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令和 2 年
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だより vol.9

！

集中
随時募

ふくさぽねっと！
「ボランティアギルド」って？

「ボランティアをしてみたい」「自分のスキルを活かしたい」
など自己実現の機会を求めている方とボランティアを待っている
団体さんとの出会いを繋ぎます！
個人
登録者数

23

団体
名（19 歳～ 82 歳） 登録者数

1 団体

ギルドには、
エレクトーン、ギター、点字、習字、歌、フラダンス、音楽療法
などを特技に持つ方々や国際関係、障がい者支援、スポーツ、
里山を守るなどのボランティアを希望する皆さんが登録されています。
お手伝いを必要とされる市民活動団体さんは、お気軽に当センター
へお問合せください。団体の皆様の中で、他分野のボランティアを
してみたいと思われる方も大歓迎です！

シーモールパネル展開催！

につながる
→目を引く←
チラシ作り講座

伝えようあなたの活動を‼
place

シーモール２F

Date

10.3 SAT - 9 FRI

サンパティオ ・ ピアモール
（※最終日

10.16 FRI

10：00-11：30

17：00 まで）

パネル半面
（縦 130 ㎝ × 横 180 ㎝）

9 月 20 日まで

しものせき市民活動センター

（☎受付のみ）

しものせき市民活動センター

ちか氏

place

対 象

参加
応募締切
募集！
申込み

ひらやま

デザインオフィス GROW LABEL 代表

しものせき市民活動センター

対 象 市民活動登録団体
先 着
34 団体

※１団体につき

講師

受講
無料

定 員

市民活動団体
市民活動に
興味のある方

20 名

（先着 ・ 事前予約制）

申込み

しものせき市民活動センター
（☎受付のみ）

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

下関市市民活動促進基本計画は、市民と行政、市民と市民が協働して社会的な諸問題や課題に取り組む
市民参画型社会の実現に向け、市民活動を促進する施策について示すものです。
第４次下関市市民活動促進基本計画の策定にあたり、ぜひ市民のみなさんのご意見をお聞かせいただき
たく、パブリックコメントを実施します。
【計画の閲覧場所】
・市役所まちづくり政策課（本庁舎西棟４階）
・庁舎案内コーナー（本庁舎１階）
・本庁管内各支所
・各総合支所
・しものせき市民活動センター
※市ホームページにも掲載しています。
【意見の提出方法】
「意見用紙」にご記入の上、郵送・ＦＡＸ・メー
ル・提出箱への投函、いずれかの方法でご提出く
ださい。
「意見用紙」は閲覧場所に配置しておりま
す。また、市ホームページからダウンロードする
ことができます。

【お問合わせ・意見の提出先】

下関市役所

まちづくり政策課

【意見等の公表】
・内容をとりまとめた上で、市の考え方と合わせ、
後日、市ホームページで公表します。
（11 月中旬予定）
・提出者の氏名や住所など個人が特定される情報
は公表いたしません。
・類似の意見は、まとめて公表させていただく
ことがあります。
・個別の回答は行いませんので、ご了承ください。
【募集期間】
10 月 5 日（ 月 ）～11 月 6 日（ 金 ）
〒750－8521
下関市南部町１番１号 （本庁舎西棟４階）
電話 083-231-1830／FAX 083-231-1809
Ｅメール：
skshimin@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

新 規 登 録 団 体 紹 介
団体名：絵本の交換会実行委員会

分野：子ども

目的

子どもに、本に触れる時間を少しでも増やし、本を好きになってもらう目的で活動する。

内容

イベントを開催し、絵本の交換会を行う。

団体名：水墨画おさらい塾（火の山墨友会） 分野：学術・文化・芸術・スポーツ
目的

水墨画を趣味とする仲間が集まり、相互研修でその技量と知識を習得すると共に、水墨画の普及と
発展に努める。会員相互の懇談と情報交換を通して、心身の健全化を計る。

内容

毎月２回集まり、描画にあわせて懇談会を実施する。関門地区の絵画展や美術館等を訪問し、鑑賞
する。原則として年１回、作品発表会を実施。

団体名：手嶋ガーデン応援隊 分野：まちづくり
目的

手嶋ガーデンの保全のための維持管理の支援活動。支援活動を通し、会員相互の交流の増進及び地域
社会の発展に寄与することを目的とする。

内容

・手嶋ガーデンの維持管理活動。
・ガーデンの開放を行い、地域の人たちの交流の場となるよう支援を行い、地域の活性化を促進する
活動。

団体名：烏龍ちゃ 分野：保健・医療・福祉
目的

楽しく太極拳に親しみ、心身を健やかに保つことを目的とし、地域社会での交流を深める。

内容

週１回集い、講師による指導を仰いで太極拳を行う。

オンラインミーティングの活用 好評でした！
令和２年７月１４日（火）、密を避け 3 団体で午前午後に分かれ５名の参加で行いま
した。また、やまぐち県民活動支援センターからも見学に来られ参加していただきました。
Zoom の設定から始まり、主催者側と参加者側としての活用方法について学び、パソコ
ン自体に慣れていない方も練習で無事に Zoom 参加することが出来ました。
参加者はテキストがわかりやすく、自宅でも復習できると大変喜ばれていました。

＊アンケート＊
・大変良くわかりました。資料も良く
理解できました。
・これまで使ってみたかった Zoom の
研修ができてよかったです。
・活動の広がりが出来そうです。繰り
返し勉強していきたいと思います。
・今後は会議やママさんサポートサロ
ン等に活用してみたい。

今後のオンラインミーティングの活用について
市民活動団体のみなさんのご都合に合わせて１団体ずつで行います。
❖ これから始める方対象

❖

希望日時をセンターまでお知らせいただき、担当者と調整していきます。 無料
１０時から１８時までの時間内で火曜日から日曜日、市民活動団体のみと
します。勉強会の時間は１時間３０分から２時間ぐらいです。
今後はオンラインを活用しての打ち合わせや交流、県内外での講座・研修等の参
加も可能となります。この機会を逃さず活動やスキルアップに活用しませんか。

☆豊浦町・豊北町・菊川町・豊田町の市民活動団体のみなさま！
遠くて市民活動センターまで来ることができない団体の方は、ご相談ください。

外国の絵本展
7 月 23 日（木）～26 日（日）に外国の絵本展を、登録団体「カナダ友好協会」の仲慎太郎先生
の絵本の読み聞かせのビデオ提供を頂き、開催をいたしました。
期間中、強い雨が降っているにもかかわらず、多くの方が来場し、58 冊の絵本を開きじっくりご
覧になりながら、お気に入りの本にビー玉で投票をして頂きました。

アンケートより
「with コロナ」で少人数のイベ
ントを企画する上で大変参考に
なりました。私自身も子ども達
に読みたい英語絵本を持ってい
て皆さんに紹介したいです。ま
たお役に立てればと思いますの
でよろしくお願いいたします。
＜登録団体様より＞

ビデオの読み聞かせ素晴しか
ったです。何回も見たいと思い
ました。＜登録団体様より＞

投票の結果は？

展示のしかたもとても工夫されてい
て楽しめました。＜登録団体様より＞
ビー玉総数約２６０個

新しい外国絵本にたくさん出会
いました。ありがとうございま
した。
＜個人の方より＞
子供も大きくなり、絵本を楽し
む 事 が 少な くな っ て来 ま した
が、やっぱり絵本っていいな♡
と再認識しました。
＜個人の方より＞

多くのご意見をありがとうございました。次回もさらに楽しんで頂けるように準備したいと思います。

助 成
情
報
金
令和２年度 下関市市民活動支援補助金
◇対象となる活動
市内において、公益的事業（活動の効果が市民全体
にも広く及ぶ事業）を継続して実施している又はこ
れから継続して実施しようとする市民活動団体が行
う活動。
◇補助金の種類（サポート内容）
・団体立ち上げ支援（設立から３年未満の団体の活動）
・イベント事業支援（記念事業やイベント事業の開催）
・団体基盤強化支援（しものせき市民活動センター
登録団体の備品購入）
◇募集期間
令和２年９月２３日（水）
～１０月２３日（金）
当日消印有効
◇お問い合わせ先
下関市市民部まちづくり政策課 担当：嵩原(ﾀｹﾊﾗ)
電話：083-231-1830
◇その他
様式のデータ等を市ホームページに掲載しています。
◇説明会
しものせき市民活動センター大会議室
９月１７日（木）午後７時から
新型コロナウイルス感染拡大に伴う社会福祉活動
「緊急助成」
◇対象となる活動
社会福祉事業及びそれに類する活動のうち、比較的
小規模な活動や事業、また当事者支援等で限られた
財源をもとに実施している事業において、新型コロ
ナウイルス感染拡大の影響により発生している緊急
対応に伴い、助成を必要とする事業活動。
◇募集期間
・９月１日（火）～９月１０日（木）
・１０月１日（木）～１０月１０日（土）
※いずれも当日消印有効で、応募方法は郵送のみ。
◇URL http://www.aikei-fukushi.org/?p=1536
◇お問い合わせ先
公益財団法人 愛恵福祉支援財団 事務局
電話：０３－５９６１－９７１１
（受付時間：土・日・祝日を除く 10：00～17：00）

第 15 回コープやまぐち女性いきいき大賞
◇対象となる活動
県内でくらし、健康、子育て、子どもの安全、文化、
福祉、環境、街づくり、村おこしなど自主的な活動
を行い、創意と工夫に富んだ活動。
◇応募締切
９月３０日（水）当日消印有効
◇URL https:// www.yamaguti
-coop.or.jp/about/ikiiki/
◇お問い合わせ先
生活協同組合コープやまぐち 女性いきいき大賞
事務局 電話：０１２０－２７－５５２０（組合員
活動グループ）平日９:００～18：00 土・日曜日/
お休み
一般財団法人 山口県厳島会 県民活動支援事業
◇対象となる活動
まちづくり、社会福祉、環境保全、スポーツ・文化、
青少年の健全育成、地域の安心・安全など公益的な
分野の活動で、新たに取り組む活動。
※新たに立ち上げた団体及び新たに立ち上げる団体で
あって、継続的に活動を行う計画のある県内の団体
が対象となります。
◇応募締切 ９月３０日（水）当日消印有効
◇URL http://www.yamaguchiitsukushimakai.
or.jp/doc/R02kenminkatsudou_gaiyou.pdf
◇お問い合わせ先
一般財団法人 山口県厳島会 担当：木原
電話：０８３－９３３－２２６７
2020年度 スミセイ コミュニティスポーツ推進助成
プログラム
◇対象となるプロジェクト
【一般】地域の中で一人ひとりの健やかな暮らしの
実現につながるコミュニティスポーツ
【特定】心身の障がいや長期療養などにより社会参加
が困難な状況にある人と共に楽しめるコミュニティ
スポーツ
◇応募締切 9 月 25 日（金）必着
◇URL http://www.skzaidan.or.jp
_/pdf/sports youkou_202008.pdf
◇お問い合わせ先
公益財団法人 住友生命健康財団
事務局 担当：太田
電話：03-5925-8660

休館日のお知らせ：令和 2 年 9 月 6 日（日）は、定期清掃のため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。
※同封チラシの次回締切は、1０月 15 日（木）です。

