、

少しでも良い情報をお伝えできる

ように頑張ります。今年もよろし

くお願いいたします。（U） 

防府の節目を見ていくと、色々な

節目があるのですね！もう○○が

できてそんなに経つんだ♪と盛り

上がりました。自分の周りの節目、

見つけてみようと思います。（Ｔ） 

 

 

   

  

 

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地域活動 ●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 

〆 切 平成 30年 1月 10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） 

対 象 青少年の健全な育成のための、民間の非営利活動で、自然とのふれあい、ボランティア育成、地域連帯、エコ、

国際交流・協力、科学体験・ものづくり の各場面での活動 
〆 切 平成 30年 1月 12日（金）（マツダ財団事務局に必着） 
問合せ 公益財団法人 マツダ財団 事務局 
住 所 〒730-8670 広島県安芸郡府中町新地 3-1 マツダ株式会社内 
ＴＥＬ （082）285-4611 

ＵＲＬ http://mzaidan.mazda.co.jp/（申請書は HP からダウンロードできます） 

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

2 月  2 日（金）  5 日（月）  9 日（金）  16日（金）  19日（月） 23 日（金） 26 日（月）  

 

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 

 

 
 

 


