～まなびとボランティアをサポートする～

Contents
特集

ＰＲってどうやるの？誰でも実践できる“伝わる”広報術
今号の元気人‼

防府青年会議所コラボ会員 ちぃコラ 山下 理紗 さん
報告♪ほうふ幸せます人材バンク

ほうふ幸せます人材バンク 新しく登録された講師の紹介
防府市市民活動支援センターからのおしらせ

市民活動ボランティアマッチング
つながる福祉教育♬
手話体験教室～ゲストティーチャーによる授業～

・定期的に投稿を行う
例えば、大きな集客を生みたいイベントの告
広報誌、HP（ホームページ）
、SNS（ソーシャルネットワークサービス）

知を突然行うより、日頃からさまざまな分野の

など、どんどん多様化する広報ツール…活動をより多くの人に知ってもら

投稿を行い、ファンを増やしておくことで効果

うために、どれを使うのがよいのか迷ったことはありませんか？今号では、

は高まるでしょう。

効果的に情報を届けることのできる広報、中でも、SNS を活用した広報に
ついて、事例とともに編集部がご紹介します！

・共感を持ってもらえる記事を投稿する
独りよがりな投稿は、共感を得ることが難し
いです。常に自分の記事を客観的に見るよう心
掛けてみましょう。
・HP のリンクを貼る
団体の基本情報や活動実績がわかる HP があ

「こんな人に届けたい」と、一人の人物を想定し、下の例のように、そ

ると、情報の信憑性を高めることができます。

のプロフィール、行動や価値観、ライフスタイルなどを詳しく設定してみ
ることをおすすめします。
例
名

前：生涯 学子

年

齢：22 歳

性

別：女

世

帯：独身一人暮らし

学

歴：地元の大学卒

職

業：物流会社の事務

年

収：230 万

趣

味：カフェ巡り

その他：
ファッションやコスメに
関心があり、Instagram
で好きなブランドやモデ
ルの投稿を毎日欠かさず
チェックする。Facebook
はたまに友人の投稿を見
る程度。

例えば、食のイベントに 20 代前半の女

別の投稿者の記事を自分の知り合いにも広げる

性を集めたい！というときに、左のような

ことのできる、シェア機能があります。Facebook

人に対する広報ツールとして、何を選びま

の拡散力を利用し、多くの人と情報を共有するこ

すか？そしてどんな投稿内容やハッシュタ

とで、協力しながら広報を進めてみましょう。

グ（特定のテーマについての投稿を検索し
て一覧表示するための機能）が効果的でし
ょうか？
まず、Instagram を使うのが効果的でし

写真がメインで、10～20 代のユーザーが多い
のが特徴です。

ょう。お洒落な写真を投稿することを心掛

また、ハッシュタグフォロー機能により、その

け、「#カフェ巡り」「#カフェ好き」
「#カ

分野の情報を求めているユーザーへ直接情報を届

フェごはん」
「#お洒落カフェ」といったハ

けることも可能です。

ッシュタグを付けてはどうでしょう♪
ターゲットを詳しく設定せず、
「広く一
般に周知したい」
「さまざまな人に参加し
てほしい」という広報のやり方では、情
報を効果的に届けることはできません。

※主流になってきているからと言って SNS だけ
を使うのではなく、ターゲットによっては、広
報誌やチラシ、ポスター、マスコミなども活用
しましょう

地域の方から、

防府天満宮では、年間を通してさまざまな

「インターネット

お祭りや伝統行事が開催されます。それらの

を使って情報発信

見所や、境内で季節ごとに楽しめる美しい景

してみたら？」と

色などを、写真を通して多くの方に知ってい

言われたことがき

ただきたいと思い、Instagram を始めました。

っかけで、平成 26

投稿を見られた方から、
「そんなお祭りがあ

年より Facebook ページを立ち上げました。初めは、市

るなんて知らなかった！知っていたら行きた

民活動支援センターの職員の方に相談したり、入門講座

かった」と言われ、一年に一度しかないお祭

を受講したりしました。

りを、魅力とともに、広く伝えることの大切

勝間公民館の Facebook ですが、公民館のことだけで

さを実感しました。

なく勝間地域全体の行事も積極的に投稿し、地域の方に

また、天満宮は七五三や結婚式など、お祝いの場となることが多い

は自分が関わっていることを通して、公民館のことを知

ので、参拝者の方の“幸せ”を一枚の写真でいかに表現するかというこ

ってもらえればと思っています。

とも意識しています。反響が少しずつ増えており、ありがたいです。

しかし、投稿する記事が多くなると、取材や記事作成
と負担が大きくなってしまいます。無理せず定期的に投
稿するために、行事に自ら足を運ばなくても、主催者に
写真をもらったり、感想を聞いたりして、投稿していま

防府青年会議所の広報活動の一環

す。それによって、地域の方とのつながりができるとい

として、活動の様子を Instagram に

う大きなメリットもありました。また、職員の交代も視

投稿しています。また「共に活動をし

野に入れ、今後も継続できるように工夫しています。

たい！」と 20～30 代の方に感じてい

投稿を見られた遠くに住むご家族の方から、「親が頑

ただきたいので、「#まちづくり」
「#

張 っ て い る 様 子 が わ か り 安 心 し た 」 や 、「 自 分 は

経営者」
「#成長」などのハッシュタグ

Facebook はやらないけど、家族が見て話題になった」

を付けています。そのことで、その分野への関心が高いユーザーに見

などのお声をいただき、とてもうれしく思います。今後

てもらいやすくなり、投稿に対するリアクションが増えました。

も、継続して情報発信に努め、より多くの人に公民館を

また、閲覧いただいた方が「青年会議所って何？」
「どんな人がい

知ってもらい、気軽に足を運んでもらいたいと思いま

るの？」と興味を持たれた際、すぐに団体の基本情報を参照できるよ

す。

うに、HP のリンクも貼っています。

SNS は、容易に情報が発信できることから、今や、広報する上では必須ツールとなっています。しかし、近年の特徴として
は、情報の細かい内容よりも、“誰が”発信した情報か、“誰が”「いいね！」している投稿かが重要視されていると言えます。そ
の“人”や活動そのものへのリアルな信頼がないと、いくら一方的に SNS で情報を流しても、受取ってもらえません。
企画や実際の活動に磨きをかけることから始めましょう！

山下さんが代表を務める『防府青年会議所コラボ会員

ちぃコラ』は、『公益

社団法人防府青年会議所』の主催事業や市内のイベントなどに参加・協力し、ま
ちを盛り上げることを目的に活動しています。
現在は、高校生～30 代の 34 名が、『カレーフェス』『万灯の夕べ』『国際交流
フェスティバル』『鍋-1 グランプリ』などで精力的に活動しています。
山下さんは、6 年前に当時の代表者に誘われ、一緒に何かをする仲間ができればという思いで活動を始めら
れました。それまで何気なく見ていたまちの行事や取組に自分自身が関わることで、がんばっている人の存在
やまちの魅力に気付くことができたそうです。
防府市役所の職員として勤務する山下さんは、ちぃコラでの活動を通し、他の場でも自分にできることがな
いかと考えるようになり、現在は職員の有志で構成される青年部の副代表を務め、積極的にさまざまな事業に
参加されています。
今後は、ちぃコラの会員募集に力を入れていきたいそうです。自分がそうであったように、
「防府は何もない」
「防府は遊ぶところがない」と感じている若い世代に、活動に関わることで防府を好きになってもらいたいと
言われます。
いつも周囲を楽しませる山下さん。山下さん自身も「仲間が増えて、楽しい！！」という気持ちが、活動の
原動力となっているようです。みなさんも一緒に活動してみませんか♪
【問合せ】防府市市民活動支援センター

TEL（0835）38-4422

「指導者バンク」には、個人 99 人、団体 43 団体、企業 8 社のさまざまな分野のボラン
ティア講師のみなさんが登録され、市内の学習の場で活躍されています。今回は、新しく登
録された講師の方々と、新しい内容を追加された方々を紹介します。ぜひご利用ください！
ど

い

はやし

すぐる

土井 優 さん
(自然科学分野)
(ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ分野)

・宙返りする紙飛行機、
万華鏡等の工作
・天気図について
・天体観測 ・テニス指導

な

ほ

しげむら

み

いのうえ

つとむ

井上 務 さん
（社会分野）

（生活文化分野）

（生活文化分野）

・ハーバリウム

・Cara Fiore アロマワックス
カップ・サシェ

介護は突然やってきま
す。いざという時のた

にしもり

めの介護保険を中心に

西森 幸一 さん

こういち

（職業技能分野）

お話しします。

まさよ

重村 雅代 さん

林 奈穂美さん

・ハーバリウム
・アロマワックスカップ・
サシェ
・カレイドボタニカル
フレーム

電波の話、通信修技に
ついて、どなたでもわ

きはら

ち

せ

木原 千成 さん
(教育分野)

かるようにおもしろく

防府図書館利用者・
サークル連絡会
（教育分野）

お話しします！
おがわ

ひろとし

あきかわ

のりこ

秋川 訓子 さん

広島での被爆や兄の戦

図書館に関わっている

死などの体験や戦中の

15 団体が会員です。読

歴史をお話しし、平和

み聞かせ・歴史・俳句・

・バルーンアート

について考えます。

短歌・文学など幅広い内

追加内容

追加内容

容になっています。

・ハガキで作る
ひこうき・紙トンボ

・アロマワックスカップ・

よろしく
お願いします！

小川 博敏さん
（趣味分野）

（趣味分野）

・シュガーアート
・パステルアート

サシェ

『ほうふ幸せます人材バンク「指導者バンク」』の登録・ご利用については…♪
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

詳しくは HP を
ご覧ください

『市民活動ボランティアマッチング』とは、ボランティア活動をしたいと考えている市民のボランティア登
録と、活動に参加してくれるボランティアを募集したいと考えている団体などのニーズ登録を受付け、双方に
情報提供などを行い、人と活動とをつないで、地域をよりよくすることを支援していく取組です。
ボランティア活動をしたい！
対

象：自らが持つ知識や経験、または技術を活かした活動をしたい人、ボランティア活動をしたい
と考えている人・団体

登録方法：所定のボランティア登録申込書を市民活動支援センターに提出してください。
マッチングの流れ： 市民活動支援センターが、市内で
活動する団体からニーズを集め、
登録者へ情報提供を行います。

参加できる活動があれば
市民活動支援センターへ
ご連絡ください。

活動に参加し、簡単
な 報告書を ご提出
ください。

ボランティアを募集したい！
対

象：市民活動支援センター登録団体、行政などで公益性の高い活動をしている団体

登録方法：所定のニーズ登録申込書を市民活動支援センターに提出してください。
マッチングの流れ： 市民活動支援センターが、ボ
ランティア登録者へニーズ
の情報提供を行います。

市民活動支援センターが、
ボラ
ンティア登録者から応募を受
付け、調整を行います。

【問合せ】防府市市民活動支援センター

活動が終わったら、
簡 単な報告 書をご
提出ください。

TEL（0835）38-4422

防府市社会福祉協議会は、相手の立場に立って考える心や共に生きる力を
育む福祉教育の一環として、市内の小学校で手話体験教室を実施しています。
10 月に開催された手話体験教室では、手話ボランティア団体の『防府手話
同好会』と『防府市聴覚障害者福祉会』の方々が指導者として招かれました。
はじめに、
「こんにちは」
「よろしくお願いします」
「頑張ります」など日常
のコミュニケーションで使えるあいさつを手話で学びました。手話は、それ
ぞれ動作に意味があり子どもたちは、その意味を考えながら一生懸命取組ん
でいました。
次に、
『手のひらを太陽に』を手話で歌いました。手話を交えて歌うことで、楽しく覚えたり、身近に感じ
たりすることができます。子どもたちからは、歌詞が表わす気持ちを考えて歌う様子が見られました。
授業の最後に、子どもたちから「生活の中で困ることは何ですか？」や
「人が訪ねてきた時はどうわかるのですか？」などの質問がありました。
今回の授業で、手話を通じたコミュニケーションの大切さや聴覚障害者
への理解を深めることができ、聴覚障害者の生活に寄り添い考えることが
できたのではないでしょうか。
【問合せ】防府市社会福祉協議会 TEL（0835）22-3907

【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

＝活動日時
＝申込方法

＝開催場所
＝募集人数

＝活動内容
＝締切り日

3 月 1０日（日）10：00～16：00
ルルサス防府・アスピラート
◆セレモニー 12：00～12：15 ルルサス防府 1 階わっしょい広場ステージ
まちの達人（ほうふ幸せます人材バンク「指導者バンク」講師）表彰

ステージ発表

＝募集対象
＝問合せ先

＝参加費
＝持参物

スタンプラリーで
素敵な景品が
もらえるよ！

文化センター市民教養講座・サークル作品展

全 14 組の個人・団体がルルサス防府 1 階わっしょい広場で
発表します！

市内の様々な講師の方による講座
＆学ぼうやセミナー

2019 年度の市民教養講座受講生の受付も行っています。

学ぼうやコンテスト
テーマ「ジャンプ！新しい時代へ」
応募いただいた全作品を展示。優秀作品は、
来場者による投票で決定します。

ものづくりやお話、体験など盛りだくさん！
★イベントの内容等は予告なしに変更することがあります。

防府市生涯学習フェスティバル実行委員会［事務局：生涯学習課］TEL（0835）23-3015
開催日当日（3 月 10 日）は防府市市民活動支援センターTEL（0835）38-4422

3 月 14 日（木）13：30～16：00
防府市地域協働支援センター 研修室 2
■今、必要な地域での支えあいのしくみ
なかむら

いちろう

防府市高齢福祉課 主幹 中村 一朗 さん
■地域での支えあいの実践事例「岩畠お助け隊」
かいじょう みつあき

牟礼 岩畠自治会 自治会長 海 上 光昭 さん
■安心して活動するために必要な知識
すおう

たかゆき

エルスマイル訪問介護事業所 管理者 周防 隆幸 さん
■情報交換
ボランティアや地域福祉の活動に興味のある人
20 名
無料
防府市市民活動支援センター
TEL（0835）38-4422 FAX（0835）24-7733

3 月 21 日（木・祝）9：30～16：00（9：00 受付）
防府市地域協働支援センター 多目的ホール
数のはじめの一歩
数の認識から数える たし算ひき算のはじめまで
「おなじ」を知る・見比べる力・具体物での学習（教
具使用）
・数量の認識・数の三項関係・数の合成分解
かわま

け ん の すけ

かわま

ひろこ

【講師】川間 健之 介 さん（筑波大学人間系 教授）
川間 弘子 さん（やまぐち発達臨床支援センター 理事長）

3 月 14 日（木）13：30～16：30
防府市文化福祉会館 2 階 10 号
◆ボランティア活動について
◆ボランティア活動実践事例発表
◆ボランティアアドバイザーによる個別相談
これからボランティア活動や地域活動を始める予
定のある方など
20 名【先着順】
無料
3 月８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

幼児～小学校低学年 支援学校・支援学級・療育機関
指導担当者、保護者など
50 名
3 月 9 日（土）
8,240 円（消費税・教材費込み）
HP（http://yhattatsu.or.jp）の「参加申込みフォ
ーム」に必要事項を記入の上、ご送信ください。
認定 NPO 法人 やまぐち発達臨床支援センター
TEL/FAX（0835）25-8808

講座名
要約筆記ボラン
ティア講座
音声訳ボラン
ティア講習会

日 時
3 月 24 日（日）
10：00～15：00
第 1 回 4 月 4 日（木）
第 2 回 4 月 22 日（月）
以後、月 2 回程度の全 23 回
10：00～12：00

無料

要約筆記

防府市社会福祉協議会

地域福祉係

場 所
防府市文化福祉会館
3階9号
防府市文化福祉会館
3階8号

3 月 18 日（月）

内 容
要約筆記を体験し、簡単携帯
ホワイトボードを作成します
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

音声訳

TEL （0835）22-3907

定員
30 名

20 名

3 月 25 日（月）
FAX（0835）25-1388

♪みんなで楽しく！ なかま作り♥

インリーダーズクラブ

ジュニアリーダーズクラブ

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

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

月

日

5 月 3 日（金）
～5 日（日）
8 月中旬

内

容

場 所

バスで行こう
「キャンプ」

山 口 徳地 青少
年自然の家

みんなで仲良く
文化福祉会館
「スポーツフェスタ」

11 月 17 日（日）

模擬クリスマス会

文化福祉会館

2020 年
3 月下旬

みんなでいっしょに
「百人一首大会」

文化福祉会館

キャンプは参加費が必要ですが、他の講座は無料です。

♪

●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。
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るよ！

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
（月・水・金）10：00～15：00

楽しく英会話を学びましょう

こども英会話教室
対象・定員

♪
一般英会話サロン（中級）

小学 2～６年生（新学年）10 名

高校生以上

期 間

平成 31 年 4 月～翌年 3 月（1 年間）
毎週土曜日 13：30～

平成 31 年 4 月～翌年 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。

受講料

2,500 円（月額）

12,000 円（6 ヶ月分前納）

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 一般 1,500 円、学生 500 円

3 月 20 日（水）

3 月 29 日（金）

みずの

その他の経費
締切り

ち

か

よ

防府市文化福祉会館
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

講師

10 名

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。

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（月・木）10：00～15：00

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

★01 日（金） ★04 日（月） ★08 日（金） ★11 日（月） ★15 日（金） ★18 日（月） ★22 日（金） ★25 日（月） ★29 日（金）

4月

★01 日（月） ★05 日（金） ★08 日（月） ★12 日（金） ★15 日（月） ★19 日（金） ★22 日（月） ★26 日（金）

5月

★10 日（金） ★13 日（月） ★17 日（金） ★20 日（月） ★24 日（金） ★27 日（月） ★31 日（金）

３月はひなまつり♪自分だけのかわいいおひなさまを作ってみませんか？簡単に作れますよ！

▲完成イメージ

みなさんのご参加をお待ちしています。 ※4 月、5 月には違う小物を作る予定です。
【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

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
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
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

〆 切
問合せ
ＴＥＬ
ＵＲＬ

助成金額：50 万円以内
助 成 率：助成対象経費の
10/10 以内

3 月 31 日（日） ※当日消印有効
※持参の場合は 3 月 29 日（金）17：15 まで
（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
（083）929-3600
F A X （083）924-9096
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）

（2 ヶ月に 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。

※平成 31 年度から発行月が変わります。（6 月、9 月、12 月、3 月に発行）

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
●〒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
●ＴＥＬ （0835）23-3015
●ＦＡＸ （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
●ＴＥＬ （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）

冬にしっかり蓄えてしまったので、
春の出会いに向けて SNS でダイエ
ット記録をつけてみようかな。SNS
は、使い方いろいろ。ぜひ TRY して
みてください！（Y）
あまり SNS など知らなかったので
すが、この度、勉強したことで「自
分にもできそう！」と思いました。
早速若者に負けず SNS を活用して
良い情報をゲットします。
（U）

少し前から、Instagram を始めま
した。自分の投稿は、最近ほぼあげ
ていませんが、
他の方の投稿を読む
のが楽しみです。多くの人に PR す
る方法はいろいろですね。
（T）

