
寒さもだいぶ和らいできて、暖かい春も目の前ですね。いつもと違う場所に行き、いろいろな人と交流し

てみませんか？きっと新しいあなたに出会えるはず。今号では、多世代や知らない分野で活動する人との交

流の場や、交流を通しての感想を事例とともにご紹介します。 

 

 

  喜んでもらえて何

か良いことをした気

がします。 

 日頃は高齢者の方

とほとんど話すこと

がなかったのでよか

ったです。 

 お年寄りとの交流が少なく

なってきているので、子ども達

にとっては良い経験となりま

した。お年寄りに「ありがとう」

と言われ、子ども達自身も地域

に貢献できることがあると感

じたようです。 

 

 

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  

●特集………………………………………… 

『こころの交流があなたを変える』 
●今号の元気人…………………………………… 

『嶋田 弓絵 さん』 

●ほうふ幸せます人材バンクの活用…………… 

『華城小おはなしボランティア』 
●防府市市民活動支援センター協働事例紹介… 

『ａｉｒ結婚応援部』 

Ｐ１～３ 

 

Ｐ４ 

 

Ｐ４ 

 

Ｐ５ 

 

参加した子ども達の保護者から 

右田地区社会福祉協議会では、地区内の 75 歳以上の一人暮らしの方へ毎年冬に、手

作り弁当を届けており、今回で 54 回目となりました。弁当作りは、右田女性部会が中

心となり、女性民生委員、母子保健推進員、食生活改善推進員の方々の協力のもと行い

ました。配付については、昨年までは地区内の友愛訪問グループ員が中心となり、自治

会長、福祉員、民生委員が担っていましたが、今年からは配付時間を昼前から夕方に変

更し、中学生を主体に小学生を含めた子ども達がボランティアで参加しました。 

右田中学校の 1、２年生の 71 名と右田小・玉祖小あわせて 16 名の小学生が参加し、

右田地区にある 37 自治会のうち、29 の自治会で子ども達が手分けして配付を手伝い

ました。 

石田会長は、「最初はうまくいくのかと不安もありましたが、終わってみれば『子ども達が配ってくれてうれしか

った』との声を多数いただきほっとしています。ボランティアの募集については、右田中学校の全面協力や右田・

玉祖両子ども会育成連絡協議会のみなさんにもお力添えをいただきました。これを機に、これからも各関係機関と

より一層の連携を模索していこうと思っています」と話されています。 

参加した子ども達から 

 



 

 

 国府ふるさとネットは、国府中学校区の幼児期から中学校卒業程度ま

での子ども達の育ちや学びを地域ぐるみで見守り支援するため、国府中

学校区をひとまとまりにした仕組の組織であり、学校づくりと地域づく

りの一体的な推進を図ることを目的に活動しています。 

1 月に 5日間にわたり、国府中学校にて、乳幼児と中学生とのふれあい体験『あかちゃんと一緒に中学校へ

遊びに行こう！』が、国府中学校と国府中学校 PTA 主催で開催され、国府ふるさとネットをはじめ、市民活

動支援センターなどさまざまな機関や団体が協力しました。 

この取組は、中学 2年生の家庭科の授業の一環として展開され、近辺に保育園や幼稚園がなく保育実習が難

しいという問題を解決するだけでなく、これまであまりふれあう機会のなかった世代間での交流の場や子育て

中の親同士の情報交換の場、地域の人たちの居場所づくりにもつながりました。 

5 日間で 96組の親子が参加し、実習の中では、中学生が授乳

やおむつ替えを近くで見ることができたり、実際に赤ちゃんを抱

っこすることで重さを体感することができたりと、日頃はできな

いたくさんの経験ができました。「○歳になると○○ができるよ

うになる」「○歳児は○○に注意する必要がある」など保護者の

方から教えてもらうことで、自分が赤ちゃんだった頃の親の気持

ちを想像したり、将来自分が親になったときのイメージができた

生徒もたくさんいたようです。 

中学生が初めは恥ずかしがっていた

けれど、どうすれば喜んでくれるのかと

試行錯誤しながら優しくふれあってく

れて嬉しかったです。 

普段なかなかふれあう機会のない中

学生のお兄さんを初めて見たときの子

どもの反応が面白かったです。 

いつかはうちの子もこの年齢になる

のか…と想像することができました。 

あの生徒のあんなに楽しそうな笑顔

は初めて見ました！ 

幼児は好奇心旺盛で目が離せないので、子

育ては大変だと思いました。自分も小さいと

きはこうだったのかと思うと、親への感謝の

気持ちが湧きました。 

一番心に残ったのは、○○ちゃんが自分

のおやつを僕に「あ～ん」してくれたこと

です。○○ちゃんの笑顔を思い出すと疲れ

が吹っ飛びます。 

学校と PTA との信頼関係、そして

地域の方々のたくさんの知恵が集まり

実現することができました。 



 ３月 11 日（日）に『防府市生涯学習フェスティバル』がルルサス防府とアスピラート 

で開催されます。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！あなたも

春の 1 日、フェスティバルに出かけてみませんか？きっと素敵な交流が待っています。ほんの少しあなたを

変えるかも・・・。 

防府市 生涯学習フェスティバル 検索 

場所 ルルサス防府 わっしょい広場 

全 15 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♪ 

 

【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）23-3015 

 

♥ステージ発表♥ ♥体験・勉強・展示・ものづくり♥ 

場所 アスピラート２階  

展示ホール 

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♪会場で平成30年度の市民教

養講座受講生の受付をしています。 

♥文化センター市民教養 

講座・サークル作品展♥ 

 

3/11 日 

★幅広い分野の講座などが集まるこの場から、毎年さまざまな交流が生まれています♪ 

詳しくは、市ＨＰか市広報 3 月 1 日号をチェック！！！ 

 『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

の屋台の出店もあります！ 

 

 子どもさんは、教えたとおり

ではなく、自分の発想で作品を

作られます。その発想が、とて

も素晴らしく私たちもうれし

いです。また、材料のお花を見

て、受講者の方々と「きれいで

すねー」とお話ししながら作る

のは、とても楽しいですよ♪ 

子どもと一緒に参加して、折

り紙を教えてもらいました。折

りながらスタッフの方と子育て

のお話をしたら、日頃の悩みが

少し消え、心が軽くなりました。 

 

 当日、学校がばらばらのグループで行動したので、

他校の活動の話が聞けて、自分たちの活動の参考に

なりました。他校の人と知り合えて、とても楽しか

ったです。また、日頃は話さない年代の人ともいろ

いろなお話ができました。 

 

場所 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！バラエティー豊かな 28 の講座や展示等が開催されます。 

参加したママ 
ものづくりの先生 

ボランティアスタッフ

の高校生 

メイン 

テーマ 

みんな来てね。 

まってるよー♥ 



 

“わっしょい” みんなで 
防府の元気な活動を

紹介するよ！！ 

嶋田さんが代表を務められる『Chat in English』は、英会話を趣味や仕事にするメンバー同士

が、英語で会話する機会を持つために活動しています。子育て中のメンバーが多いため、英語教育 

に関する情報交換が盛んです。仲間からのお誘いで活動を始められた嶋田さん。何事も「まずはやってみよう！」とい

う好奇心が一番の原動力となっているのだそうです。 

そんな嶋田さんが代表を務められるもう一つの団体『英語であそぼうボランティアーズ』は、自身の英語力を活かし

て地域のボランティアに挑戦したいと集まった有志で結成されました。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作り実施しています。将来英語に興味を持ち自ら学ぶ素地となるような、子ども達の心に残る活動

を目指しています。 

また、嶋田さんは、ルルサス防府 2 階にある親子ふれあい広場にて水曜日

に開催される『ぽんぽこ広場』の『えいごであそぼう』というプログラムで、

担い手がおらず困っていた主催者の防府市ファミリーサポートセンターから

の募集に応え、施設に遊びに来られた親子に対し、英語を使った楽しい遊びを

提供するお手伝いもされています。 

今後も、ニーズに合った、楽しめる内容を提供していきたいと話されます。 

【問合せ】TEL（0835）38-4422 防府市市民活動支援センター気付 
Chat in English  英語であそぼうボランティアーズ ▲佐波小放課後子ども教室での活動の様子 

富海小学校 

おはなし会（劇） 
 

 

 

 

 

『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 30 日（火）、富海小学校で支援者バンク登録団体の『華城小おはなしボランティア』の 

みなさんが、劇とブックトーク（本の紹介）をされました。 

華城小おはなしボランティア 

お昼休み、音楽室に全校児童約 60 名が次々と集まってきます。華城小おはなしボランテ 

 ィアのみなさんと、富海小の図書委員 2 名と『とのみんネット』（※）のキャラクター『と 

のみん』が出演して『どろぼうがっこう』の劇が始まりました。衣装や小道具に加え、「35 

億」や「ひふみん」など旬の言葉がちりばめられたシナリオからは、ボランティアの方々の 

熱い思いが伝わってきます。まるで絵本の中から飛び出したような迫力ある演技に子ども達 

は引き込まれていきました。劇に名残惜しさを感じつつ、作者のかこさとしさん（現在 92 

歳）の作品のブックトークが始まりました。なんと『どろぼうがっこう』は、44年前の作 

         品だそうです！以前から、図書ボランティアと児童が一緒に参加できる会を企画したいと考え

ていた担当の先生が、華城小おはなしボランティアのことを知り、支援者バンクを通して今回

の会が実現しました。役者として参加した児童は「ボランティアのみなさんと合わせるのは、

本番が初めてだったけど、うまくできて良かった！みんなが、かこさとしさんの本を借りてく

れるとうれしい」と話していました。 

     （※）富海小中学校区地域教育ネット（学校、保護者、地域が一体となり地域ぐるみで子どもを育てる仕組）  

                



 『ａｉｒ結婚応援部』は、『山口結婚応援団』〔やまぐち子育て連盟事務局（山口県健康福祉部こども・子育て

応援局こども政策課）が募集する結婚に向けた出会いの場づくり事業を実施する団体〕に所属し、出会いの機会

が少ない男女が出会うきっかけとなるパーティーなどを企画し、応援しています。主に、婚活パーティーや料理

イベントの開催、婚活や結婚に関する相談・支援を行っています。 

 

 

 2 月 25 日（日）には、防府市の補助金事業として婚活イベント『ここからはじまる愛ある恋』を開催しまし

た。ａｉｒ結婚応援部のプログラムでは、ただ出会うだけでなく、異性の考え方の違いを体験することで、より

楽しく、より出会いが素敵なものへと変わるための工夫がなされています。 

シングルママ、シングルパパも安心して婚活ができるように、無料の託児を設け、女性参加者にはメイクアッ

プやハンドマッサージを無料で提供するなど、自信を持ちリラックスして参加できるような配慮もあります。 

 また、ａｉｒ結婚応援部では、イベント参加者だけでなく、恋のキューピット役としてイベントを盛り上げる

ボランティアスタッフも募集しています。イベント開催前には、『婚活攻略企画セミナーとボランティア説明会』

を開催するなど、ボランティアに対しても活動しやすく楽しい場を提供することを目指しています。より効果的

な婚活支援を行うために、婚活する側・婚活を応援する側それぞれの課題を洗い出し、解決策を一緒に探ってみ

ませんか。婚活でこんな企画をやってほしい、アイデアはあるけど形にできないなど、思いのある方、イベント

の司会や運営に興味のある方は気軽にお問合せください♪ 

 

 

① 1 チームの人数を決めて、チームごとに 1 列に並びます。 

② リーダーは制限時間を決めて用紙に書いてあるお題を 

チームの先頭の人へ見せて覚えてもらいます。 

③ 時間がきたらチームに戻って伝言スタート！ 

④ 次の人、次の人へと伝言していきます。 

⑤ 最後の人は伝言を発表！お題が正しく 

伝わっていたら得点となります。 

⑥ お題は何個か準備して最後に得点を多く取った 

チームの勝ち！ 

【コツとポイント】 

・参加者の年齢に合わせてお題を変えて 

みましょう。 

・まずは、簡単な例題から始めていき、 

徐々に難しくしていった方が盛り上がりますよ。 

 

 

 

  
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！ 

 

 

ａｉｒ結婚応援部  Mail air.ohen@gmail.com   HP https://sites.google.com/site/airohen/ 

 

 

チームに分かれて、お題を

伝言していくゲームです。 

 

 

★『伝言ゲーム』のあそびかた★ 

 

人数：何人でも良いが 

1チーム5～10人 

場所：室内 

準備：お題を書く用紙 
（スケッチブックや 

落書き帳でも OK） 

   ペン 

    

    

    

 

 



＝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 

 

来場者のおもてなしや花緑を見学するガイドツアーのガイドなどさまざまなボランティアを大募集します。 

 【参加カテゴリー】                    

①おもてなし支援 

 来場者おもてなしに関する各種サービス活動 

②花ガイド 

 会場内の花緑を見学するツアーガイド 

③花管理支援 

 花がら摘みや除草など会場内植物の管理支援 

④アクティビティ運営支援 

 体験・参加コンテンツの運営ボランティア 

⑤イベント運営支援 

 コンテンツ参加『ゆめアクション』の運営サポート 

【活動時間】  

２交代制により活動 

Ａ）8：30～15：30（7h）  

Ｂ）15：00～21：30（6.5ｈ） 

【参加者への待遇】  

弁当の支給、駐車場の確保（交通費の支給はありません）、

ユニフォーム貸与、保険加入 

【応募資格】   

原則として、会期中通算 3 日以上活動のできる方 

※高校生以下の場合は、保護者の同意・捺印が必要となります。 

【応募期間】  

2 月 1 日（木）から 5月 31 日（木）まで 

【応募先及び問合せ先】 

〒753-8501 山口市滝町 1-1 県政資料館 2階 

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 

TEL（083）933-4929 FAX（083）933-4809 

E-mail  info@yumehana-yamaguchi.com  

URL   http://yumehana-yamaguchi.com/ 

 

【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 21日（水・祝）10：00～16：30 

防府市地域協働支援センター 多目的ホール 

ひらがな単語のはじめの一歩 

文字を読む基礎学習 導入から単語構成の指導 

【講師】宮城
み や ぎ

 武久
たけひさ

 さん（つばき教育研究所） 

50 名【先着順】 

9,180 円（教材費込み） 

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 12日（月）10：00～12：00 

防府市市民活動支援センター 会議室 

ボランティアについていろいろな思いを持ったみな

さんにお集まりいただき、情報交換・交流をします！ 

・ボランティア参加者の体験談など 

・ボランティア募集中の団体の活動など 

・ボランティアマッチングの今後の進め方など 

ボランティアに関心がある個人・団体・企業 

防府市市民活動支援センター登録団体 

20 名【先着順】    無料 

防府市市民活動支援センター 

TEL（0835）38-4422 

講座名 日 時 場 所 内 容 定員 

要約筆記 
体験講座 

3 月 18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、要約筆記
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 9 日（月） 
第 2 回 4月 21 日（土） 
以後、月 2回程度の全 24 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 

第 40 回 
市民手話講習会
～初級編～ 

4 月 11日～5月 16日の 
毎週水曜日（全 6 回） 
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 15日（木）  音声訳・市民手話 3月 19 日（月） 

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



【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。 

掛 金 1名あたり 28円から 
※行事の内容や宿泊の有無により異なります。 

      1 行事あたりの最低保険料 560 円です。 

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 

【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。 

掛 金 1名あたり 350 円から 

補 償 通院保険金日額 4,000 円 ほか 

期 間 加入手続翌日～平成 31年 3月 31 日 
 

 子ども英会話教室 一般英会話サロン（中級） 

対象・定員 小学 2～６年生（新学年）10 名 高校生以上 10名 

期 間 
平成 30年4月～平成 31年 3月（1年間） 

毎週土曜日 13：30～ 

平成 30年 4月～平成 31 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、子ども達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 12日（月） 

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 

 

 
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 3 日（木） 

 ～5 日（土） 

バスで行こう 

「キャンプ」 

山口徳地青少

年自然の家 

8 月 25 日（土） 
みんなで歩こう 

「ハイキング」 
防府市内 

11月18日（日） 模擬クリスマス会 文化福祉会館 

平成 31 年 

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。 

 
ジュニアリーダーズクラブに入って、子ども達の 

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 

この他にもさまざまな活動をしています。 

 

防府市社会福祉協議会 地域福祉係 

TEL（0835）22-3907 

～♪ 楽しく英会話を学びましょう ♪～ 

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 

 

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！ 

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♪ 

♪みんなで楽しく！ なかま作り♥ 



 

【時 間】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） 

【問合せ】防府市社会福祉協議会 TEL（0835）22-3907／FAX（0835）25-1388 

 

 

 

                                                                                                                                               

（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） 
 

今年の冬は、数十年ぶりに雪だる

まを作りました。これからだんだ

んと春らしくなり、出かけるには

いい季節！11 日のフェスティバ

ルで待っちょるよ～♪（H） 

 

春ですね～！私事ですが健康を考

えて健康体操を始めてみようとや

る気マンマン！なのですが、今ま

で体を動かしていないのでさびつ

いてないか心配です。（U） 

 

 

今年の冬は、寒さに負けて体調を

崩してしまいましたが、新年度へ

向けて身体も心も元気に、みなさ

んにとって有意義な事業を企画し

ていきます！（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（土） ※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） 
 

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♪ 

 

 

 

                              

 

3 

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）  

4 

月 

2 日（月） 6 日（金） 9 日（月） 13 日（金） 16 日（月） 

20 日（金） 23 日（月） 27 日（金）   

 


