～まなびとボランティアをサポートする～
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“ベストタイムを出せるようにランナーのお手伝いをしたい！”
そんな方にオススメの活動
市内 8 ヶ所に設置する給水所では、一般のボランティア、企業ボランティアの皆さんが
活動しています。一般のボランティアの方は市内だけでなく、市外・県外の方もいらっし
ゃいます。毎回約 100 人の方が参加しておられ、毎年参加してくださるベテランの方が多
いようです。
10：00 集合、活動内容について説明を受ける
12：02 出走、各給水ポイントで活動

給水役員の方がいらっしゃるので安心です！

16：02 最終競技中止時間（制限時間が 4 時間のため）
～17：00 頃 片付けを行い活動終了

お疲れさまでした！！

参加するのは個人でも団体・グループでも OK！
興味を持たれた方は、下記までお問合せください♪
【問合せ】防府市文化・スポーツ課

TEL（0835）25-2274

実際に活動している方々にお話を聞いてみました！

山田 まゆみ さん
・・

・・

Ｑ どんな活動をしていますか？
Ａ 給水所のボランティアとして毎年活動しています。
仲間と一緒に毎年同じ係を担当しているので、工夫
しながら作業もスムーズに行えています。
例えば、コップに入れる飲み物の量やコップを置く
位置など、選手が飲み物を取りやすいように、でき
る範囲で細やかな配慮や工夫などをしています。
Ｑ ボランティア活動をしての感想は？
Ａ 選手がたくさん通過する時には、大忙しで応援する余裕もなくなってしまいますが、先頭
集団が通過する時は、疾走していく姿を間近で見ることができます。
皆さん頑張っておられるなと、さわやかな気持ちになりながら、仲間とともに楽しくボラ
ンティア活動をしています。

防府市冬の一大イベント“防府読売マラソン”が今年も開催されます！
このマラソンにはさまざまな方がボランティアとして参加されているのを皆さんはご存知ですか？
今回の特集では、自主的に活動している個人・団体・企業にスポットをあててご紹介します♪
ちょこっと話その 1

『防友会』の方といっ
しょに“ ちょるる”が
応援しているかも！
見つけたらぜひ手を
振ってみましょう！

ちょこっと話その 2

ＡＥＤを運ぶスタッフ
を見たことはありませ
んか？いつどこで何が
起きてもいいようにコ
ース内を自転車で走り
回っています！

ちょこっと話その 3

“スペシャルドリン
ク”が置けるのはトッ
プランナー（男性：2
時間 25 分以内、女
性：2 時間 50 分以内）
だけなんです！

マツダ防府工場

さん

Ｑ どのように活動をされていますか？
Ａ 例年２ヶ所の給水ポイントで活動を行い、10 名以上のボ
ランティアが参加します。また、沿道の選手への応援は関
連会社様の『マツダ防友会』と行います。応援に使用する
小旗は、環境に配慮して数年前より再使用可能な布に変更
しています。
Q いつから活動に参加していますか？
A 会社としては 10 年以上前から活動しています。初めは、スポンサーとして協力していました
が、地域あっての企業と思いさまざまな形で貢献したいと考え現在の形になりました。
Q 他には企業としてどのような活動をしていますか？
A レースの先導車、審判車、選手の伴走車を提供しております。また、防府工場で生産
された車両も使用し、地元のマラソンを盛り上げます。

・・

中学生・高校生で楽しく活動中！
防府市子ども会育成連絡協議会ジュニアリーダーズクラブでは、防府市内
在住の中学生・高校生が子どもたちのリーダーとして子ども会活動に参加し
ています。年間を通して、キャンプや交歓会、研修会とたくさんの活動があ
ります。活動に参加しているジュニアリーダーは、
「人前であがらなくなる」
「他校の友達ができる」「話上手になる」と多くの経験を積んで成長しています。

市内の子ども会のクリスマス会を盛り上げます
12 月には、市内の子ども会のクリスマス会にキャラバン隊としておじゃまして、人形劇やゲームをします。ク
リスマス会で披露する人形劇は、春から台本作り・セリフの録音・人形や
背景などの小物作りと、全て一から作り上げています。また、子どもたち
と一緒に行うゲームも、放課後や休日に集まり、しっかり練習をして本番
に臨みます。今月から、クリスマスキャラバン隊の申込みが始まっていま
す。ご興味を持たれた方は、ぜひ一度お問合せください。
また、一緒に活動してみたい中学生・高校生もお待ちしています！
【問合せ】防府市子ども会育成連絡協議会
事務局 TEL（0835）26-6852

指導者バンク登録企業

フェアトレード雑貨＆カフェ スーク

「世界の国々を知ろう」

10 月 3 日（水）、勝間放課後子ども教室「かつまっ子倶楽部」で、指導者バンク登録企業の『フェア
トレード雑貨＆カフェ スーク』の代表の松浦和子さんが、2～4 年生の 20 人の子どもたちへ世界の国々の
状況や多様性について、ワークショップを交えながら分かりやすくお話をされました♪
始めに松浦さんから「みなさんが知っている国の名前を教えてください」と問い
かけがありました。子どもたちからは次々と国名が挙がり、全部でなんと約 40 の
国名が出てきました。いろいろな国がある事を知った子どもたちに対し、次は『も
し世界の人口が、みんなと同じ 20 人だったら･･･？』というゲームをしました。一
人ひとりに配られたカードに書かれたさまざまな言語の挨拶を声に出し、同じ挨拶
の人を見つけるというもので、これで集まった人数がその言語を使う人の割合にな
ります。一番多くの人が使う言語は、中国語で 4 人、2 番目が英語で 3 人、日本語
は 1 人でした。その他にも、世界には多くの言語がある事を学びました。
最後に松浦さんが子どもたちに伝えたのは、字が読めることの大切さです。
「世
界には貧しく学校にも行けず、字の読めない人が 10 人に 1 人います。字が読め
ないと、普段の生活で困ることがたくさんありますよね」との話にみんな真剣に
耳を傾けていました。世界には、自分たちとはまったく違う環境で生きている人
たちがいることや、自分たちの日々の“当たり前”のありがたさを知った 1 日にな
りました。
『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

とのみあいさくけんきゅうかい

さと

『富海藍作研究会』は、富海を『藍の郷』として活性化していく
すくも

ことを目指して、藍の栽培から染料である『 蒅 』作りまでを行っ
ています。
富海に着任した地域おこし協力隊 2 名とそのサポーター数名で、
３年前に藍の栽培を始めました。
春から夏にかけて栽培し、収穫した藍の葉は、秋から冬にかけて
3 ヶ月くらいかけて発酵させることによって染料である『蒅』にな
っていきます。
藍の栽培にかかる作業

▲藍の葉の刈り取りの様子

は、植え付けや収穫など手作業のことが多く、県庁中山間応援
隊や企業ボランティアなど、多くの方の協力を得ながら行って
います。蒅づくりも発酵という工程のため、毎年状況は変わり、
より質の高いものを製造できるよう、試行錯誤を繰り返しなが
ら取り組んでいます。

▲染料である『蒅』づくりの様子

【連絡先】富海藍作研究会 TEL 090-9064-6627（関谷）

防府市社会福祉協議会は、小学校の児童が助けあい・思いや
りの大切さを実感し、共に生きることの大切さを学ぶためのお
手伝いをしています。車いす・アイマスク体験などの疑似体験
を通じて、高齢者や障害者の生活の様子や関わり方について考
え、今後の自分たちの行動につなげることを目的としていま
す。
また、地区社会福祉協議会や民生委員の方々と一緒に行うことで、体験だけではなく地域との関係づくり
や誰もが安心して暮らしていけるまちづくりを目指しています。
華城小学校４年生 128 名の児童に対して行われた車いす・アイマスク体験では、社会福祉協議会の職員
が講師となり、
車いすの扱い方やアイマスク体験の取組み方について説明した後、実際に体験を行いました。
児童は、毎日立哨をしている顔見知りの地域の方々の見守りもあって
安心感をもち、真剣に取組んでいました。
プログラムは事前に学校、地域の方々と一緒に意見交換を行うこと
で、“地域×学校×社協”それぞれの考え方を取入れ、共通の目的で取
組めています。
【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

11 月 10 日（土）13：30～16：00
防府市地域協働支援センター フードスタジオ
自宅でつくれる☆白ワインを使ったグラスデザート、
ミニパフェなどの調理・試食
お お た
ゆ み
【講師】大田 有美 さん（セラヴィ）
どなたでも
15 名
1,500 円（材料代含む）
エプロン、三角巾、手拭きタオル
来所にて、参加費を添えてお申し込みください。
防府市市民活動支援センター
TEL（0835）38-4422

バザーの収益金は、すべて奉仕資金として大切に
使わせていただきます。
11 月 23 日（金・祝）9：30～14：30
アスピラート 1F（防府市地域交流センター）
お取り寄せコーナー、ガレージセール、母と子の
室内運動会、体験コーナー、大好評の予約弁当、
パラタの本格インドカレー、うどんコーナー、休
憩コーナー他
国際ソロプチミスト防府 河辺
TEL（0835）23-8332

＝開催場所
＝募集人数

＝活動内容
＝締切り日

＝募集対象
＝問合せ先

＝参加費
＝持参物

12 月 6 日（木）10：00～16：00
一の俣温泉 観光ホテル
（下関市豊田町一の俣 1711）
リフレッシュを目的とした交流会（昼食・温泉
など、自由におくつろぎいただけます。
）
在宅で寝たきりの高齢者や認知症の高齢者を介護
している市内在住の方
30 名（先着順）
1,000 円
（食事代・入浴代・貸出タオル込み、当日徴収）
11 月 28 日（水）
防府市社会福祉協議会
TEL（0835）22-3907
FAX（0835）25-1388

12 月 6 日（木）19：00～21：00
防府市地域協働支援センター 多目的ホール
1.「思い」は「企画」にできるのか
2.企画づくりは、日々の発見から
3.企画づくりの 5 ステップ
①ヒアリング
②ターゲット設定
③キーワード集め
④ターゲットとキーワードの掛け算
⑤企画を人に説明してみる

4.5 ステップを活用した企画づくり現場
～実例紹介～
よ し だ

1２月４日（火） 開場 13：00 開会 13：30
防府市文化福祉会館 大会議室（3 階 4 号）
「見守り愛、障害者も安全に暮らせるまちづくり」
ありどみ

つよし

講師 有富 健 さん
（NPO 法人みらいプラネット 理事長）
どなたでも
無料 ※申込みは不要
防府市社会福祉協議会 地域福祉係
TEL（0835）22-3907
FAX（0835）25-1388

５

みち たか

【講師】吉田 充孝 さん（防府商工会議所）
500 円（運営費として）
50 名
防府市市民活動支援センター
TEL（0835）38-4422

行事名
市民茶会席
華道展

日 時
場 所
11 月 16 日（金）～18 日（日） アスピラート
10：00～16：00
2 階 リハーサル室

内 容
防府茶道連盟
交替お点前によるお茶席

11 月 16 日（金）～18 日（日） アスピラート
10：00～17：00
2 階 展示ホール

防府市華道連盟
各流派の作品発表

無料

アスピラート
2 階 展示ホール横

山口県看護協会防府支部
による健康相談

無料

アスピラート
2 階 展示ホール

日本画・洋画・彫刻・工芸・
書道・写真・デザインアート・
現在アートの展示、表彰

無料

11 月 17 日（土）～18 日（日）
10：00～15：00
12 月 5 日（水）～9 日（日）
9：00～17：00
（5 日のみ 10：00～17：00）

健康相談
第 68 回
市美術展

入場料
席料
300 円

防府市文化協会 TEL（0835）26-6841

指導者バンクにはいろいろな技術や専門的な知識を持ったたくさんの人がボランティアの講師として登録し
ています。この機会に興味のある事を学んでみませんか？
好きな花材をえらんで

自分好みのハーバリウムを作ろう
しげむら

ま さ よ

【講師】 重村 雅代 さん
11 月 20 日（火）10：00～12：00
文化福祉会館 3 階 9 号室
市内在住・在勤・在学の人
（保護者のお手伝いがあれば 2 歳くらいから作れます）

小ボトル 1,500 円、中ボトル 2,000 円
（当日選んでいただけます）

25 名（先着順）
11 月 1 日（木）～11 月 16 日（金）
♥好きなボトル、好きな色の好きな花を選んで作ります。小
さな子どもさんがいっしょでも参加できますよ♪

くわのやま
わくわくアドベンチャー
【講師】防府チャレンジ部隊「Let's challenge！」
12 月 9 日（日）9：30～15：30
桑山・桑山中（集合場所：桑山中武道場）
市内の小学校 3 年生～6 年生
500 円（昼食代・保険料等） 24 名（先着順）
飲み物・エプロン・マスク・バンダナ
（記名のこと）
11 月 1 日（木）～11 月 30 日（金）
♥中学生や大学生のお兄さんお姉さんたちがスタッフです。
11 月 1 日（）～11 月 22 日（水）
自分で作ったおむすびを持って桑山へＧｏ！グループで
冒険します。クラフト作りの体験もします。

TEL、FAX、Ｅメールで下記へお申込みください。（氏名・電話番号が必要。「くわのやまわくわくアドベン
チャー」はその他に性別・学校名・学年・アレルギーの有無・写真撮影の可否が必要）
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
FAX （0835）38-8131
E-mail manaboya@c-able.ne.jp

日頃から学んでいること、取り組んでいること、学
んで身につけたことについて、自分たちで企画して、
講座・発表会・活動 PR をしてみませんか？市民の市
民による市民の為のフェスティバルにしましょう！
発表日時 平成 31 年 3 月 10 日（日）
10：00～16：00
場
所 ルルサス防府・アスピラート
≪応募資格≫
○防府市内に在住、在勤又は在学の個人
○防府市を中心に活動している団体
※防府市に関する内容の発表をする場合、市外
でも応募可。
※政治・宗教活動や著しく公益性を損なうと認
められる個人や団体を除きます。
※準備・片付けを含め全て自主運営です。

≪応募方法≫
所定の応募用紙に講座名称、内容（概要）
、氏名（個
人名または団体名・代表者名）、連絡先等の必要事項
を記入し、持参または郵送・FAX・Ｅメールにてお送
りください。
※応募用紙は、各公民館、文化福祉会館、市役所受付、
ソラール、ルルサス防府、アスピラートなどにありま
す。防府市の HP からもダウンロードできます。
※詳しくは市ホームページをご覧ください。
12 月 14 日（金）【必着】
〒747-0026
防府市緑町 1-9-2 文化福祉会館内
生涯学習フェスティバル実行委員会（生涯学習課内）
TEL （0835）23-3015
FAX （0835）38-8131
E-mail manaboya@c-able.ne.jp
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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♪
11 月

2 日（金）

5 日（月）

12 月

★3 日（月）

★7 日（金）

9 日（金）

12 日（月）

16 日（金）

19 日（月）

26 日（月）

30 日（金）

★10 日（月） ★14 日（金） ★17 日（月）

今年最後の小物づくりは、来年の干支「いのしし」です。平成と新しい年号の重なる
い

い

記念の年！みんなで作って“亥亥年”にしましょう‼どうぞお気軽にお越しください♪

▲完成イメージ

対

象

対

象

【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

公益社団法人、公益財団法人、又は一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、法人格を有しな
いが活動を実施するための体制が整っていると認められる団体で、子どもの健全な育成を図ることを目的
に子どもの体験活動や読書活動の振興に取組む団体
〆 切 平成 30 年 11 月 13 日（火）（当日消印有効）
（電子申請は 11 月 27 日（火）17 時まで）
問合せ 独立行政法人国立青少年教育振興機構 子どもゆめ基金部助成課
住 所 〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町 3-1
ＴＥＬ フリーダイヤル（0120）579081
ＵＲＬ http://yumekikin.niye.go.jp/（申請書はホームページからダウンロードできます）

〆 切
問合せ
住 所
ＴＥＬ
ＵＲＬ

国土交通省が実施する施策や整備事業等に関連し、将来的にも社会資本整備に繋がる地域づくり、環境保
全、防災等に関するボランティア活動
平成 30 年 12 月 28 日（金）（必着）
一般社団法人 中国建設弘済会 山口支部
〒747-0024 山口県防府市国衙 1-3-15
（0835）22-6551
ＦＡＸ （0835）22-6742
http://www.ccba.or.jp（申請書はホームページからダウンロードできます）

（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
●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）

７

突然がらっと変わったまなぼらに
気づいてもらえたかな、と編集側
はドキドキしています。見た目が
変わっても中身は変わらず、さま
ざまな情報をお届けします！（Ｆ）

寒さを感じる季節になりました。
皆さん今号から紙面が一新された
ことにお気づきでしょうか。今ま
でとは違うまなぼらを新鮮な気持
ちで見て頂ければと思います。
（A）

防府読売マラソンでのボランテ
ィアを取り上げた特集、いかがで
したか？今年は、選手の後ろで活
躍するボランティアの方々の姿
を探してみたいと思います。
（Ｍ）

