
 

・日 時 令和３年２月１７日（水） 10:00～１２：００ 

・場 所 しものせき市民活動センター 大会議室 

・内 容 声の出し方、読み方の基本など 

・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） 

・締切り 2月 10日（水）  

・主催/申込み しものせき市民活動センター 
☎０８３－２３１－１８２６ 

 

◇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、各種施設

案内アナウンス、音声ガイダンス、カ

ーナビ音声、企業ＶＰ、日本語・外国

語教材など。 

２０１６年地元山口県にＵターン。 

『朗読ハウスもがも家』代表。 

『チャレンジやまぐち！地域貢献賞』 受賞おめでとうございます！ 

令和３年３月７日（日）は定期清掃のため、終日休館とさせていただきます。 

ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。 

 
〘 活動内容 〙 

「渚の交番島戸」の運営。 

海の安全を守る活動や浜辺の環境保全、教育

活動などを行っています。また、空き家の活用

など地域課題の解決にも取り組んでいます。 

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 

♡プロに学ぼう！ 『読み聞かせのコツ 』 講座 

 

 ＮＰＯ法人コバルトブルー下関ライフセービングクラブ   （ 代表 新名 文博氏 ） 

 

 

～ もっとおもしろく  もっと楽しく ～ 

 

◆休館日の 

お知らせ 

 

 

参加費 

無料 

 

 

http://fukusapo.net/
mailto:info@fukusapo.net


 

１１月１４日（土）に、藤本ひろみファイナンシャルオフィス代表の藤本ひろみ氏を

講師に迎え、リーダーシップ研修「人間力を身に付け問題解決能力を高めよう！」を 

開催しました。 

今回は、会場とオンラインによる同時開催で、これはセンターとして初の試みでした。 

講義の中では、グループセッションを交えながら、人間力を身に付けるために必要な 

ことから、良好な人間関係の作り方、課題をクリアし問題解決をするプロセスなど、日々

の中で実践できる方法を具体的に教えていただきました。 

 アンケートからも、「仕事だけでなく日常生活にも活かせる内容でした。」という感想や、オンライン参加者 

からは、「講師の姿が常にあったのと、グループセッションをブレイクアウトルーム（Zoomの小部屋機能）で 

できたのはとても良かった。」という感想のほか、 

今後に向けての改善点もいくつかいただきました。 

オンライン開催の方法については、センターとして 

も今回の課題を踏まえ、コロナ禍での各種講座の開催 

に向けて、試行錯誤を重ねていきたいと思います。 

。、 

11月21日（土）22日（日）に、コロナ禍で二回目となるキャンドルナイトを、 

登録団体やセンターを利用するグループ、ボランティアギルドのメンバーのほか、

当日準備には、大学生や高校生等の協力も得て開催しました。約2000個のランタン

がホールいっぱいに輝き、二日間で790人の方にご来場いただきました。アンケート

も好評に終わり、ご協力いただいた皆様に心より感謝いたします。 

 

 

シーモールパネル展でラン

タン作りに参加したお子さ

んも来られて、観覧車の輝き

に大満足！でした。 



 

ボランティアチャレンジ 
梅光学院大学 金明柱先生による「ボランティア論」という講義にて、当センター登録団体である「は

あとふりぃ下関」「NPO法人コバルトブルー下関ライフセービングクラブ」「川棚温泉観光ボランティア

ガイドの会」が登壇しました。 

10/26(月) 「はあとふりぃ下関」代表 山本千栄子氏・副代表 福田浩三氏 

交通事故の後遺症で肢体不自由になった山本代表。車イスでの生活を余儀なくされるこ

ととなり、その経験の下、障害がある人もない人も共に生きやすい社会生活の実現と「人

が優しい、人に優しいまち」を目指されて「はあとふりぃ下関」を発足されました。活

動の一つとして、車いす利用者に寄り添う人材育成の為の「車いすマイスター講座」を

開催されています。講義の中で、心の中で「手助けしたい」と思っているだけでは相手

には伝わらないので一歩を踏み出す勇気や辛い時「存在給」という言葉に出会い、頭の

中がクリアになったことなど視点を変えることの大切さについてお話下さいました。 

「存在給」とは、自分が認める「自分の価値」。山本代表は締めくくりに、人との 

関わりを持つ中で存在するだけで価値があることを知ってほしいし、苦しい時には 

「助けて」と手を差し出してほしいと学生達に向け、メッセージを贈られました。 

 

11/9(月)「NPO 法人コバルトブルー下関ライフセービングクラブ」代表 新名文博氏 

『渚の交番』を設立。海の安全を守る活動や教育、地域課題の解決等に取り組んでいます。 

任意団体として角島で浜辺の清掃を始めましたが、角島大橋ができ海水浴客が増え死亡事故も多くなり、

海の安全を守るためＮＰＯを立ち上げました。以来、死亡事故は起きていないそうです。 

「楽しくやろうぜ！」をモットーに、清掃には浜辺の愛好家や子どもたちも巻き込み、きれいになった

海で ‟海の怖さ“ も学びながら遊ぶ企画を大学生等とコラボで開催するなど、このような体験事業とし    

ての活動や空き家対策などの地域課題解決の取り組みなどが紹介されました。新名

代表は、好奇心・忍耐力・社交性・思いやりなどの「非認知能力（目に見えない力）」

はボランティア活動の中にあると発言され、終わりに成功とは ❝それぞれが描く未

来の自分になっていくことだ ❞と力強く話されました。 

 

11/30(月)「川棚温泉観光ボランティアガイドの会」正宗利昭氏・藤永典子氏 

川棚温泉近郊を訪れた方々に、ボランティアで観光ガイドをすることによって、まちの魅力を 

知ってもらい、まちを活性化させたいと活動されている当会が、川棚の名所ついて、その歴史

や川棚を愛した偉人達の話を一つひとつ丁寧に紹介されました。なかでも「川棚のクスの森」は、 

観光ガイドのデビューの場所としては最適とのことでしたが、現在そのクスの森は「樹木医によ

る治療中」で、会としては再生のための募金活動をされたり、また、地域の中学生へのガイドの

指導や小学校に出向いてお話をされたりしています。その他、川棚大クス里山街道のゴミを拾い

ながらハイキングをするイベントの開催や、地域のベンチの修理までさまざまな活動もされてい

ます。正宗さんは、観光ガイドを通して「自分も成長したい」と力強く、藤永 

さんは、学生のみなさんに向けて「自分が興味を持ったことにおそれず一歩を 

踏み出してください」と笑顔で語られていました。 

 



 



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。 

 

新 規 登 録 団 体 紹 介 

 
団体名：下関舞踊協会 分野：学術・文化・芸術・スポーツ 

目的 下関での日本舞踊の普及と発展に貢献する。古典舞踊の普及に努める。 

内容 赤間神宮 先帝祭に奉仕者として参加。亀山八幡宮 八丁浜踊りに参加。馬関まつり 平家踊りの 

講習会、着物の着付けのお手伝い。平家踊りに参加、文化庁の巡回公演事業のお手伝い。 

市内の小中学校に日本舞踊の指導、ワークショップ開催。 

団体名：沈黙の春実行委員会 分野：環境保全 

目的 農薬や放射能そしてマイクロプラスチック等の環境に与える環境を考える。様々な災害の記憶を「忘 

れまい」をキーワードとして市民活動団体も参加する音楽イベント等を開催し、その収益金を災害に 

見舞われた地域へ、また、イベントに協力いただいた市民活動団体の活動資金に活用してもらう活動 

を行う。 

内容 被災地の状況調査 被災地支援の音楽イベント等を年数回開催する。 

団体名：向洋地区まちづくり協議会 分野：まちづくり 

目的 協議会は、構成員相互の交流と親睦を図り、人と人とのつながりを大切にし、地域の力が発揮できる 

まちづくりを目指し、自主的かつ主体的に活動を行うことを目的とする。 

内容 1）地区の課題、情報等を共有するための広報に関する活動 

2）地区の地域福祉、子育て支援、防犯、防災等の課題の解決に向けた共助に関する活動 

3）地区内外における地域交流に関する活動 

4）地区の特性である地域資源の活用に関する活動被災地の状況調査 

団体名：下関若潮フォークダンス協会 分野：学術・文化・芸術・スポーツ 

目的 フォークダンスを楽しみながら心身の健康をはかる。 

内容 ・世界のフォークダンスを通じて他国の歴史や文化に触れることを楽しむ。 

・踊るスポーツといわれるダンスを定期的に踊ることにより体力を増進させ健康生活を維持する。 

・会員はサークル活動の輪を広く地域へ開き、老若男女が集い和やかに過ごす場所として相互に 

協力する。 

団体名：下関フットケアの会 分野：保健・医療・福祉 

目的 下関地域において足病変に関与する医療従事者及び足に関する者が下肢救済活動に寄与し、フット 

ケアの知識と技術を習得しながら地域に貢献していくことを目的とする。また、一人でも、一本でも 

下肢切断を防げるよう、足の大切さを伝えていけるよう地域市民に対して啓蒙活動を行う。 

内容 1.セミナー（実技講習会・講演会）の開催 

2.地域市民に向けての市民公開講座の開催 

3.その他、本会の目的を達成するために適当と認められる事業 

団体名：ふるさとの文学に親しむ会 分野：学術・文化・芸術・スポーツ 

目的 ・ふるさと山口の文学に学び、知識を広げるとともに、ふるさと山口、下関への親しみを深める。 

・広く市民に活動を知らせ、参加・交流をよびかける。 

内容 ふるさとの文学に親しむための文学講座を定期的に開催する。 



 

助成金 
 情報 
 

イベント情報 

－ SWA ウオーキング － 
～ 初春ウオーク・市内 3 社めぐり ～ 

日 時：令和 3年 1 月 10 日（日）＜一般向き 9km＞ 

・集 合 10時 10 分 JR 山陽本線 下関駅東口エキマチ広場 → 桜山招魂社(お祓い) → 大坪八幡宮 → 

 → 貴船町 → 唐戸 → 

・ゴール 12時 30 分 赤間神宮 
 

参加費：一般 500円、他協会員 300 円 

主 催：下関ウオーキング協会 

お問い合わせ：090-５267-0915（松岡） 

※「ふくさぽねっと！３月号」の同封チラシの締め切りは、２月１５日（月）です。 

公益財団法人 マツダ財団 第37回(2021年度)青少年健全育成関係 市民活動支援 

対 象：青少年健全育成のためのボランティア育成・若者の居場所づくり など  

締 切：１月１２日（火） ※電子申請のみ 

U R L：http://mzaidan.mazda.co.jp/bosyu/city/index.html 

問合せ：公益財団法人 マツダ財団 事務局  

TEL：０８２ー２８５－４６１１（代表）・０８２ー５６５－１３４４（担当） 

 

一般財団法人 冠婚葬祭文化振興財団 社会貢献基金助成 

対 象：高齢者・障害者・児童福祉事業、環境・文化財保全事業、地域つながり事業 など 

締 切：２月２８日（日）必着 ※郵送申請のみ 

U R L：http://www.ceremony-culture.jp/social/service/fund/content01/ 

問合せ：一般財団法人 冠婚葬祭文化振興財団 社会貢献基金助成 運営事務局 

TEL：０３－６２７３－３９３０ 

 

2021年度 CO･OP 共済 地域ささえあい助成 

対象テーマ：「くらしを守り、くらしの困りごとの解決に資する」、「女性と子どもが生き生きする」 など 

※活動内容について、生活協同組合とそれ以外の団体の協同が必須条件となります。 

応募期間：１月７日（木）～１月２９日（金）当日消印有効  

U R L：http://coopkyosai.coop/about/csr/socialwelfare/2021.html#section_oboyoko 

問合せ：日本コープ共済生活協同組合連合会 組合員参加推進部 地域ささえあい助成事務局  

TEL：０３－６８３６－１３２４（平日１０：００～１６：００） 

－ 下関夜話会（開催予定）－ 
～ようこそ！関門が織りなす歴史と文化を語り継ぐ下関夜話会へ～ 朝なのに夜話会！ 

日 時：令和 3年 1月 20 日（水）10 時～11 時 30 分 

会 場：亀山八幡宮儀式殿 

演 題：世界遺産 神宿る島「沖ノ島」 

講 師：海の道むなかた館 学芸員 岡 崇 氏 

 

定 員：40 名 

参加費：一般 300 円 

 年会費（12 回分）3,000 円 

主 催：下関東部の文化財を見直す会 

 お問合わせ：083-231-1323（担当 磯部）090-5698-2034（井手久美子） 

－ 異文化理解講座Ⅱ スペイン － 
～ 祖母、母、娘 三世代の物語 ～ 

日 時：2021 年 1 月 17 日（日）14:00～16:00 定 員：25 名（小学生以下は保護者同伴） 

場 所：しものせき市民活動センター 大会議室 資料代等：300 円（SIEN会員は無料） 

講 師：山口県国際交流員 ヘマ・ガルベス氏 申込締切：1 月 13日（水） 
 
※氏名・年齢・連絡先を添えて、電話・FAX・E-mail にてお申し込みください。 

《申込み・お問い合わせ》しものせき国際交流ねっと[主催] 

TEL&FAX：083-237-9055 / Mobile：090-2000-6521 

E-mail：yurikoishii901@yahoo.co.jp 

 
コロナ対策も忘れずに！ 

http://mzaidan.mazda.co.jp/bosyu/city/index.html
http://www.ceremony-culture.jp/social/service/fund/content01/
http://coopkyosai.coop/about/csr/socialwelfare/2021.html#section_oboyoko

