
ドネーション対象団体一覧

団体名 活動目的 活動内容
出展

場所

いっぽ・ほうふ

障がい児（者）に関わる情報収集お

よび情報発信を中心に、交流や仲間

作り、勉強会などをすすめる。

・会報を年 4 回発行

・セミナー（勉強会）を年間 2 回以上

開催

・インターネット上での情報交換

・E-mail での個別相談

2 階

ロビー

③

キルトサークル

マザーズ

・キルトの基礎を学び、作品の作成。

・主婦の親睦、交流の場とする。

・講師 柴田博子先生を招いて、キルト

について学び、作品を作成させていき

ます。交流会で作品展をさせて頂いて

おり、励みになっています。

・活動中は、手を動かしながら、おし

ゃべりも楽しんでいます。

2 階

ロビー

⑥

日本報道写真連盟

防府支部

日本報道写真連盟は、毎日新聞社の

系列に属する写真団体である。その

活動は、平素の写真活動を通じて、

毎日新聞の報道写真に協力・支援す

ることを目的として結成されたもの

で、会員として積極的な写真活動と

技術の向上を図り、文化芸術の推進

に努めることを目的とする。

①毎月 1 回例会を開催し、日報連西部

本部が行う報道写真コンテストへの応

募作品の互選と研修及び情報への交

換。

②支部会員による春・秋の風景写真コ

ンテストの実施。

③年一回支部写真展を開催（3 月の終

わり頃）

2 階

ロビー

②

花くらぶ・遊

フラワーアレンジメントの基本を学

び生活の中で自分で身近に咲いてい

る花を利用して明るく豪華に飾るこ

とや行事などにも自分で飾った花で

雰囲気を作れたり、幅広く応用でき

るようになること。

先生の指導のもと、用意された花材で

作品を作り上げていく。季節、折々の

行事なども含めて基本、創作おし花、

ブリザーブドなど、幅広く作品を作っ

ています。

2 階

ロビー

④

ローズマリーの会

デコパージュ、グラスアートの作品

作りを通して技術の向上を目指すの

はもちろんですが、物を作り出す喜

びを仲間と共に分かちあい、人と人

の和を広げ、いきいきとした暮らし

が出来るようにという目標に活動。

作品展示と体験会

母親・高齢者学級等への出張講習

チャリティーバザー参加

あじさい祭 奉仕

勉強会

2 階

ロビー

⑤

ＮＰＯ法人

さわやか防府

少子高齢化が進むなかで、障害者や

高齢者が住みなれた社会の中で自分

らしく、生きがいをもって暮らせる

地域社会をつくるため「困ったとき

はお互いさま」のたすけあい精神に

もとづく福祉活動を行い、福祉の増

進とまちづくりの推進に寄与したい

と考えている。民家を開放した小規

模・多機能の拠点づくりの活動。

①居宅介護支援の事業

②居宅介護サービスの事業

③在宅福祉サービスの事業

④研修・啓発等の事業

⑤在宅型有料老人ホームの事業

⑥その他、本会の目的を達成するに必

要な事業

2 階

ロビー

①

土

日

☆参加団体☆（50 音順）

アロハ ウクレレ フイ、いっぽ・ほうふ、おはなしでんしゃ、

表流 防和会、キルトサークル マザーズ、交流分析を学ぶ会、

古典芸能南京玉すだれ山口保存会、シャンティ・スワリ、

シンクロナイズネット、ときめきくらぶ（オレンジマーマレード）、

日本報道写真連盟 防府支部、花くらぶ・遊、

ブラス・エスプレッシーボ、防府市レクリエーション研究会、

防府ふぉーく村、松崎小学校吹奏楽部、雅太鼓、

MURE ジュニアマーチングバンド、山口短期大学、

よみ表現ボランティア 座よみ芝居、ローズマリーの会、

NPO 法人コミュニティ友志会、NPO 法人さわやか防府、P.P.Q

主 催：防府市市民活動支援センター

協 力：防府市ファミリーサポートセンター

NPO 法人市民活動さぽーとねっと

※ 特定非営利活動法人はＮＰＯ法人と表記しています。

【申込み・問合せ】

防府市市民活動支援センター

〒747-0035

防府市栄町 1-5-1 ルルサス防府 2 階

防府市地域協働支援センター内

TEL 0835-38-4422

FAX 0835-24-7733

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♪

演奏や大道芸、レクリーショ
ンなど、盛りだくさん！
もちまきや抽選会もあるよ♪

● もちまき
20 日（土） 9：45～
21 日（日）15：15～

● 抽選会
21 日（日）14：20～

市民活動団体の
活動紹介や
展示・販売、
体験など

地図

詳しくは裏を見てね♪

● 対 象 小学生
● 時 間 ①10：00～ ②11：00～

③13：00～ ④14：00～
● 内 容 フラワーアレンジメントの

作品づくり
● 参加費 1,000 円

※ 市民活動支援
センターへ
お申込み下さい。



入口

入口

③

①

④

⑤

②

⑥

多目的

ホール

フード

スタジオ

総合案内
防府市市民活動

支援センター

入口
研修室２

ほうふ市民活動団体交流２０１０会場図（ルルサス防府）

会議室
研修室１

★ 展示・体験エリア ２階 ロビー

①介護相談コーナー

（NPO 法人さわやか防府）

②日報連防府支部写真展

（日本報道写真連盟 防府支部）

③X’mas カードを作ろう

（いっぽ・ほうふ）

④花と遊んでみませんか

（花くらぶ・遊）

⑤ハンドメイドで楽しく

デコパージュ＆グラスアート

（ローズマリーの会）

⑥キルト作品の展示

簡単なコースターの販売もします！

（キルトサークル マザーズ）

★ 展示・体験エリア

２階 研修室1

【20 日】

☆ほうふ若者サポートステーション

適職診断・ミニ就職相談会

（NPO 法人コミュニティ友志会）
【21 日】

☆晩秋の一日 おいしいお茶を一服！

おいでませ茶会

（表流 防和会）

★ ほっとエリア

２階 フードスタジオ

☆カレーライス 300 円

販売時間 11：00～14：00

※ おうえん券（カレー券付）を、

総合案内（２階市民活動支援セン

ター）で購入してください。

★ 発表・講座 2階 会議室

【20 日】

10：00～12：00

☆自分の感じ方・考え方・行動の

特徴にきづいてみませんか

（交流分析を学ぶ会）

☆米粉バナナケーキ 200 円

☆コーヒー（プチケーキ付） 150 円

☆紅茶（プチケーキ付） 150 円

販売時間：10：00～15：00

（防府市ファミリーサポートセンター）

★ ほっとエリア

わっしょい広場周辺

★ちびっこエリア

多目的ホール
☆ダンボールの

巨大迷路

★ちびっこエリア
広島銀行前

【20 日】

☆ちょるるふわふわドーム

★ちびっこエリア
桜広場

☆ミニＳＬ

（山口短期大学）

★ 発表・講座 ２階 研修室２

【20 日】

10：00～12：00

☆座よみ芝居－大人のお伽噺ワールド－

（よみ表現ボランティア座よみ芝居）

13：00～16：00
☆みんなで楽しく子育て～イクメンのすすめ～

（シンクロナイズネット）

【21 日】

10：00～12：00、14：00～15：00

☆絵本であそぼう！ （おはなしでんしゃ）

★ 子どもの職業体験エリア

わっしょい広場周辺

【20 日】

☆お花屋さん体験

対 象 小学生

内 容 フラワーアレンジメントの作品づくり

時 間 ①10：00～ ②11：00～

③13：00～ ④14：00～

参加費 1,000 円 ※要申込み

【20 日】

9：45 ☆セレモニー・もちまき

10：00 ☆防府ふぉーく村

10：40 ☆松崎小学校吹奏楽部

11：20 ☆ブラス・エスプレッシーボ

13：00 ☆シャンティ・スワリ（バリガムラン）

13：40 ☆防府市レクリエーション研究会

14：20 ☆古典芸能南京玉すだれ山口保存会

15：00 ☆アロハ ウクレレ フイ

★ ステージ わっしょい広場

【21 日】

10：00 ☆MURE ジュニアマーチングバンド

10：40 ☆P．P．Q（サックスアンサンブル）

11：20 ☆雅太鼓

13：00 ☆オレンジマーマレード

14：20 ☆抽選会

15：15 ☆おうえん券結果発表・もちまき

ドネーション （寄付）

してみませんか！
自分が応援したいと思った団体や興味を

持った団体におうえん券を投票すると、それ

が団体への寄付（1 枚あたり 100 円）にな

ります！

～ドネーションのやり方～

１．おうえん券を購入します。

おうえん券は総合案内（２階市民活動支

援センター）で販売しています！

◆ おうえん券（カレー券付） 300 円

◆ おうえん券（抽選券付） 100 円

２．会場を回って、各団体の活動を見たり聞

いたりして下さい。

３．興味を持った団体や、応援したいと思っ

た団体におうえん券を投票してくださ

い。団体は投票された券の枚数に応じた

寄付を受け取ることができます。

（ドネーション対象団体は裏面を参照）

※抽選会は 11月 21日（日）14：20 から

わっしょい広場で行います。

入口

キャラクターつりも

やってるよ♪

← ＪＲ防府駅
↓ 防府サティ

ルルサス

パーキング →

わっしょい広場
（屋外）


