
学び・体験の夏がやってきましたね！ 

今年は、その学びや体験を通して、家庭や職場、学校の他に第２、第３の居場所を

見つけに出かけてみませんか？きっと素敵な出会いがあるはずです♪ 

今号は、そんな“つながり”に繋がるイベントをご紹介します！ 

 

●特集  
『新しい“つながり”を見つけよう！』 

●今号の元気人 

『照喜名 康之さん』 

Ｐ１～３ 

 

Ｐ４ 

 

●報告!!ほうふ幸せます人材バンクの活用 

『英語であそぼうボランティアーズ』 

●防府市市民活動支援センター協働事例紹介 

『着物交流サークル』 

Ｐ４ 

 

Ｐ５ 

 

  

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  

【申込み・問合せ先】 

防府市社会福祉協議会 地域福祉係 〒747-0026 防府市緑町 1-9-2 
TEL（0835）22-3907 FAX（0835）25-1388 E-mail：fureai-net@hofushishakyo.jp 

内  容 親子を対象にしたロープワーク体験！ 

災害時などいざというときに使えるひもの

結び方をワイワイ楽しみながら学びます！ 

時  間 10：00～16：00 

場  所 防府市文化福祉会館３階９号 

対  象 小学生とその保護者 

参 加 費 無料 ※昼食は各自にて準備願います。 

定  員 40 名【20 組程度】（先着順） 

申込締切  7 月 17日（火）まで 

※下記申込み先へ 

 

 

 

  

 

 

 

 

時  間 左記①・②のどちらかを選択 
10：00～16：00 

対  象 中学生・高校生 
参 加 費 無料 ※昼食は施設で準備されます。 
定  員 各施設 5 名程度（先着順） 

申込締切  ①7月 17 日（火）まで 
②7 月 25日（水）まで※下記申込み先へ 

備  考 各日程、現地にて集合・解散となります。 
      希望者には防府市文化福祉会館から送迎を

行います。 

 

 



 

 

                                                                              

 

（講演） 

＜注意事項＞ 

●受講料は無料ですが、材料費や資料代が必要な講座があります。 

●『英語で学ぼう簿記講座』と『プログラミングに挑戦しよう』のみ

事前の申込みが必要です。（事務局まで） 

●開催時間内であれば自由に参加できますが、タイトルに★がついて

いる講座は開始時間までにおこしください。 

 

＜問合せ先＞ 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  当日問合せ TEL（0835）23-1500 

きらきら光る、手作りの万華鏡を作ってみませんか？ 

時間 9：00～15：00  講師 チーム サイエンス ラボ 

場所 3階 4号  材料費 50円（幼児・小学生対象）          

ハガキに絵をかき言葉をそえて、大切な人に送ります。 

時間 10：00～15：00 講師 吉田 悦子さん 

場所 3階 4号  材料費 100円         

★
 

貴重な戦争体験を聞き平和について考えてみませんか。 

時間 13：30～14：20 講師 青木 岩夫さん 

場所 3階 9号 

苦難の中で人のどんな言動に救われたのかなどをお話しします。 

時間 13：30～15：00 講師 藤田 則子さん 

場所 2階 11号 

（講演） ★
 

 いろいろな年代の方に 

 楽しく学んでいただけますよ！ 

日商簿記 2・3級、英文簿記（BATIC-Subjct-1）にトライ！ 

時間 28（土）8：30～17：00 29（日）8：30～16：00 

講師 江口 洋さん 場所 3階 2号  資料代 100円  

持参物 筆記用具、ノート、電卓、昼食  

※1日のみの参加も可。要事前申込み 

（日本将棋連盟アマ 4段） 

 

将棋の対局（試合）を楽しみましょう。 

時間 9：00～12：00  講師 池田 博明さん 

場所 2階 8号         

フォトフレーム、オーナメント、小物などを作ります。 

時間 9：30～15：30 講師 元泉 仁怜永さん   

場所 3階 4号  材料費 500～1,000円  

※材料には限りがあります。 

スクラッチという簡単言語を使って、その体験をします。 

時間①10：30～12：00 ②14：00～15：30 

講師 岡本 興道さん 場所 2階 10号 資料代 100円  

※パソコンのマウス操作ができる人対象（大人も可） 

※小学３年生以下は保護者同伴 

※要事前申込み。定員各 10名（先着順） 

（初心者向け） ★
 

★
 

 講師のみなさんが、 

ボランティアで教えて 

くださいます♪ 
♥お楽しみ企画♥  7/28（土） 

 
♪あおむしくんのクリップ作り 
時間 ８：30～17：00 特別講師 国立山口徳地青少年自然の家 

場所 3階 4号 

♪ブーメランを作ってあそぼう（相談コーナー主催） 
時間 10：00～15：00   場所 3階３号 

6本のヒゴで球形を作ります。じっくり体験したい人へ。 

時間 10：00～15：00 講師 藤井 一行さん  

場所 ３階 4号 材料費 200円 （先着 10名） 

 
カラフルほうき作り、実験とチャーム作り、マジック BOXなど 
時間 8：30～16：00 講師 ちーずぷりんｇ  

場所 3階４号  材料費 100～500円  

※材料には限りがあります。 

 

好きな絵柄を選び、型に絵具を入れて壁飾り等を作ります♪ 

時間 9：30～14：00 講師 林 陽子さん  

場所 3階 4号  材料費 500円  

シュガーペーストで、可愛いベビーシューズを作ります。 
時間 10：00～13：00 講師 秋川 訓子さん  

場所 3階 4号  材料費 600円  

カルタと自由律俳句、簡単なものづくりを楽しみましょう。 
時間 10：00～15：00 講師 門田 美和子さん  

場所 3階 3号  材料費 100円  

素朴で温かい音の縦笛、あなたもケーナを吹いてみませんか？ 
時間 10：00～15：00 講師 和田 晃一さん  

場所 2階 11号   

呼吸法、早口言葉や音読の効能、発声法などで健康な毎日を♪ 
時間 13：30～15：30 講師 岳誠流日本吟道防府岳誠会  

場所 2階 7号  

★
 

ヤシの葉を使って本物そっくりのバッタやトンボを作ります。 

時間 13：00～16：00  講師 中野 伸治さん   

場所 3階 4号 

参加無料 

 
幼児・小学生対象 

 
高校生以上対象 

 
高校生以上対象 

 
高校生以上対象 



 

論点提供  防府市市民活動支援センター スタッフ 

話題提供 

【司会者】 

フリーパーソナリティ   トクダ トモヨ さん 

【登壇者】 

エシカルバンブー株式会社 石森 和麿 さん 

「生きてりゃなんとかなる」―JICA 日系社会青年ボランティアとしての活動を経て― 

株式会社モトクロス    原田 成美 さん 

「仲間と分かち合う感動」―コミュニティ運営と、野球チームのマネージャーをして得たもの― 

ジェラテリアクラキチ   藤井 皓之 さん 

「誘われたら全部やる！」―ツナカン（周南の街を繋げて感動・感謝を広げる会）での活動― 

意見交換 

質疑応答 

13：30～ 

13：45～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15：00～ 

15：30～ 

〒747-0035 防府市栄町 1-5-1（ルルサス防府２階） 受付時間 10：00～18：00（火曜日休館） 

TEL（0835）38-4422  FAX（0835）24-7733  E-Mail  ehofu@trust.ocn.ne.jp 

家庭や職場（学校）の他に、第 3 の居場所（コミュニティ・つなが

り）を持っているのといないのとでは、心のゆとり・豊かさが大きく異

なります。第 3 の居場所を持ち、多様な価値観に触れることで視野を

広げ、壁にぶつかっても折れない心をつくりませんか！ 

「打たれ弱い」「指示待ち」「仕事よりプライベート優先」「これだか

らゆとりは」…ネガティブなレッテルを貼られがちな、“ゆとり世代”

の登壇者たちが、第 3 の居場所で人や新しい価値観に出会うことによ

って、挫折を乗り越えてきた経験などについて、本音で語り合います。 

立場や肩書で席順を決めず、円卓を囲ん

で行う会議のことです。 

市民活動支援センターでは、多様な立場

の人が集い、地域のさまざまな課題につい

て互いの取組などを共有し、対話しなが

ら、その課題解決に向けて主体的に考えて

いく『地域円卓会議』をさまざまなテーマ

で開催しています。 



 

“わっしょい” みんなで 
防府の元気な活動

を紹介するよ！！ 

個人ボランティア登録者 

照喜名 康之
てるきな    やすゆき

さん 
●音楽の力でみんな元気に！ 

 

以前から、地域社会に貢献したいと考えていた照喜名さんは、社会福祉協議会のボランティアアドバイザーの

紹介でボランティア活動を始められ、今年で 6年目になります。現在、歌や紙芝居などのボランティアさんと一

緒に 7 ヶ所、個人で２ヶ所の高齢者施設で童謡や歌謡曲を取り入れた演奏活動をされています。活動を続けてい

くうえで「とても楽しかったです！」「次はいつ来てくれるのですか？」などと自分の演奏を喜んでもらえるこ

とが活動を続ける原動力になっているそうです。 

  

 

 

 

▲ハーモニカを演奏する照喜名さん 

◀他のボランティアさんと 

一緒に演奏する様子 

照喜名さんは、以前、市のハーモニカ講座に参加したことをきっかけにハーモニカ 

演奏のボランティア活動を始められました。今まで専門的にハーモニカを勉強したこ 

とはないそうですが、子どもの頃に友達がハーモニカを持っていたこともあり、ハー 

モニカが他の楽器よりも身近な存在だったそうです。 

 

照喜名さんは、「体が動く間は地域貢献していきたいと考えており、健康の為、現

在も週 2 回ほどスポーツセンターで体を動かしています。今後も音楽を通してさら

に活動の場を広げ、地域に貢献していきたい。まだまだ頑張りたい！」と明るく話

されていました。 

 

『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 

5 月 16 日（水）、富海小学校 4 年生の『グローバル・コミュニケーション科』の授業で、10 人

の子どもたちが『英語であそぼうボランティアーズ』のみなさんと一緒に英語を学びました。 

英語であそぼうボランティアーズ 
 

富海小・中学校では、9 年間の外国語活動・英語教育を実施しており、小 1 から 

『グローバル・コミュニケーション科』の授業が行われています。この日は、『英語 

であそぼうボランティアーズ』のメンバー3人が、“子どもたちが英語に興味を持ち、 

自ら英語を学ぶ素地となるように考えられたプログラム”で授業をされました。 

小２の国語の授業で習った、レオ・レオニ作『スイミー』に登場する海の仲間たち 

 を英語で紹介した後、大型絵本の読み聞かせを英語でされました。一人ぼっちのスイ 

ミーに何と声をかけるかを、まず日本語で書き、メンバーや ALT のエレナ先生に教えてもらいながら英語に変換し

ていきました。次に、子どもたちが、自分たちで話し合いながら、大きな用紙に紙で作った魚のスタンプを赤色で 

        押し、みんなで大きな魚を描きました。最後に目となるスイミーのスタンプを黒で押

すと、子どもたちから大きな歓声が上がりました。 

              メンバーのみなさんは「富海小の子どもたちは、英語に取組む姿勢が積極的で素晴 

らしい！自分たちのメッセージもちゃんと伝わり嬉しかった」と話されていました。

子どもたちも「大きな魚をみんなで描いたのが楽しかった！」と喜んでいました。 

        

 

 

【問合せ】防府市社会福祉協議会 地域福祉係  

TEL（0835）22-3907  FAX（0835）25-1388 

富海小学校４年生 
英語を楽しく学ぼう 

 

 
 

 

 

 



 『着物交流サークル』は、和装体験を通じ、着物文化の継承や観光、国際交流など、

地域の活性化に役立つ活動を目指す団体です。 

今までに、学校での浴衣着付教室や市民活動支援センター主催『ほうふ市民活動フ

ェスタ』、防府市主催『生涯学習フェスティバル』などの行事に参加してきました。 

また、9月から開催される『ほうふ幸せます「まち博」』への体験プログラムの

提供、防府商工高校の授業の一環で、生徒の実習先として団体運営を体験する場

の提供など、地域のために積極的に活動しています。 

 

7 月 7 日（土）の『防府天満宮七夕まつり』では、来られた方に浴衣でお祭りを楽しんでもらうために、着付

の体験ブースを出展します。出展の協力は、昨年に引き続き二度目となります。 

昨年は、着付を体験される方が予想より少なく、もっと多くの方に浴衣を着ていただきイベントをさらに華やか

に盛り上げたかったという思いが残りました。その反省として、広報が十分にできなかったこと、団体として所有

している浴衣の枚数や小物の数に限りがありレンタルが難しかったこと、ヘアセットのサービスが付けられなかっ

たといった課題が出てきました。 

そこで、今年は、防府商工高校の生徒による広報チラシの作成、また『ヘア＆メイク Be’美』の協力によるヘ

アセットのサービス、そして『株式会社エムラ』の協力による着物や小物の提供など、学校や企業と協働で活動す

ることが決まり、昨年に比べ内容も充実しています。みなさんも浴衣でイベントを楽しんでみませんか♪  

 

① 集まった人の中からリーダーを１人決め、その他の人がチームに分かれます。 

（各チームの人数は同じにします） 

② リーダーはお題を出します。例えば「誕生日が早い順に並んで！」など。 

③ リーダーが「はじめ！」と言ったらゲームスタート！ 

④ チームの仲間同士で話し合い、誕生日が早い順に並びます。 

⑤ 入れ替わったら一列に並び、その場に座ります。 

⑥ 全チームが座ったら、各チーム間違いなく並べているかを確認します。 

⑦ 順番通りに早く並べたチームの勝ちです。 

⑧ お題を変えて繰り返して遊びます。 

【 】 

・名前のあいうえお順、苗字のあいうえお順、 

背の高さ順など。 

★その他、面白いお題を考えてみるのも 

楽しいですよ。 

 

 

 

 

 

▲活動の様子 

誕生日が早い順

にならんで！ 

★『ラインナップゲーム』のあそびかた★ 

 

人数：多い人数 

場所：どこでもＯＫ！ 

準備：お題 

    

    

    

 

 

 

チームに分かれて、リーダ

ーが出したお題に合わせて

順番に並ぶゲームです。 

 

 

 

日時：7月 7日（土）16：00～20：00 
場所：N3 ART LAB 

（『うめてらす』北・『天神餅』裏） 

 

【問合せ】防府市市民活動支援センター気付 
着物交流サークル 
TEL（0835）38-4422 

 

  
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！ 



＝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 

 

7 月 14 日（土）16：00～17：00 

防府市地域協働支援センター 研修室 2 

20 名    500 円 

防府市市民活動支援センター 

TEL（0835）38-4422 

発達障害や不登校の子どもたちを多く診療され
ている関先生をお迎えします。 
7 月 14 日（土）13：00～15：00 

防府市地域協働支援センター 多目的ホール 

【講演】思春期の子どものきもち 

【講師】関
せき

 正樹
ま さ き

 さん（児童精神科医） 

100 名    無料    7 月 13 日（金） 

グリーフサポートやまぐち 

TEL090-7549-6127（担当：山根） 

※複数参加も可 

市内在住の小学生と保護者（小学生のみの参加も可）  防府市文化福祉会館３階４号 大会議室                      

各回 500円  各回小学生 20 名【先着順】  7月 2日（月）8：30 から電話または直接下記まで 

防府市教育委員会教育部生涯学習課 公民館係 TEL（0835）23-1500       

 

時   間 内    容 講   師 

7 月 23 日 

（月） 

10：00～12：00 モーターで動くヒラヒラチョウ 

木田村  勉 さん 

（ソラール科学教育指導員） 

13：00～15：00 モーターで回転する模様の変わる円板 

7 月 24 日 

 （火） 

10：00～12：00 モーターで回転する模様の変わる円板 

13：00～15：00 モーターで動くヒラヒラチョウ 

 

            

 
7 月 15 日（日）10：00～16：00 

7 月 16 日（月・祝）10：00～16：00 

防府市地域協働支援センター 多目的ホール 
 

①聞くことと話すこととは何か、どんな力が必要なの

かを幼児期から考える②1～6 年生の学習内容から

その時期のつまずきの原因を考える③演習：拗音・促

音（教材「拗音・促音学習セット」簡易版使用） 

1 人 6,000 円（1 日のみの参加でも参加費は一律） 

50 名  下記ホームページから 

認定NPO法人やまぐち発達臨床支援センター 

TEL/FAX（0835）25-8808 

URL http://yhattatsu.or.jp/ 

7 月 25 日（水）・26日（木）・27 日（金） 

10：00～12：00（3 日間とも参加できる方） 

防府市文化福祉会館 3 階 6 号 美術工芸室 

多色刷り版画に挑戦し、暑中見舞いや年賀はがき

作りに活かしてみませんか？ 

  【講師】檜垣 良之 さん（風景木版画家） 

市内在住・在勤・在学の人（小学生は 4 年生以上

から保護者同伴で参加可、中学生以上は 1人で可） 

1,000 円（版木・絵具・和紙代として）   

15 名【先着順】 

汚れても良い服装・彫刻刀・彫りたい作品の写真

やデザイン、構図等 

7 月 4 日（水）～18（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   

 

 

7 月 04 日（水）10：00～12：00 

8 月 25 日（土）10：00～12：00 

9 月 19 日（水）10：00～12：00 

防府市市民活動支援センター 会議室 

がんサバイバー（がん種問わず）本人と家族、友人

や、がんについて理解を深めたい方 

当事者：無料、その他の方：200 円 

予約不要です。当日そのままお越しください。 

やまぐち若年性がん患者（AYA 世代）サポート支援 One Heart 

E-mail one.heart.yama@gmail.com 

または、防府市市民活動支援センター 

TEL（0835）38-4422 

1人 1日 500円 



 

毎年 8 月に行われる花火大会の後には境内や周辺

地域に多くの『ゴミ』が溢れており、多くの皆様に清

掃活動のご協力をいただいています。今年も清掃ボラ

ンティアのご協力をよろしくお願いします。また、同

時に花火大会当日の会場誘導のボランティアも数名

募集しています。 

①8 月５日（日）17：30～21：30 

②8 月６日（月） 8：00～11：00 

防府競輪場駐車場（元多々良高校野球場） 

①会場の誘導(30 名程度) 

②天満宮周辺清掃 

7 月 20 日（金） 

防府市社会福祉協議会 地域福祉係 

TEL（0835）22-3907 

FAX（0835）25-1388 

 

 

7 月 28 日（土）11：45～15：00 

山口県立防府総合支援学校 

スマイルルーム周辺（防府市大字浜方 205-3） 

『サマースクール』の運営補助 

（物品の搬出・搬入、児童生徒への介助補助等） 

※交通費等は自己負担でお願いします。 

7 月 13 日（金） 

防府市社会福祉協議会 地域福祉係 

TEL （0835）22-3907 

FAX（0835）25-1388 

８月 18 日（土）10：00～12：00 

防府市文化福祉会館 2 階 6 号  料理教室 

しっとりサクサクのアイスボックスクッキーと 

ヨーグルトで作るかんたんなケーキを親子で楽 

しく作りましょう♪ 

  【講師】荒瀬  玲子 さん（パンとお菓子講師） 

市内在住の小学生と保護者 

受講料 1組 500円 材料費 1人につき 500 円      

10 組【先着順】 

エプロン・三角巾・ふきん・手ふき・筆記用具 

8 月 1 日（水）8：30～ 電話または直接下記へ 

※託児締切：8 月 14 日（火）17 時まで 

防府市教育委員会教育部生涯学習課 公民館係  

TEL（0835）23-1500   

 

 

7 月 30 日（月）10：00～12：00 

大原湖キャンプ場周辺 

5～6歳児とその保護者 

500 円（ライフジャケットレンタル別途 300 円） 

10 家族 

参加者氏名（ふりがな）、年齢、性別、携帯番号、ラ

イフジャケットレンタルの有無・個数を下記へ 

防府市こども遊ばせ隊わいわい 

TEL090-8249-4354（担当：和泉） 

開催期間：9 月 1 日（土）〜11月 30 日（金） 

『ほうふ幸せますまち博』とは・・・ 

ほうふだからこそ、目にすることができる美しい風

景、 ほうふだからこそ、学ぶことができる歴史物語、 

ほうふだからこそ、食すことができるおいしい食べも

の、 ほうふだからこそ、出会える素敵な人々。そんな

ほうふの“とっておき”に出会える、小さなプログラ

ムやイベントが、ほうふのまちを会場として、期間中

にいくつも開催される手作りの博覧会。 

『ほうふ幸せますまち博』では、イベントの運営のお

手伝いをしてくださるサポーターを募集しています。 

防府市市民活動支援センター 

TEL（0835）38-4422 

８月 2 日（木）9：00～12：00 

防府市地域協働支援センター 研修室 2 

（ルルサス防府 2階） 

新学習指導要領で始まるプログラミング学習を 

IT 企業の協力で、スクラッチなどを通して学び

ます。 

  【講師】神田  亮平 さん 

（01フィラメント株式会社代表取締役社長） 

市内在住小学生・中学生と保護者 

（小学校 1～3 年までは保護者同伴で、4 年生

以上と中学生は子どもだけで可） 

無料     18 組【先着順】 

筆記用具・USB（データの持ち帰りを希望され

る方。2 ギガバイト〈GB〉以上のものを 1 つ） 

7 月 17 日（火）～27日（金）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   

 

 

1人につき 500円 

（保険料として） 



 

 

（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） 
 

育児休暇から復帰しました！久し

ぶりのまなぼら会議。メンバーの

変わらない、優しい雰囲気に束の

間のほっこり時間です。これから

よろしくお願いします。（Ｆ） 

夏休み目前ですね(^O^)7月8月9

月は特に大きな事業やイベントが

盛りだくさんなので、夏バテしな

いように、体調管理に気を付けた

いと思います！（H） 

対 象 国際交流・国際協力・在住外国人支援に関係する民間活動団体の実施する事業 
助成額 事業の対象経費の１／２以内（限度額１０万円） 
〆 切 平成 30 年 8 月 31 日（金）【必着】 
問合せ 公益財団法人 山口県国際交流協会 
住 所 〒753-0082 山口県山口市水の上町 1-7 水の上庁舎 3 階 
ＴＥＬ 083-925-7353       F A X 083-920-4144   
ＵＲＬ http://yiea.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） 

対 象 国内の貧困の解消、または、貧困と関連のある問題の解消に向けて、持続的・発展的に社会の変革に取り
組む意欲のある NPO 

〆 切 平成 30 年 8 月 3 日（金）【必着】 
問合せ 特定非営利活動法人市民社会創造ファンド Panasonic NPO／NGO サポートファンド for SDGs 国内

助成・協働事務局 
住 所 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町 1-4-3 日本橋 MI ビル 1 階 
ＴＥＬ  03-5623-5055（月曜日～金曜日 10：00～17：00）   F A X 03-5623-5057 
ＵＲＬ http://www.civilfund.org（応募書類はホームページからダウンロードできます） 

 

【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 

 

暑さの厳しい季節になりました。紐を使って「菖蒲
しょうぶ

」の花を作ります。かわいらしくて 

小さな器に入れて飾っても良いですよ！どうぞお気軽にお越しください♪ 

 

７月 2 日（月） ★6 日（金） ★9 日（月） 13 日（金） ★20 日（金） ★23 日（月）  27 日（金） ★30 日（月） 

８月  3 日（金） 6 日（月） ★20 日（月） ★24 日（金） ★27 日（月） ★31 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 

 

 

初めて夏特集を担当します！今年

も暑い夏がきましたね！夏休みに

はイベントがたくさんあります

が、熱中症などの体調管理には気

を付けて過ごしてください（A） 


