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第１８回学ぼうやコンテスト
最優秀作品を紹介します！

おかだ

れ

な

右田中学校 2 年

華城小学校 6 年 岡田 玲奈さん

ひろなか

弘中

まりな

莉奈さん

※学校・学年は平成２８年４月現在のものです。

3 月 13 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、『わくわくドキドキする未来』を
テーマに、の２，８１６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！
文化福祉会館夏休みこども工作教室
（※複数参加も可）

日にち・時間
7 月 25 日
（月）
7 月 26 日
（火）

募集対象
参加費
申込方法
問合先

内容

10：00～12：00
13：00～15：00
10：00～12：00
13：00～15：00

ﾓｰﾀｰで鳴る空き缶ベル
振動で動くガチャ玉君
振動で動くガチャ玉君
ﾓｰﾀｰで鳴る空き缶ベル

市内在住の小学生と保護者（小学生のみの参加も可）
各回５００円

募集人数

講師

開催場所

木田村 勉さん
（ソラール科学教育指導員）

防府市文化福祉会館３階４号大会議室

各回小学生２０名【先着順】

７月４日（月）８：３０から電話または直接下記まで
防府市教育委員会教育部生涯学習課

公民館係 ＴＥＬ（０８３５）２３－１５００

防府市生涯学習指導者バンクに登録講師による自主企画講座

夏季

８/６（土）・８/７（日）
場所：防府市文化福祉会館
●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。
●「家が片づいて自由研究にもなる！～親子で楽しくお片づけ～」の
み事前の申込みが必要です。

※2 講座以上受講でプレゼントがもらえるよ♪

草の葉バッタ・トンボを作ろう
ヤシの葉を使って本物そっくりのバッタやトンボを
作ります。
日時 8/7（日） 13:00～16:00
講師 中野 伸治さん
場所 3 階 4 号

会場：防府市文化福祉会館

籐工芸かんたん小物作り
籐のつるで小物づくりを楽しみましょう。
日時 ８/6（土）10:00～1２:00
講師 杉山 珠子さん
材料費 100 円
場所 3 階 4 号

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！
日時 ８/6（土）
① 10:30～12:00 ② 13:00～14:30
講師 古典芸能 南京玉すだれ山口保存会
場所 ２階 17 号

手芸と自由律俳句で遊ぼう
かんたんな手芸のものづくり。カルタと句づくり。
日時 8/6（土） 13:00～16:00
講師 門田 美和子さん
材料費 100 円
場所 3 階 3 号

ガチャ玉でクルクル回る紙皿（科学工作）
糸を引っぱると紙皿が回り、びっくり！鳥がかごの
中に！
日時 ８/6（土）10:00～15:30
講師 木田村 勉 さん
材料費 100 円
場所 3 階 4 号

カンタン英語・防府市歴史入門講座
「ＨＯＦＵ花燃ゆ」を世界へ発信しよう！
美しい自然と文化の街、防府を外国人に紹介し
よう。
日時 ８/７（日） 13:30～15:00
講師 Ever Green 会
場所 ２階 10 号

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。
日時 8/6（土）9:30～14:30
講師 林 陽子さん
材料費 500 円
場所 3 階 4 号

いきいき健やか生涯学習ライフ

詩吟を学びましょう
漢詩で学ぶ富海の人：入江石泉

吟題：琴音の滝

日時 ８/6（土）10:00～12:00
講師 岳誠流日本吟道防府岳誠会
場所 ２階 10 号

社交ダンス「チャチャチャ・ブルース及び
ワルツ」を楽しもう！
子どもから高齢者までやさしく基本を講習しま
す。初心者大歓迎 。
日時 ８/7（日）13:30～15:00
講師 渡辺 富保さん
場所 3 階９号
※運動靴又はダンスシューズ、タオル、飲み物を持
参ください。

家が片づいて自由研究にもなる！
～親子で楽しくお片づけ～
親子でコミュニケーションをとりながらお片づけ
しませんか？
日時 ８/７（日）10:00～12:00
講師 波田 真里子さん（整理・収納アドバイザ
ー、親・子の片づけマスターインストラクター）
場所 ３階３号
対象 小学生の親子
※要事前申込み【先着 10 名】
（生涯学習課まで）

かんたん押し花
ぶっちーのキーホルダー、かわいいキャラクターの小

さい額絵など。
日時 8/6（土）、7（日）10:00～15:30
講師 ワールド・プレスフラワー防府支部
材料費 300 円～1,500 円
場所 3 階 4 号

楽しい小物作り（デコパージュ＆グラスアートなど）
フォトフレーム、オーナメント、小物入れなどを
作ります。
日時 8/6（土）
、7（日）9:30～15:30
講師 元泉 仁怜永さん
材料費 500 円～1,000 円
場所 3 階 4 号

♪お楽しみ企画♪

無料！

♥学ぼうやうちわを作ろう！
日時

８/7（日）10:00～15:00
先着 60 名

場所

野島フォトコンテスト

３階 4 号

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。
日時 8/6（土）
、7（日）9:00～12:00
講師 池田 博明さん（日本将棋連盟アマ 4 段）
場所 2 階 8 号

楽しもう！バウンドテニス
初心者でも気軽にできる室内で楽しむテニスです。
日時 ８/6（土）10:00～12:00
講師 内田 みさ保さん
場所 軽運動室（２階１号）
※室内用運動靴を持参してください。

【問合先】

防府市教育委員会教育部生涯学習課
TEL（0835）23－3015
【当日連絡先】防府市文化福祉会館
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
7 月１８日 (祝・海の日)～９月２日（金）【必着】
応募規定
（１）平成 2７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。
（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。
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
作品は返却しません。
応募方法
持参、郵送またはＥメール（Ｅメールでの応募が可能
になりました）
（１）持参または郵送で応募（現像または印刷した写真）
・サイズは四つ切またはＡ４とします。
・作品１点ごとに、必要事項を記入した応募票を裏面
の右下にテープ等で貼り付け、提出してください。

（2）Ｅメールでの応募（デジタルデータ）
・メールの本文に応募票に記載の必要事項を記入して
ください。
・メールでの応募後、１週間経過しても事務局からの
受付完了メールが届かない場合は、応募が完了していな
い可能性がありますのでお問合せください。
入賞および副賞
（１）9 月中旬からルルサス防府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

防府市子ども読書フェスティバル
5 月 29 日（日）アスピラート 2 階リハーサル室で「第 6 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『子
どもと絵本を楽しむ』では、講師の土居安子さんが実際に絵本を読まれて、
「一つの絵本には絵・ことば・物語等の中に『し
かけ』があり、幼少期にその『しかけ』が活かされている本になるべく多く触れることが、豊かな心を育んでいく一つのき
っかけになる」とお話されました。
またおはなし会では、和楽器で奏でる音を聞きながら物語を楽しむことができ、ほのぼのとした気持ちになり、癒されま
した。会場には、
「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

きる興味深い内容のものばかりでした。
おとなも子どももさまざまな絵本に触れるよ
い機会になりました。そして子どもたちにとっ
ては調べ学習への意欲もわいてきたのでは！？
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。
とき

７月３０日（土） 午前９時３０分から正午まで

ところ

デザインプラザＨＯＦＵ

入場料

無料

対象

ぜひご来場ください

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２８年 これからの「家庭の日」はこの日だよ
７月１７日

８月２１日

９月１８日

１０月１６日

１１月２０日

１２月１８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♪

梅雨真っ只中！今年はいつもより涼しいけれど、夏がきたらきっと暑いだろうな～。外で遊ぶときは水分補
給を忘れずに、家族や友達といっぱい遊んでいっぱい思い出ができるといいね！
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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