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 ジャンボリーの期間中、世界中から集まったスカ

ウトたちが防府市内を訪問します。歓迎行事や産業

施設や史跡等の見学、学校訪問を通じて、地域住民

や児童生徒と交流を深めます。 

 明治 40 年（1907 年）にイギリスで始まったス

カウト運動は、明治 41 年に日本へ伝わりました。現

在日本国内には、約 13 万 5 千人の加盟員が、社会

に奉仕できる能力と人生に役立つ技能を体得・実践で

きるように全国で活動しています。ボーイスカウト運

動には、小学校入学の前年９月以降、男女・年齢関係

なく、いつからでも参加することができます。 

 

日時 7 月 30 日（木）～8 月 6 日（木） 10:00～17:00 

（7/31・8/6 は 15:00～21:00、8/2 は入場できません） 

場所 山口きらら博記念公園内 

ステージイベントやワールドグルメフェア、最先端技術の展示など盛りだくさん！ 

７月３１日（金）には花火大会も開催されます♪ 

※詳しくは、県ホームページをご覧ください。 

 

 『世界スカウトジャンボリー』は、4 年に 1

度開かれるボーイスカウトの祭典で、162 の国

と地域から約３万人のスカウトたちが集まりま

す。日本では、昭和 46 年（1971 年）に静岡

県で開催されて以来、なんと 44 年ぶり 2 回目

の開催です！世界各国と地域から集まったスカ

ウトたちは、環境・平和・科学・技術や文化な

ど、日本ならではのさまざまなプログラムを体

験・実施します。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 月２０日(祝･海の日)～９月４日(金)【必着】 
 
（１）平成 2６年 4 月以降に野島島内または野島を入れ
て野島付近から撮影してください。 

（２）大きさは、2Ｌ以上四ツ切（ワイドも可）までです。
カラーまたは白黒でプリントしてください。 

（３）応募点数は、一人 3 点までです。ただし、一人一
賞とします。 

 
（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。 

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！ 

 作品1点ごとに裏面の右下に名前を記入し、
必要事項を記入した応募票を裏面の左下にセロハン
テープ等でしっかりと貼り（のり付けは不可）応募先
に送付してください。 

 
（１）9 月中旬から図書館等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。 

（２）最優秀作品（1 点）は、表彰状と 1 万円分の市
内共通商品券、優秀作品（2 点）は、5 千円分の市内
共通商品券を贈呈します。 

  

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 

 
〒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） 

 みんなを野島で 

まってる にゃーん♪ 

応募規定 

応募期間 

応募上の注意 

応募方法 

応募先・問合せ 

入賞及び副賞 

作ってみよう！リサイクル工作 
木材、ダンボール等で好きなものを作ってみよう。 

※都合により当日の内容が変更となる場合があります。 

問合せ 防府市クリーンセンター 電話 0835-22-4742 

クリーンセンター整備工事完了記念 

探検！施設の裏側 バックヤードツアー
通常は見学できない焼却炉やクレーン運転席等を特別に見学できるよ。 

集合！クリーンセンターで働く車 
フォークリフト、あきびん収集車などを展示してるよ。 

乗れるかな？！おもしろ自転車 
いろいろな自転車・三輪車にのってみよう。 

乗ってみよう！パッカー車 
収集車に乗って施設内を一周するよ。 

クリーン博士に挑戦！環境クイズ 
環境に関するクイズだよ。何問正解できるかな？ 

作ってとばそう！ペットボトルロケット  
ペットボトルロケットを作って、飛行距離競争をするよ。 

（定員 15 人・先着順） 

 
紙パックから“はがき”を作ろう！  
紙のリサイクル工程を体験してはがきを作ってみよう。 

 

リユース家具 大抽選会 
クリーンセンターへ持ち込まれたものの内、

まだ使える家具等を無料でお譲りします。 

9：00～申込 11：30～抽選会 

ミニ SLが 

やってくるよ！ 
協力：山口短期大学 

 

見学・体験 施設の裏側見学や車両の乗車体験と特別展示だよ～ 

 工作 いろいろなものを作ってみよう！ 

クイズラリーもやってるよ！ 
施設内のクイズに答えて 

景品をゲットしよう！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月２１日（第３日曜日）に大平山山頂公園で「家庭の日親子ふれあいイベント」

が開催されました。このイベントは、山口短期大学ボランティアサークルやまびこ

会「ちゃすむんき～」の学生により企画・運営が行われています。 

今回の６月のイベントでは、学生が３つの企画を用意しました。「紙ひこうき王

はだれだ!!」、「飛ばしてあそぼうシャボン玉」、「不思議な触りごこち にぎにぎ」と、

どの企画も趣向を凝らしたものになっており、会場は大いに盛り上がりました。大

平山へ訪れた家族からは、「家族で触れ合えるイベントで子どもも楽しそうで良か

った。また参加したい。」などの声がありました。 

 

▼イベントの様子 

※学校・学年は平成２７年 

３月時点のものです。 

防府市生涯学習フェスティバル 

 ３月８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、２つのテーマで募集し

た、２，４３９作品の展示・投票を行い、２点の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！ 

５月３０日（日）アスピラート２階リハーサル室で「第５回防府市子ども読書フ

ェスティバル」が開催されました。講演『走れ！移動図書館～本でよりそう復興支

援～』では、講師の鎌倉幸子さんが海外の難民キャンプや東日本大震災被災地での

活動の様子を紹介するとともに、実際に現場で感じた移動図書館や図書館が果たす

役割についてわかりやすくお話されました。 

 また、西浦幼稚園・西浦保育園のみなさんの歌や踊りをまじえたおはなし会では、

子どもも大人も一緒になって楽しむことができました。 

室内には、「図書館をつかった調べ学習コンクール」で入賞した作品の展示もあり、

調べ学習の大切さを知ることができる興味深い内容のものばかりでした。 

子どもたちが本に触れる良い機会となり、読書の面白さを学ぶことができました。 

 

▼講演の様子 

▼入賞作品 



 

分野 講座名・【指導者】・会場・内容・（材料費） 8/8(土) 8/9(日) 

自然科学 
草の葉バッタを作ろう【中野伸治】3 階 4 号室  

8:30～ 

12:00 

社会 一緒に街に活力を！「花燃ゆ」を地で行こう！【Ever Green】2 階 10 号室  
★ 10:00

～11:30 

教育 楽しい手芸と山頭火かるたで遊ぼう！【門田美和子】3 階 3 号室 (材料費 100 円) 
10:00～ 

15:00 
 

ホログラムシートで光る球体（科学工作）【木田村勉】3 階 4 号室 (材料費 100 円) 
10:00～ 

15:30 
 

美術・工芸 籐工芸でかんたん小物作り【杉山珠子】3 階 4 号室 (材料費 100 円) 
10:00 ～

12:00 
 

洋楽・邦楽 

南京玉すだれを楽しもう！【古典芸能 南京玉すだれ山口保存会】2 階 17 号室 

① 10:30

～12:00 

② 13:30

～15:00 

 

詩吟を楽しく学ぼうや【岳誠流日本吟道防府岳誠会】2 階 10 号室 
10:00～ 

12:00 
 

舞踊・演劇 朗読劇【さざなみ 21】3 階 5 号室  
13:00～ 

15:00 

日本の民踊を楽しく踊る【ユネスコ民踊教室】3 階 3 号室  
13:30～ 

15:00 

社交ダンス「マンボ、ブルース及びジルバ」を楽しもう！【渡辺富保】3 階 9 号室 

持参物･･･運動靴またはダンスシューズ、タオル、飲み物 
 

13:30～ 

15:00 

生活文化 かんたん押し花【ワールド・プレスフラワー防府支部】3 階 4 号室 

(材料費 300～1,000 円) 

9:00～ 

16:00 

9:00～ 

15:00 

お片づけお悩み相談室【波田真里子(整理収納アドバイザー)】2 階 9 号室 
13:00～ 

16:00 
 

趣味 手作りでオリジナル作品をつくりましょう（デコパージュ＆グラスアート＆タイルクラフト） 

【元泉仁怜永】３階４号室（材料費 500 円～1,000 円） 
 

9:00～ 

15:30 

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～【林陽子】3 階 4 号室 

（材料費 500 円） 
 

9:30～ 

14:30 

将棋～初心者から有段者まで～【池田博明（日本将棋連盟アマ４段）】2 階 8 号室 
9:00～ 

12:00 

9:00～ 

12:00 

スポーツ・レク

リエーション 

楽しみませんか！バウンドテニス【内田みさ保】軽運動室（2 階 1 号室） 

持参物･･･室内用運動靴 

10:00～ 

12:00 
 

お楽しみ 

企画 

学ぼうやうちわを作ろう！ 

【生涯学習課・生涯学習サポートボランティア】3 階 4 号室（各回先着 30 人） 

13:00～ 

15:00 

13:00～ 

15:00 

 

 

※材料費が必要な講座があります。 

※『お片づけお悩み相談室』は、事前の申込が必要です。 
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〒747-0026 防府市緑町１－９－２防府市文化福祉会館内 

【電話】２３－３０１５ 【ＦＡＸ】３８－８１３１ 【Ｅ-mail】manaboya＠c-able.ne.jp  

 もうすぐ待ちに待った夏休み！たくさん遊んで、たくさん勉強して、みんなにとって思い出いっぱいの

夏休みになるといいね！ 

 

防府市生涯学習指導者バンク登録講師による自主企画講座 
  


