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第１９回学ぼうやコンテスト
最優秀作品を紹介します！

『はい
華城小学校５年

『防府天満宮と梅』

チーズ』
ふくだ

ち さと

福田 千怜さん

牟礼中学校３年

たかむら

髙村

ひより

弥依さん

『学ぼうやと学ぼうや！』
一般

※学校・学年は平成２９年４月現在のものです。

むらかみ

村上

あや

綾さん

3 月 1２日（日）にルルサス防府・アスピラートで行われた生涯学習フェスティバ
ルにおいて、『「ほうふ学入門」と学ぼうや！』をテーマに、１，９６５作品の展
示、投票を行い、最優秀作品が決定しました！

ご応募いただいたみなさん、ありがとうございました！
《夏季市民教養講座》
浴衣の着付け簡単レッスン

自分で浴衣を着て花火大会に出かけてみませんか♪
日

時：８月５日（土）１回目１３：００～１５：００
２回目１６：００～１８：００
場 所：防府市文化福祉会館２階１７号第一教養娯楽室
内 容：浴衣の着付けと帯の結び方を学びます。
講 師：多田 悦子さん
対 象 者：市内在住・在勤・在学の方
受 講 料：５００円 定 員：各回２０名（先着順）
持 参 物：浴衣、帯、腰紐２本、洗濯ばさみ１個、下駄
申込方法：７月３日（月）８：３０～ 電話で下記へ
問合せ先：防府市教育委員会 教育部 生涯学習課
公民館係 TEL（０８３５）２３－１５００
この日は、防府天満宮の花火大会が、２０：３０から
開催されます♪そのまま浴衣でおでかけしませんか☆

日
場
内
講

時：８月２７日（日） １０：００～１２：００
所：防府市文化福祉会館３階４号大会議室
容：親子または、個人でけん玉を楽しみます。
師：上重 卓広さん
（日本けん玉協会山口県支部支部長 けん玉道６段）
対 象 者：市内在住・在勤・在学の小学生以上の方
（小学生は保護者と一緒に）
受 講 料：無 料 定 員：１５組（３０人以内・先着順）
持 参 物：運動のできる服装。けん玉はお貸ししますが、
持っている人はお持ちください。
申込方法：８月７日（月）～１８日（金） 電話で下記へ
問合せ先：防府市教育委員会 教育部 生涯学習課
公民館係 TEL（０８３５）２３－１５００

ほうふ幸せます人材バンク 指導者バンクの登録講師による自主企画講座
会場：防府市文化福祉会館

夏季

●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。
●「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。
●開催時間内であれば自由に参加できますが、★がついている講座は開始時間までに

防府市文化福祉会館にて開催
８月５日（土）
・６日（日）

お越しください。

★８月５日（土）★

草の葉バッタ・トンボを作ろう
小中学生対象

★プログラミングに挑戦しよう

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 １３：３０～１５：００
講師 岡本 興道さん 場所 ２階 10 号 資料代 １００円
※初心者でマウス操作ができる人対象（小３以下は保護者同伴）
※要事前申込み 定員５名（先着順）

社交ダンス「ブルース、ジルバ及びタンゴ」を楽しもう！

ヤシの葉を使ってほんものそっくりのバッタやトンボを作ります。

時間 ９：００～１２：００
講師 中野 伸治さん 場所 ３階４号

プラキーづくりで幕末の時代にタイムスリップ
幕末に活躍した高杉晋作や杉文さんのプラキーを作ります。

時間 １０：００～１５：３０
講師 ほうふ子ども歴史学び隊 場所 ３階４号

基本から優しくていねいに講座をいたします。初心者大歓迎！

時間 １３：３０～１５：００
講師 渡辺 富保さん 場所 ３階９号
持参物 運動靴又はダンスシューズ、タオル、飲み物

楽しもう！バウンドテニス
室内でのテニスです。ラリーの体験をし、ゲームを楽しみます。

時間 １０：００～１２：００
講師 内田 みさ保さん 場所 軽運動室（２階１号）
持参物 室内用運動靴

手芸と自由律俳句で遊ぼう
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

折り染めで小物を作ろう
折りこんだ紙を色水につけて、できた模様を楽しみます！

時間 ９：３０～１６：３０
講師 チームサイエンスラボ（華陽中 科学部）
場所 ３階４号 材料費 ５０円

★南京玉すだれを楽しもう！
演技を見て、仕組みを聞いて、体験して楽しもう！

時間 ①１０：３０～１２：００ ②１３：００～１４：３０
講師 古典芸能南京玉すだれ山口保存会 場所 ２階 18 号

★８月６日（日）★
工作キット
好きな色を塗って個性的な作品を作りましょう
ダンボール素材の工作キットで電車・恐竜などを作ります。

時間 ９：３０～１４：００
講師 林 陽子さん場所 ３階４号

材料費 ５００円

２講座以上の受講でプレゼントが
もらえるよ！（各日先着５０名）

★大東亜戦争から原爆投下で
天皇の玉音放送により終戦となるまで（講演）
貴重な戦争体験を聞き平和について考えます。子どもも大歓迎！

時間 １３：３０～１４：２０
講師 青木 岩夫さん 場所 ３階９号

竹細工で作る風車
竹ひごを使って、微風でもよく回る風車を作ります。

♪お楽しみ企画♪
ポップアップカードを作ろう
時間 10：００～１５：００

先着 50 名

時間 ①１０：００～１２：００ ②１３：００～１５：００
講師 藤井 一行さん 場所 ３階４号 材料費 １５０円

場所 ３階４号

★８月５・６日【２日連続】★

かんたん押し花
小さい額、キーホルダー、ものさし（定規）などを作ります。

楽しい小物づくり（デコパージュ・タイルクラフトなど）
フォトフレーム、オーナメント、小物入れなどを作ります。

時間 ９：３０～１５：３０ 場所 ３階４号
講師 元泉 仁怜永さん 材料費 500～1,000 円
※材料には限りがあります。

時間 １０：００～１５：００ 場所 ３階４号
講師 ワールドプレスフラワー防府支部 材料費 300～1,000 円

将棋～初心者から有段者まで
将棋の対局（試合）を楽しみましょう。

時間 ９：００～１２：００ 場所 ２階８号
講師 池田 博明さん（日本将棋連盟アマ４段）

【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 【当日問合せ先】 防府市文化福祉会館 TEL（0835）23-1500

文化福祉会館夏休みこども工作教室
募集対象 市内在住の小学生と保護者（小学生のみの参加も可）
開催場所 防府市文化福祉会館３階４号

参加費 各回５００円

募集人数 各回小学生２０名【先着順】

申込方法 ７月３日（月）８：３０から電話または直接右記へ 問合せ先 防府市教育委員会教育部生涯学習課公民館係ＴＥＬ（０８３５）２３－１５００

日にち・時間

内容

講師

７月２５日

１０：００～１２：００

モーターで動く鉄棒体操選手

（火）

１３：００～１５：００

モーターで回すクルクルアニメーション

７月２６日

１０：００～１２：００

モーターで回すクルクルアニメーション

（水）

１３：００～１５：００

モーターで動く鉄棒体操選手

木田村

勉さん

（ソラール科学教育指導員）

自由律俳句教室

「自由律俳句を作ってみよう」
感動を自由なリズムで書き留める自由律俳句に挑戦してみませんか？
講師 門田

美和子さん（はじめての自由律俳句みもざ 主宰）参加費 無料

持参物 筆記用具

募集人数 １５組（先着順）

募集対象 市内在住・在勤・在学の小学生以上（小学生は保護者同伴）

申込方法 ７月３日（月）～２０日（木）電話で下記へ
問合せ先

防府市教育委員会教育部生涯学習課公民館係

野島フォトコンテスト

TEL（0835）23-1500

作品募集について

みんなを野島で
まってる にゃん♪

皆さん、「野島」に行ったことはありますか？野島は、防府市の離島で三田尻港か
ら約 3０分、船に乗って行くことができます。
野島海運では、「野島」の魅力を再発見するため、フォトコンテストを開催します。
野島には、海水浴場やキャンプ場がありますので、夏休みに遊びに行って、素敵な写
真を撮ってみませんか？たくさんの応募をお待ちしています！

応募期間
８月１日 （火）～９月２９日（金）【必着】
応募規定
（１）平成 2８年 4 月以降に野島島内または野島付近か
ら野島を含めて撮影された写真。
（２）応募点数は、一人 3 点まで。
応募上の注意
（１）応募作品は応募者自身の撮影で、未発表のものに
限ります。
（２）入賞作品及び版権は野島海運に帰属します。応募
作品は返却いたしません。
応募方法
①写真と②応募票を、持参、郵送またはＥメールでお
送りください。
（１）持参または郵送で応募の場合
・現像または印刷した写真に限ります。
・サイズは四つ切またはＡ４とします。
・写真１点ごとに、裏面の右下に作品名を記載してく
ださい。

（2）Ｅメールで応募の場合
・応募票はメールに添付するか、メール本文に必要事
項を直接記載してください。
・受付完了後、事務局から受付完了メールを送信いた
します。１週間経過後も受付完了メールが届かない場合
はお問合せください。
賞品・審査
（１）賞品
最優秀賞（１点）・・・市内共通商品券１万円分
優 秀 賞 （５点）・・・市内共通商品券２千円分
（２）審査
１０月中旬から市内公共施設（未定）に応募作品を展
示し、来館者の投票により受賞作品を決定します。
応募先・問合せ
〒747-850１
防府市寿町 7 番 1 号（防府市市民活動推進課気付）
有限会社 野島海運
電 話 0835-34-1313（野島海運）
0835-25-2120（市市民活動推進課）
メール suishin@city.hofu.yamaguchi.jp
応募票やその他詳しいことは、防府市のホームページで
ご確認ください。 「野島フォトコン」で検索

第７回 防府市子ども読書フェスティバル
５月２８日（日）ルルサス防府２階多目的ホールで「第７回防府市子ども読書フェスティバル」が開催され
な す まさもと

たがしら

まつもととおる

ました。座談会「絵本『塩田の運動会』ができるまで」では、講師の那須正幹さん、田頭よしたかさん、松本 徹
おちあいこう

さん、落合功さんが思い出話と塩作りの歴史を交えて、にぎやかなトークが繰り広げられました。座談会後に
は、サイン会も行われ多くの方が来場されました。
また、大型絵本や紙芝居、手遊びを交えたおはなし会も行われ、子どももおとなも皆さん笑顔で楽しまれて
いました。
会場内には、
「防府市図書館をつかった調べる学習コンクール」において入賞した作品や仕掛け絵本や布絵本
の展示もあり、訪れた小さなお子さんが嬉しそうに何度も本に触れている場面を見て、改めて本の素晴らしさ
を感じることができました。
子どももおとなもさまざまな絵本に触れるよい機会となりました。
そして、子どもたちにとっては「調べ学習」への意欲がわいてきたのでは！？ないでしょうか。

市内各中学校の代表生徒が、日常生活の中で体験したり、見聞きしたことをもとに、犯罪や
非行問題等に関して考えたことを発表するスピーチコンテストを開催します。
日時
場所
入場料
対象

７月２９日（土） 午前９時３０分から正午まで
デザインプラザＨＯＦＵ
無料
どなたでも（事前申込みは不要です）

第 3 日曜日は、「家庭の日」
家
庭
の
日

ご来場待ってます！

家族でいっしょにすごし、家族のきずなを深める日にしましょう。

実践してみよう！３つのこと☆
♪家族の会話の時間をもちましょう
♪家族で家事などの役割を分担しましょう
♪家族で一緒に食事や読書をしましょう

平成２９年 これからの「家庭の日」はこの日だよ
７月１６日

８月２０日

９月１７日

１０月１５日 １１月１９日 １２月１７日
次回、7 月の「家庭の日」には、
防府天満宮で「家庭の日」親子ふれあいイベントが

月に一度、家族との時間も大切にしていこうね ★

開催されます！
詳しくは市のＨＰ・市広報をご覧ください♪

もうすぐ楽しい夏休み！防府市でもたくさんのイベントや祭りがあるよ。ケガや病気に気をつけて家族や友
達とたくさん思い出を作ってね。水分補給はしっかりと！
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１－９－２防府市文化福祉会館内
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