
 

 

日 時 令和２年７月１４日（火） 

    １回目 10:00～11:00 

    ２回目 14:00～15:00 

場 所 しものせき市民活動センター 

定 員 各回２団体（事前申し込み/先着順） 

申込み しものせき市民活動センター ☎ 083-231-1826 

 

日 時 令和２年７月２３日（木祝）～２６日（日） 

 9:00～１８:00（入館は１７:30 まで） 

場 所 しものせき市民活動センター 

◎休館日のお知らせ 

定期清掃のため、令和２年９月６日(日)は終日休館となります。ご迷惑をおかけいたします

が、よろしくお願いいたします。 

しものせき市民活動センター   ふくふくサポートフラップ 

下関市竹崎町四丁目４番２号 ヴェルタワー下関２階 

ＵＲＬ http://fukusapo.net/     mail info@fukusapo.net 

              ＴＥＬ ０８３－２３１－１８２６     FAX ０８３－２３２－１８８１ 

☆本を開くと世界は 

言葉と色とであふれている… 

さあ♪世界の絵本をのぞいて 

みませんか！ 

外国語の絵本展 

 

入場 

無料  

スウェーデン 

オンラインミーティングの活用 

 

市民活動団体向け新型コロナウイルス関連の助成金情報 

「地域助け合い基金」 

～コロナ禍を乗り越えて共生社会へ～ 

① コロナ禍対応助成（当分の間優先配分） 

② 共生社会推進助成 

・地域の助け合いを維持・発展する活動  

対 象 分野の制限なし 

期 間 随時 

問合せ 公益財団法人さわやか福祉財団 

電 話 080-9277-4174（専用） 

https://www.sawayakazaidan.or.jp/covid

19-donate/ 

 

 

 

 

参加費 

無料 
ミーティングを 

体験してみましょう‼ 

＊Zoom 
も使って 

 
センター職員、鮎川が担当いたします 

気軽にお越しください！ 

 

中小法人・個人事業者のための 

『持続化給付金』 

※NPO 法人も含まれます 

対 象 事業全般 

[今年12月までに売り上げが50％ 

以上減少した月がある事業者] 

期 間 令和 3 年 1 月 15 日（金） 

申 請 申請用 HP からの電子申請 

問合せ 経済産業省「持続化給付金」 

電 話 0120-115-570 コールセンター 

    8:30～19:00（日～金） 

https://www.jizokuka-kyufu.jp/ 

対象：市民活動団体 

絵本の読み聞かせ (ビデオ)  カナダ友好協会 仲 慎太郎氏 

http://fukusapo.net/
mailto:info@fukusapo.net
https://www.sawayakazaidan.or.jp/covid19-donate/
https://www.sawayakazaidan.or.jp/covid19-donate/
https://www.jizokuka-kyufu.jp/


 

新規登録団体紹介 

団体名：バラの会 分野：保健・医療・福祉  

目的 乳高齢者が日々元気で楽しく過ごすために、小物作りやおしゃべりを通して、良い友達作りを目的と 

しています。 

内容 月に２回センターを利用させていただき、感心したこと、健康のために簡単にできること、自分が作 

っておいしかった料理、ファッションなど、会話をしながら小物作りをしている。（小さいＢａｇ、押し 

絵、パッチワーク等） 

団体名：下関きずな音楽祭プロジェクト 分野：学術・文化・芸術・スポーツ  

目的 下関きずな音楽祭の開催を通して、音楽の素晴らしさを広く伝えると共に、県内外の人々に海峡の町 

下関の歴史と文化に魅力を感じて頂くなど、下関の活性化および文化振興に寄与する事を目的とする。 

内容 「下関きずな音楽祭」開催に関する以下の内容 

・企画及び運営  ・アーティストへの出演交渉  ・広報活動  ・協賛等の依頼訪問活動 

団体名：発達障がいを語ろう！下関ペアレントメンターの会 分野：保健・医療・福祉  

目的 ①発達障がいを持つ同じ親として仲間の子どもの障がい理解や障がい受容への支援を行う。 

②発達障がいとそれに関する情報の提供を行う。 

③地域のリソースに関する情報の収集と提供を行う。 

④専門の機関での相談のきっかけ作りとなるように可能な範囲で支援を行う。 

内容 子育てに関する語りの場の提供その他にこの会の目的の達成に必要な事業 

団体名：下関市オストメイト友の会 分野：保健・医療・福祉  

目的 疾病によりやむを得ず人工肛門、人口膀胱を体内に造設し、ストーマ器具を使って排便、排尿を行う 

機能障害団体として、日常生活上で毎日の排せつ物の処理方法、要領などを相互に勉強会や情報交換を 

通してお互いに学び、交流を通して前向きに社会生活を送るための集いを目的とした会である。 

内容 お互いの話し合いでの親睦が相互の安心感や連帯感をもたらす最も大事な要素である為、年間 2度程 

度の集いを実施している。その他、会報を随時発行して、関連する情報を会員に伝達し、コミュニケー 

ションを図り、会員のストーマ生活の向上に役立てるよう進めている。※参加・入会には制限は無く、 

加入・脱会は自由である。 

団体名：ママブラスバンド いしんぴよぴよ隊 分野：子ども  

目的 音楽を通じて、親子でふれあいながら、子育て支援、児童支援および、まちづくり・地域活動などに 

貢献する。ステージやイベント出演を通じて親子で楽しめる音楽の楽しさ、子育て世代に向けてライフ 

スタイルの提案を行い、孤独な子育てにならないよう、啓蒙・情報発信活動を行う。 

内容 子育て支援サークルであり・バンドとして、下関市を活動拠点に、下関市内外で子育て支援・児童支 

援・まちづくりを中心としたイベント出演・出前講座・ワークショップ等の実施。 

パパ・ママ・プレママ・プレパパが子供達と共に練習・ステージ活動を行い、ステージを作り、明るく・ 

楽しく・元気に活動しています。 

団体名：金子みすゞの詩を散歩する 分野：学術・文化・芸術・スポーツ  

目的 金子みすゞの詩を中心とした文化研究 

内容 金子みすゞの詩を中心として、時代背景を含む奥深い「ことば」の力を体感しながら、会員相互の親 

睦を図る。 



　

　パソコンの先生ではなく、サポータ―です
　パソコンを使ってみたい ...　
　パソコンを持っているけどよくわからない ...

 

次号へのバトン
　　「盲導犬ボランティア・エールの会」

盲導犬への理解を深めるための啓発・普及活動
をされている団体です。

vol.2

「下関障害者パソコンサポーター（SSPS)」リレーコラム
 リレーコラム

登録団体さんによる

代表　竹内　篤子氏
ご紹介

 リレーコラム

 リレーコラム

登録団体さん

による

事務局　木村恭子氏

木村恭子氏

と思っておられる障害者の方へのパソコンボランティアの団体です。
　私たちサポーターの訪問を楽しみにしてくださる方、画面を読み上
げるソフトを使ってお父様への手紙や、年賀状を書かれる視覚障害者
の方、不自由な手にスイッチを持って詩を書いたり、インターネット
をしたり ...
　教室にはお母様と一緒の方、同行援護サービスでヘルパーさんと来
られる方、盲導犬を伴って来られる方、ご家族の送迎で来られる方な
どさまざまです。私たちの活動にはたくさんの方々の協力をいただい
ていることをありがたく思っています。
　15年前にサポーター養成講座を受講した際、支援学校の先生が「
10回同じことを聞かれても怒らない人」がパソコンサポーターに向い
ていると言われました。短気な私ですが、パソコンボランティアに関
してはゆっくりペースで「待てる人」になれます。
　　　　　　　　　　　　　そんな人たちの集まりが SSPS のメンバ
　　　　　　　　　　　　　ーです。サポートを希望される方と初め
　　　　　　　　　　　　　てお会いするときに、「私たちは先生では
　　　　　　　　　　　　　ありませんよ。パソコンを使いこなせる
　　　　　　　　　　　　　ようにお手伝いと応援をするサポーター
　　　　　　　　　　　　　です」とお話ししています。
　　　　　　　　　　　　　今年は長い活動自粛が続きましたが、梅
　　　　　　　　　　　　　雨明けと夏到来に向けて
　　　　　　　　　　　　　みなさ～ん !!　頑張りましょ～ !!
　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　



 

今回当センターに登録していただいている約 100 団体様に、新型コロナウィルスの影響に

ついてお話を聞かせていただきました。 

以下に大きく分類分けをした結果を発表します。 

活動停止

51.9%

？
13.9%

活動延期

10.1%

個人活動

5.1%

活動形態を一時的に

変更 5.1%

チラシなどの作成、

配布 5.1%

パソコンを使用(オンラインで活動) 3.8%

その他

5.1%

様子を見ながら

活動を再開予定

28.3%

？
11.3%

通常活動に戻る

9.4%
未定 7.5%

現状の活動を継続

7.5%

市の施設が使えるよう

になったら活動再開

7.5%

いつでも活動がで

きるよう準備 5.7%

活動形態の変更

5.7%

現状で可能な活動を

行う 3.8%

話し合いの場を予定

している 3.8%

その他

9.4%

 

皆さん活動に関して苦労されているようです。

その中で2位は現代ならではの結果となりまし

た。 

2. いま困っていることは何ですか？ 

 

新型コロナウィルスによって、想像もしなかった生活

を強いられている方もいらっしゃるかと思います。 

まして団体活動が主である市民活動であれば尚更困

難な状況にあることでしょう。 

そういった状況の中でも、なんとか市民活動を続けて

いこうと頑張っている皆さんの意見を聞くことがで

き、改めて市民活動をサポートする側として気の引き

締まる思いです。 

早く新型コロナウィルスが収束し、これまで通りの活

動ができますよう、心より願っております。 

 

3. 今後について教えて下さい 

 

イベントが開けない、活動できないとの意見が

多い中、意外な答えが 2位となりました。 

色々と工夫されているのでしょうか？ 

市民活動団体こそ前向きに、そんな思いが 2位

となりました。さすがです！ 

1. 現状をお聞かせ下さい 

 

イベントが

開けない

18.2%

？
15.2%

活動自体

出来ない

10.6%

定例会ができない9.1%集まる場所がない 7.6%

練習ができない

6.1%

印刷機が使えない

6.1%

自粛が解けてもす

ぐ活動して良いの

か不安 4.5%

活動資金の調達

4.5%

何も決定できない

3.0%

活動意欲の低下

3.0%

活動開始の目途が

立たない 3.0%

その他

9.1%



 

登録団体のみなさんには毎年、活動報告書の提出をお願いしております。メール・ファッ

クス・郵送、いずれの方法でも結構です。 

３年間未提出団体は登録抹消になります。２019 年度分だけでもご提出ください。 

 提出された活動報告書は、市民の方々がセンター内で閲覧できるように置いていますので、

活動を広く市民の皆様に紹介することができ、新規会員獲得にも繋がります。 

※様式は市民活動センターのホームページからも入手できます。 

 

◎マスクの着用について 

  マスクは熱中症のリスクが高くなるおそれがあるので、屋外で人と十分な距離（少なく

とも 2ｍ以上）が確保できる場合にはマスクをはずすようにしましょう。マスク着用時は、

強い負荷の作業や運動は避け、こまめに水分補給を心がけてください。 

◎エアコンの使用について 

  熱中症予防のためにはエアコンが有効です。冷房時でも窓解放や換気扇によって換気を

行い、室内温度が高くなるようなら、温度設定を下げるなどの調整をしましょう。 

◎涼しい場所への移動について 

  少しでも体調に異変を感じたら、速やかに涼しい場所に移動しましょう。 

◎日頃の健康管理について 

定時の体温測定、健康チェックを行い、日頃から自身の身体を知り健康管理を充実させ、

体調が悪いと感じた時は、無理せず自宅で静養するようにしましょう。 

                            ※厚生労働省ホームページより 

 2020年が明け、今年は大きな災害がありませんようにと祈った。まさかウイルス感染が世界に広

がりこんな事態になるとは思ってもいなかった。自分だけの感染で終わるのではなく人に感染させ命ま

で奪ってしまう、本当に恐いと思った。春が訪れ、季節の花があたり前のように花開くのを見て、花の

美しさと今起こっている現実とのギャップに泣けてきた。 

このような中でも、千葉県で 80万本のチューリップが刈り取られたことを知った岩国市の小学生

が、摘み取った一輪のチューリップが広がって満開になり、その力で新型コロナウイルスを吹き飛ばし

ていく、という心がほんわかとあたたまる絵本を描いた。摘まれて終わることに心を痛め、花の命と世

界を復活させたのだ。子どもたちはいつでも未来の希望だと思う。 

私事だが、初夏になると毎年“くじゅう”へドライブに行く。１８歳で免許を取った時、なぜ行こう

と思ったのか覚えていないが、当時は高速道路もなく関門トンネルを抜け、1人ひたすら 10号線を走

り別府からやまなみハイウェイを通って阿蘇へ抜けて行った。それからなのだ。好きな場所も多いけど、

今年は行けそうにないと思う。来年は行けるかなぁ。温泉も！ 

 センターも今、この状況の中で出来る支援を考えています。ふくさぽやHP、Facebook等 

で発信していく予定ですので、チェックしてくださいね♬             （弘） 

 

 

 

 



 

一般財団法人 YS 市庭コミュニティー財団助成 

◇対象となる内容 

（１）コミュニティー事業 

①コミュニティー振興及びまちづくりに関する 

事業。 

②社会教育及び文化・スポーツに関する事業。 

（２）防災講座・職場体験セミナー 

等の開催助成 

①防災食講座   

②防災シミュレーション体験講座  

③お料理体験等の各種体験講座等  

④体験学習（小中高生徒職場体験） 

◇応募受付期間 ６月１０日（水）～７月３１日（金） 

当日消印有効 

◇URL http://ys-ichiba.org/assisting.html 

◇お問い合わせ先 YS 市庭コミュニティー財団  

事務局 電話：０３－３３２５－７２５４  

 

トヨタ環境活動助成プログラム 2020年度 

◇対象となる活動 

環境課題の解決に取り組む人材育成や、実践的に 

環境課題解決に資するプロジェクトを推進する 

活動。 

◇対象テーマ 

「生物多様性」・「気候変動」 

◇応募締切 ９月３日（木）必着   

※インターネット申請 

◇URL https://global.toyota/jp/sustainability 

/esg/challenge2050/challenge6/ecogrant/ 

◇お問い合わせ先 トヨタ環境活動助成プログラム 

事務局 E-mail：tmc-ecogrant@g500.jp  

 

公園・夢プラン大賞 2020 

◇募集部門 

・「実現した夢」部門 

公園で行われ、皆さんの「夢の実現」となった、 

素敵なイベントや活動。 

※実施状況写真(３枚まで)の 

添付が必要となります。 

・「やりたい夢」部門 

公園で「やってみたい」「できたらいいな」という 

楽しいイベントや活動のアイデア。 

◇応募締切 ９月３０日（水） 

◇URL https://yumeplan.prfj.or.jp/caution. 

html 

◇お問い合わせ先 一般財団法人 公園財団「公園 

・夢プラン大賞」係 担当：大竹･高橋 

電話：０３－６６７４－１１８８ 

 

『Panasonic NPO/NGO サポートファンド 

for SDGs』2020年募集 

◇対象となる事業 

貧困の解消、または貧困と関連のある問題の解消に

向けての取り組みで、第三者の多様で客観的な視点

を取り入れた組織基盤強化の取り組み。 

※「海外助成」と「国内助成」の２つのプログラム 

があります。 

※なお、新型コロナウイルスのため、事業への影響 

が予想されますが、計画内容の変更や助成期間の 

延長など柔軟に対応がなされます。 

◇応募受付期間 ７月１６日（木）～７月３１日（金）

必着 

◇URL https://www.panasonic.com/jp 

/corporate/sustainability/citizenship 

/pnsf/npo_summary.html 

◇お問い合わせ先 ＜総合事務局＞パナソニック 

 株式会社 ブランドコミュニケーション本部 

 CSR･社会文化部 担当：東郷･細村  

電話：０３－３５７４－５６６５（受付は月曜日 

から金曜日までの１０時～１７時） 

 

2020年度第16回 住まいのまちなみコンクール 

◇応募対象 

新しい社会的課題（低炭素、健康福祉、防災・防犯、

高齢化対応、子育て支援、空家・空地の利活用、 

住み替え支援、農ある暮らしなど）に対応した 

先進的なまちなみづくり。 

※ただし、住宅地の構成などの条件があります。 

◇応募締切 ８月２４日（月）必着 

◇URL http://www.machinami.or.jp/pages 

/contest_guideline16.shtml 

◇お問い合わせ先 一般財団法人 住宅生産振興財団

内 住まいのまちなみコンクール事務局  

担当：松岡 電話：０３－５７３３－６７３３ 

 

※詳しい内容をお知りになりたい方は、当センターのホームページなどをご覧ください。 

※イベント情報原稿および同封チラシの次回〆切は、8 月 15 日(土)です。 
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