
 

●特集  
『防府で災害が！その時あなたは・・・』 

●今号の元気人 

『防府市こども遊ばせ隊 わいわい 和泉さゆりさん』 

Ｐ１～３ 
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●報告!!ほうふ幸せます人材バンクの活用 

『はなはっぴ教室』 

●防府市市民活動支援センター協働事例紹介 

『ふるさと想い出花火実行委員会』 

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  

 今年７月に西日本を襲った豪雨による各地への被害は、平成に入って最悪と言われています。県内でも土

砂災害が発生し、「あと少しで私たちの町も・・・」と考えた方もいらっしゃったのではないでしょうか？ 

 今号では災害が起きる前、起きた後の行動について参考となる情報をご紹介します。 

 

みなさんは『防府市防災マップ』をご存知ですか？ 

防災マップは、台風、大雨、地震などの自然災害が起きた際に、どこの地域が被害に

遭う可能性があるかなどを地図にしたものです。土砂災害編、洪水編、高潮編、津波編

があり、市内の各世帯へ配られています。 

Q．そもそも防災マップはどうやって作られたのですか？ 

A．国・県の浸水想定区域や土砂災害の発生するおそれのある区域などに関するデータをもと

に市が作成しました。 

Q．つい先日も雨が降り続き、佐波川の氾濫や土砂災害の危険性を改めて考えました。 

私たちの住んでいるところはどんな危険があるのでしょうか？ 

A．地域によって災害は違います。佐波川に関係する地域では『防府市防災マップ 佐波川洪

水編』をもとに自宅などが浸水想定区域内にあるのか、浸水深や避難場所などについてま

わりの人と考えてみましょう！ 

『防府市防災マップ 佐波川洪水編』は、「もし佐波川全流域に２日間で雨が 508ｍｍ降ったら…」を想定 

 平成 21年の豪雨災害では小野・右田地域の山間部に集中して雨が降り、1日の累計雨量は 275mm でした。

平成 29年に作成した防災マップは、2 日間で 508ｍｍの雨が全流域に降り続いたという最悪のケースを想定

しています。また、2 階の屋根以上が浸水する箇所や家屋倒壊等氾濫想定区域が市内にもたくさんあります。

自分の住んでいる場所の浸水の深さを確認し、状況に応じた避難を考える必要があります。 

ただ、みなさんにお伝えしたいのは、『避難所に行くだけが避難ではない』ということです。外に出るのが危険

な状況であれば、家の中の高いところや、山側から離れた部屋に移動するなどの避難を行ってください。 

特別警戒区域（レッドゾーン）と土砂災害警戒区域（イエローゾーン） 

佐波川洪水編のマップをよく見てみると、土砂災害が起きる危険性のある場所は茶色の枠で示してあります。

扇型で示されているのは土石流の危険性がある場所です。他市・他県でも土砂災害によって多くの被害が出てい

るので要注意です。特に特別警戒区域（レッドゾーン）にお住まいの方は早めの避難をしましょう。 



 

雨量・水位等観測データや気象情報、地震、津

波、台風情報や土砂災害警戒情報など気象や災

害に関する全てを確認することができる防府

市のシステム。佐波川の水位もこちらで確認す

ることができます。 
それぞれ地域の災害の危険性について詳しく知りたい！と思

われた方は、出前講座をぜひご利用ください♪市の担当課職

員が詳しい内容をお話しします。 

災害時など緊急時に『FM わっしょい』の電波などを利用し、

防災行政無線の放送を自動受信するラジオです。 

防災に関すること 防府市防災危機管理課（0835）25-2502 

聞いて得するふるさと講座に関すること 防府市生涯学習課（0835）23-3013 

お持ちでない人は、防災危機管理課の窓口でもらうこと 

ができます。また、市のホームページでも確認できます。 

『災害ボランティアセンター』は、災害が起きた際に被災した市町で行政や社協などが協働で立ち上げます。

災害後、ボランティア活動希望者が混乱せず安全にボランティア活動をするための重要な役割を担っています。ま

ずは、災害ボランティアセンターへボランティアを募集しているかどうかＨＰなどで情報収集を行いましょう。 

 ②災害ボランティア活動の１日 

被災地から出さ

れるニーズ（要

望）と活動を行う

ボランティアの

マッチング（調

整）を行います。 

帰り次第、班

ごとに被災現

場の状況など

を報告して終

了 と な り ま

す。 

 

スタッフが活動

中の心得や注意

点などについて

確認を行いま

す。 

ボランティア受

付登録票に名

前、連絡先など

の必要事項を記

入します。 

活動に必要な

資材を受け取

り、準備が整

い次第班ごと

に出発し活動

を行います。 

▲出典：認定特定非営利活動法人 

レスキューストックヤード 

１．最低限の注意を忘れないこと！ 

むやみな写真撮影はせずプライバシーを守るなど。 

２．被災地に負担をかけない  

食費・宿泊費などは原則個人負担です。 

３．自分のことは自分で守る 

事前に地元の社協でボランティア活動保険に加入しましょう。 

４．対等な関係 

「してもらう」「してあげる」の関係ではなく協力し合う関係に！ 

 
 

まなぼら編集部 防府市社会福祉協議会 赤川 

ボランティアの方を現場に送迎する仕事を担当しましたが、土地勘のないスタッ

フだけだと遠回りをして迷うことがあります。その地域について知る地域のボラン

ティアの方が送迎スタッフに入ることが必要だと感じました。災害が発生した際は、

多方面での協力・連携が必要ですね。 

また、ボランティアの主な内容は、床の土砂出し、畳の運び出しなどの

作業です。ケガ防止のため長袖・長ズボンの着用、定期的な休憩、水分補

給は、非常に重要であると感じました。 

 

 



 

岡山では、平成 30年 7月豪雨の被災地や被災者の支援を行うために、支援組織のプラットフォーム『災害支援

ネットワークおかやま（仮）』が立ち上がりました。事務局である『特定非営利活動法人岡山 NPO センター』、『岡

山県社会福祉協議会』をはじめ、岡山県内の 116（平成 30年 8 月現在）のNPO、企業、大学、住民組織、各種

団体などが、支援をしている中での課題の共有や、協力要請、募集、提供できる資源の共有などを行い、連携を図

っています。NPO ならではの機動力と柔軟性を発揮し、ヨコのつながりを活かした迅速かつ無駄のない支援が行わ

れています。 

 『災害支援ネットワークおかやま（仮）』では、Facebook グループを活用したニーズマッチングと協力連携づ

くりが随時行われています。避難所に関する情報、子育て中の被災者向けの情報、子どものイベント・行事一覧な

どをテーマ別にまとめ、『情報まとめ』として効果的に共有しています。 

また、日々次々と流れていく支援情報をストックするとともに、分かりやすく説明する被災者向け情報サイト『う

ったて。市民による豪雨災害から前に進む情報サイト』（http://uttate.jp/）の運営も行っています。 

真備町地区には、平日で約 700～800 人、週末には約 1,500 人超のボランティアが訪れますが、当初は専用用

紙に必要事項を手書きしてもらっていたため、登録に手間がかかり、結果的に被災地へ行くまでに時間を要する原

因の一つとなっていました。それを受けて『倉敷市災害ボランティアセンター』では、イベントのチケット発行や

入場管理を行うアプリ（『Peatix』）を活用し、スマートフォンなどで事前登録を行ってもらい、当日はその画面を

スタッフに提示し注意事項などの説明を聞いた後、すぐに被災地へ向かうことができるようになりました。 

 スマートサプライは、被災地などを支援するための物資やサービスの最新支援システムです。必要とされている

支援が“見える化”しているため、支援したい方・支援がほしい方、双方のニーズをマッチングし、有効活用でき

る仕組みとなっています。現地で必要としている物資や人材をインターネット上のサイトに細かく掲載することで、

遠方からでも、“必要な人に必要な物を必要な分だけ届ける”ことができます。必要な物や相手が明らかなため、特

定の物資が過剰に集まることはなく、確実に役立っているという実感と手応えのある支援が可能となります。支援

方法には次の 4種類があります。 

 支援者が必要物資を入手し、自分で直接発

送する方法です。自宅にある物や近所などで

集めた物を送れるため、時間やネットワーク

がある方にぴったりの方法です。 

オンライン通販サイト Amazon の『ほしい

物リスト』というシステムを活用して物資支

援を行う方法です。お勤めなどでまとまった

時間の取れない方が、インターネットを通じ

て簡単に支援を行うことができます。 

支援団体が直接購入・提供する物資やサービ

スにかかる資金を、支援者がクレジットカー

ド決済で支援する方法です。物資は現地のお

店で購入するため、現地の経済も循環させる

ことができます。 

支援団体がまず自分で物資の購入・支払いを

行い、その領収書に基づいて支援を募る方法

です。支援団体が既に行った支援活動の費用

をサポートします。 

スマートサプライ Web ページ（https://smart-supply.org/#/）にてご確認ください。 



 

“わっしょい” みんなで 
防府の元気な活動を

紹介するよ！！ 

地域の子どもは地域で育てる 

和泉さんは、姿勢に関する仕事に携わっておられ、良い靴を履いていても、しっかりと地面を 

踏みしめて歩くことができていない人が多く、自然や山の中を歩くことが大切と感じていたそう 

です。そこで、2 年前に県立大学の桜の森アカデミーを受講して、子育て支援員資格を取得した 

ことをきっかけに、自然体験が、家族の日常になるようなイベントを主催する『防府市こども遊ばせ隊わいわい』を仲

間と立ち上げられました。自然体験は身体の土台を育てるだけでなく、自然に親しむ心や、自分を大切にする心を育て 

ます。 

 現在は、年数回の季節イベントになっていますが、将来は通年

イベントにしていきたいと目を輝かせておられました。 

自然体験が好きな方！ 

一緒にボランティア活動をしてみませんか 

『防府市こども遊ばせ隊わいわい』では、ボランティアをして

くださる方を募集しています。自然体験が好きな方！子ども達と

一緒に自然を楽しみながらボランティア活動をしてみません

か？ 

 

 

 

【問合せ】防府市子ども遊ばせ隊わいわい 
      TEL090-8249-4354（和泉） 

キッズ体験隊！森に行こう♪ 
わっくわく体験が子どもを育てる！ 

日時：10月 14日（日）9：30～14：00  

場所：白石山（山口市徳地引谷） 

対象：4～6歳児とその家族 10家族 

参加費：大人 500円 子供 200円 3歳児未満無料 

 

▲『防府市こども遊ばせ隊わいわい』10 月事業 

『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 17 日（火）～19 日（木）の 3 日間、新田小学校で『夏季算数教室』が開催され、5、6 年

生の希望者 65 名が、『はなはっぴ教室』の学習ボランティアのみなさんや小・中学校の先生といっ

しょに夏休み帳の算数問題に取組みました。 

 

 

はなはっぴ教室 
 

 新田小では、数年前より 1 学期末の個人懇談の日に合わせて、夏休み帳に対応する算数

教室が放課後に行われています。教えるのは、新田小の先生と小中連携の取組から桑山中・

華陽中の先生、そして『はなはっぴ教室』学習ボランティアのみなさんです。 

『はなはっぴ教室』とは、新田小の 2、3 年生の希望者を対象に、毎週金曜日の放課後

を利用して地域の方がボランティアで宿題などの学習支援をする地域主催の教室です。 

 この『夏季算数教室』へは毎回 2、3人のボランティアが参加し、「高学年にもなると結構難しいなぁ」と言いな

がらも、それぞれの子どもたちに合わせて、見守ったり、図や式をノートに書いて優しくアドバイスをしたりして 

  います。子どもたちも、分からないところがあると手を挙げて、それぞれ自分のペー

スで夏休み帳に取組んでいました。 

              今回のように新田小でボランティアが必要な場合は、学校から新田公民館に相談が

あります。公民館から『支援者バンク』に登録している地域のボランティアの方に声

をかけ、公民館が学校と地域とをつなぐ架け橋になっています。 

新田小学校 5,6 年生（希望者） 
夏季算数教室 

 

 
 

 

 

 



 

① ホワイトボードに書く人を決めて、最初にお題を決めます。 

お題の文字数を伝えて反対から書きます。例えば『ひまわ 

り』なら「答えは４文字」と伝え『り』から書きます。 

② 次に『わ』と書き加えます。この時に『おかわり』、『まき 

わり』と回答が出ても正解ではないので続けます。 

③ 続けて１文字ずつ書き加えます。 

④ 『ひまわり』と正解が出るまで続けます。 

 

【 】  

① ことわざや俳句を３段に分けて反対から書きます。 

 

 

 

 

  

 
 『ふるさと想い出花火』は、防府を“ふるさと”とする子どもたちのために、毎年、

10 月第 4 日曜日に三田尻港にて開催されている花火大会です。 

『ふるさと想い出花火実行委員会』は、防府市内の青年有志 23名で構成されていま

す。花火を通して家族や地域住民同士の交流・ふれあいを図る事業を実施することで、 

人々が同じ空間・時間を共有し、家族や社会の連帯感や絆を深めることを目的としています。 

第 1 回、1,500 発からスタートした花火大会ですが、第 2 回は 2,000 発、第 3 回は 2,500 発、第 4 回は

3,000 発、そして第 5 回はそれに加えて大迫力の尺玉を 1 発、第 6 回の昨年は、3 発打ち上げました。もちろ

ん、今年は昨年を超えるイベントを企画しています。 

イベントはすべて、個人や地元企業の協賛で成り立っています。また、当日はたくさんの企業や学校から参加し

てくださるボランティアのみなさんが運営を行われます。 

また、5月 5日のこどもの日には、佐波川から花

火を打ち上げています。これは、ふるさと想い出花

火の花火師である『鎌田煙火』石丸社長の「山口県

立総合医療センターに入院中の子どもたちに花火を

見せたい」という思いで行われている花火です。当

日の運営は、実行委員が行います。 

この防府で生活する大人から、このまちで育つ子

どもたちの笑顔と想い出づくりの贈り物を、これか

らも続けていければと考えています。 

 

▲会場づくり（草刈り）の様子 

日 時：10月 28日（日）18：00～ ※雨天翌日順延 

（花火の打上開始 19：00～予定） 

場 所：三田尻港（潮彩市場防府側）     

問合せ：ふるさと想い出花火実行委員会 

    TEL 090-6417-5770（担当：二宮） 

    E-Mail furusatoomoide@gmail.com 
 
第 8 回ふるさと想い出花火 ポスター写真・イラスト募集 
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。 

 

★『逆さ文字当て！ゲーム』のあそびかた★ 

 

人数：何人でもＯＫ 

場所：室内 

準備：ホワイトボード、 

   ボード用マーカー 

    

    

    

    

 

 

  
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！ 

 

ホワイトボードを使って 

何を書いているのか当てる 

頭の体操ゲームです。 

 

 

 

    ば 

   なり 

 りゅうじ 

    くえば 

   なるなり 

  うりゅうじ 

  かきくえば 

かねがなるなり 

 ほうりゅうじ 

り 

わり 

まわり 

ひまわり 



＝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 20日（木） 

14：00～ 
性同一性障害の問題 

医療法人 いぶき会 針間産婦人科 

院長 金子 法子さん 

第3回 
11 月 12日（月） 

13：30～ 
人権全般 

岩国市立美和中学校 

校長 加藤 浩久さん 

第４回 
12 月 8日（土） 

14：00～ 

高齢者問題 
※中学生による人権作文の発表も行い

ます。 

周南認知症を支える会 

会長 国兼 由美子さん 

 
 

 

 

★人権について考えて 

みませんか？ 

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  2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  7日（日） 

10：00～14：30 

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（日） 

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 21 日 

投句料 

1,000 円 

（定額小為替） 

盆 栽 展 
10月13日（土）～14日（日） 

09：00～15：00 
防府市公会堂 

防府盆栽連合会会員 

作品展 
無料 

第 29 回洋舞 

フェスティバル 

10 月 21日（日） 

13：00～16：30 
防府市公会堂 

フラメンコ、フォークダン

ス、フラダンス、バレエ、

ジャズダンス等の発表 

300 円 

第 23 回ビデオ

作品上映会 

10 月 21日（日） 

13：30～16：00 
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 28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  4日（日） 

10 : 00～16 : 00 
防府市公会堂 

詩吟、筝曲、日本舞踊、 

民謡、尺八、能楽の発表 
500 円 

 防府市文化協会 TEL（0835）26-6841  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●往信面 

（表）〒747-0026 緑町 1 丁目 9番 2 号 

   防府市社会福祉協議会 地域福祉係 

   いきいきシルバーの集い 担当まで 

（裏）住所、氏名、年齢、電話番号、入場希望者数 

（４名まで） 

 

●返信面 

（表）郵便番号、住所、氏名 

（裏）何も記入しないでください 

 ※ 応募多数の場合は、抽選により返信はがきで入

場の可否を通知します。 

 

 

   

11 月 8日（木）13：00～15：30 

アスピラート 3階 音楽ホール 

①はつらつ発表 ②講演『私の相撲人生』 

講師 錣山矩幸さん（元関脇 寺尾） 

どなたでも 

無料（入場券が必要です） 

10 月 18日（木）【消印有効】までに、往復はが

きへ右記内容を記入し、送付してください。 

防府市社会福祉協議会 地域福祉係 

TEL（0835）22-3907 

FAX（0835）25-1388 

10 月 13日（土）9：30～14：00 

防府市文化福祉会館前庭 

運動会における参加者の競技サポート、準備・片

付け、スタッフサポートなど 

どなたでも 

9 月 21日（金）までに下記まで 

防府市社会福祉協議会 

TEL（0835）22-3907 

FAX（0835）25-1388 

9 月 29日（土）・30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（30日（日）のみ） 

ふれあい動物園、縁日コーナーなど 

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 28日（日）9：30～14：00（雨天決行）

防府駅みなとぐち集合（9：30～受付） 

松田農園（防府市西浦 287） 

みかん狩り 

市内在住の視覚障害者とその家族・ボランティア 

無料（但し、みかんを持ち帰られる場合は有料と

なります） 

30 名【先着順】 

9 月 21日（金）までに下記まで 

防府市社会福祉協議会 

TEL（0835）22-3907 

FAX（0835）25-1388 

 

 

 

 

➀講義 10月 22 日（月）10：00～12：00 

②実技 10月 29 日（月）10：00～12：00 

※2 回連続講座 

防府市市民活動支援センター 会議室 

カメラやレンズ、構図などについての講義 

撮影実習 

デジタルカメラの扱いや撮影に慣れていない初心者 

2,000 円【資料代込み・全 2 回分】 

デジタルカメラ（コンパクト、一眼レフなど） 

10 名【先着順】 

防府市市民活動支援センター 

TEL（0835）38-4422 



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（水）（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 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以内 〆 切 9月 30 日（日）（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/  

 

           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

まだまだ暑い日が続いていますが気分だけでも変えてみてはどうでしょう！一輪挿し、 

壁掛けに使える、ちりめん手まりを作ってみませんか！どうぞお気軽にお越しください♪ 

9 月 3 日（月） ★7 日（金） ★10 日（月） ★14 日（金） ★21 日（金） ★28 日（金） 
  

10 月 １日（月） ★5 日（金） 12 日（金） 15 日（月） ★19 日（金） 22 日（月） ★26 日（金） 29 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 

 
 

 

 

 

（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） 
 

暑～い夏もようやく終わりました

ね。でも、台風の季節はまだまだ 

続きます。「防災マップ」をじっく

り見てみると、発見がいっぱい。

「知る」ことは大事です！（S） 

今号は、自身の経験もふまえ災害

支援について書かせていただきま

した。記事を読んでくださった方

が少しでも災害について考えるき

っかけになればと思います（A） 

災害は起こってから慌てるのでは

なく、常日頃から備えをしておく

ことが重要だと考えさせられまし

た。防災マップを今一度しっかり

と確認しておこうと思います（Ｔ） 


