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の研修です。 

講 師 山村勇介 氏（                   ） 

         日 時 ２月２５日（金）午後1時から午後3時まで（受付12時半から） 

会 場 しものせき市民活動センター 大会議室        

対 象 市民活動団体・市民活動に興味のある方 

定 員 24 名（要申込・先着順）※１団体 2 名まで 

申 込 ２月１５日（火）までにしものせき市民活動センターへ 

電話でお申し込みください。（定員になり次第締切） 

 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大の状況により、やむを得ず中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 
※上記イベントの主催は「しものせき市民活動センター」です。 

無 料 

「想いはあるのに、なかなか上手くいかない」という方へ 
脳科学や心理学を易しく紐解き、日常生活で応用できるコミュニケーション力向上の研修です。 

講 師 山村勇介 氏（プロコーチ／メンタル&フィジカルトレーナー） 

         日 時 ２月２５日（金）午後１時から午後３時まで（受付１２時半から） 

会 場 しものせき市民活動センター 大会議室        

対 象 市民活動団体・市民活動に興味のある方 

定 員 ２４名（要申込・先着順）※１団体 2 名まで 

申 込  ２月１５日（火）までにしものせき市民活動センターへ 

電話でお申し込みください。（定員になり次第締切） 

 

『 実践☆紙芝居講座 』 プロに学ぼう！  

受講料   
 無 料 

 
& 

ワーク 

講 義 

◇みんなで遊ぼう！お正月遊び 13 時～15 時 

会場 大会議室 

協力 生野あそぼう会 

◇絵本の読み聞かせ 10時から 11 時 30分 

定員 40 名 要予約（1/19 締切） 

会場  多目的交流ホール 

協力 カナダ友好協会 / 生野あそぼう会 他 

外国の絵本展 
2022 1/21Fri▶24mon 10 時～17 時（最終日は 16 時まで） 

☆1/23sun だけのスペシャルイベント☆ 

会場 しものせき市民活動センター 多目的ホール 

参
加
費 

無
料 

 
下記センターへ 

電話にて 
お申込みください 

日時 2 月１６日（水） 

10 時～11 時 30 分 

講師 田丸 楓 氏 

対象 市民活動団体 

   市民活動に興味のある方 

定員 ２５名 要予約（先着順） 

締切 ２月１０日（木） 

◇講師 プロフィール 

田丸 楓 氏 

声優/ナレーター。 

東京で２０年以上活動。 

これまでの主な仕事は、テレビ番組ナレー 

ション、ラジオＣＭ、カーナビ音声、企業 

ＶＰなど。２０１６年地元山口県にＵターン。 

『朗読ハウスもがも家』代表。 

盛り上がる 紙芝居のコツを楽しく学びませんか 

会場 / 申込 しものせき市民活動センター 

受講料 

無料 

色鮮やかな 本は美術品  



 

 クリスマス国際交流会 

Warmest thoughts for Christmas and a Happy New Year！！！ 

〔Ｋａｎａｎｏｗａ〕 

 ☆山口きらめき財団「県民活動きらめき賞」に、しもの 

せき市民活動センター登録の「Ｋａｎａｎｏｗａ」が 

受賞しました。おめでとうございます！ 

主な活動として、学習支援、お菓子づくり体験、食事提供、 

コロナ禍では休校中の家庭へお弁当の提供も行いました。 

この度は、きらめき賞という素晴らしい賞を頂きまして、本当にありがとうございます。 

私たちKananowaは、この 5年間、佳奈さんの遺してくださったメッセージである「生きることの素晴

らしさ」や、「教育にかける想い」を胸に、今できる小さなことをコツコツと行動に移してきました。 

そこには、たくさんの子ども達の笑顔と、関わってくださる大人の皆様の幸せそうな笑顔がたくさんあっ

て、今回頂きました賞の名前同様に、キラキラした笑顔が溢れています。 

これからも、当たり前の日々を当たり前だと思うことなく、みんなで繋がれることに感謝して時間を大切

に過ごしていきたいです。全ては、支えて下さる皆様のおかげです。 

みんながキラキラできる社会を目指して、日々できる小さなことをコツコツと頑張って参りますので、

よろしくお願い致します。（理事長 前田 亜樹） 

 

 

≪受賞のコメント≫ 

山口きらめき財団 【県民活動きらめき賞】 

12月 5日（日）しものせき市民活動センター初めてのイベント「クリスマス国際交流会」を開催しました。

国際協力にかかわる登録団体や個人、市内在住の外国人、留学生と交流し、互いの交流・理解を深め楽しい時間

を過ごしていただけることを目的としました。 

 外国人 17名（中国・台湾・フィリピン・ベトナム・タイ・イギリスから）日本人 16名が参加され、各自日

本語で自己紹介をされました。流暢な日本語で在日歴、趣味、将来の夢など語られる方もいらっしゃいました。

「日本が大好き！将来は自国に帰り、日本語を教えたい！」など大変嬉しいお話も聞けました。登録団体による

クイズ、玉入れゲーム、黒ひげ危機一髪ゲーム、そして最後に互いの名刺を交換していただき、歓声とおしゃべ

りが絶えない2時間でした。交流が今後さらに深まりますことを願っています。ご協力していただきました方々、

ギフトの寄付をしていただいた Tedさん、ありがとうございました。 

  



　

次号へのバトン

　「NPO法人スペシャルオリンピックス日本・山口」

知的障がいのある方々に、スポーツプログラムを提供し社会参加と自立を促す
ことを目的に活動されていらっしゃる団体です。
　　　　　

vol.11

リレーコラム

 リレーコラム

　　溝部　尚代　氏　　　

 リレーコラム
 リレーコラム

登録団体さん
による

          「 Heartz 」
　　　　　　　　　　代表 稲田　朋子　氏

　　　　　　　　　　　　　　　次号をどうぞお楽しみに！

　       マルシェ出店の際、ヘアゴムの編み飾りを手にした若い母親の「子供に

        作ってあげたいけど、難しそう」というつぶやきを聞いたのがきっかけ

        で、2017 年 9月より約 2時間ほど集まって、お茶しながら手芸を楽し

        む会「あむっ茶」を毎月 2回開催しています。

　私は、編み物が好きだった母の影響で、自然と編み物を覚えました。

できない！苦手！と決めつけずに、できることから始めて、少しでもできる楽し

さを味わって欲しいという想いで「あむっ茶」を続けています。

その年の 10月に「Heartz」を立ち上げました。

　Heartz では、ハンドメイド・アート作品

のマルシェやスピリチュアルイベントを様

々な会場で開催しています。

2021 年 4月にはHeartz を会員制にし

て、40ショップを超える会員の方が集まっ

て下さっています。

会員制にしたことで、よりスムーズな運営となり、さらに会員同士も仲良くなっ

てイベントを楽しめています。

マルシェ出店は不慣れで不安な方でも、楽しく参加して頂けるよう応援していき

ます。Heartz に興味を持たれた方、まずはあむっ茶やイベントに遊びに来てくだ

さい。きっとワクワク楽しい事が始まります♪

　　　　　　　　　　



 

 

 

 

 

「下関広域日韓親善協会」 代表 友松 弘幸氏 

ボランティアチャレンジ 
梅光学院大学 金明柱先生の講義「ボランティア論」の中で昨年に引き続き、しものせき市民活動

センター登録の４団体がゲストスピーカーとして登壇しました。 

10/25(月) 

 

◇日本と韓国の関係 

  歴史的背景から様々な問題が残っており、関係は複雑である。

近年、K-POPや韓流ドラマ、コスメ、韓国料理などの影響も 

あり若者は好意的な人が多い 

◇山口県日韓親善協会 

日本と韓国は解決しないといけないことがたくさんあるが政治レベルで解決するには、なかなか難しい。 

そこで民間レベルでの交流が必要ではないかということとなり、1960年に山口県と長崎県に日韓親善協会が 

設立された。そののち山口県日韓親善協会は連合会となり地区協で独自の友好親善活動を開始した。 

 ◇友松代表の日韓交流 

光陽東初等学校と長府小学校のスポーツ交流（1998～2006）。サッカー、陸上、バ

レーボールで 50名ずつが相互交流。韓国では PTAの家にホームステイし歓迎された。 

◇下関広域日韓親善協会の主な活動 

韓国語初級講座、韓国料理研修、韓国文化論講座、在日本韓国民団との連携など。 

 ◇友松代表より 

どんどん韓国へ行き韓国を好きになってほしいと学生たちに締めくくった。 

 

10/25(月) 

10/25(月) 

 

10/18（月） 
「NPO 法人シンフォニーネットネット」 代表 岸田あすか氏 

◇設立について 

岸田代表自身が自閉症である 2人の子どもを持つ母親として、子どもと 

向き合うことがうまく出来ず、社会の目も冷たく辛い日常の中、テレビ番組で LD（学習 

障害）のことを知り、仲間と地域に居場所をつくることを決意し、NPO法人シンフォニ 

ーネットを 1999年 9月に設立。 

◇事業内容 

自閉症や発達障がい者で就労に向けて準備したい人や一般就労を目指すのは難しいが社会との繋がりを持ちたい人が

利用者として就労体験を行うなどの活動拠点として 2015年「就労継続支援 B型」の福祉事業所「mimihana cafe」を

設立。2019年全国から集めた障がい者施設のセレクト商品や地元の作家のハンドメイド雑貨の販売を行う「AZUL」

とカカオ豆から造るチョコレート工房「BEAN to BAR CHOCOLATE」を設立。2020年「mimihana cafe」の分場として、

「みみはなふぁくとりー」を工房と販売店として設立。下関オリジナルの地ビール造りを中心に、ものづくりと障が

い者の働く場づくりとして、同年下関初クラフト発砲ビール工房「KANMON SOUNDS GOOD BREWERY」を設立した。 

◇障がい者の疑似体験 

学生たちは、事前に用意された「きつい匂い」と「喧騒音」の中での「五十マス足し算」など不自由な体験を通して、

生まれつきの脳機能のアンバランスさによる「発達性協調運動障害（DCD）」や一般には気にならない光、音、匂い

などに過剰な反応を示し、頭痛・吐き気等が現れる「感覚過敏」により生活が苦痛であるという感覚を学んだ。 

◇岸田代表より 

 「社会的問題を解決することが仕事にも繋がっていく。皆さんも考えてみてほしい。」と最後に学生たちへメッ 

セージを送った。 

 

  

 


