Ⅰ自立支援プログラム〈自立サポート助成金〉

団 体 名

ＮＰＯ山口ヒメ倶楽部

代表者名

中村

構成員数

３０人

設

Ｈ２８年６月

立

問い合せ先
事

業

名

美香

（宇部市）

団体の目的
・年数回のイベント活動を通して、出店される女性起
業家の職業紹介や、来場者に楽しみを提供し、総体
的に女性の笑顔を応援する

☎090-7545-1419（中村）

更年期バンザイ‼in 山ヒメ

事業の目的

・女性起業家の紹介や起業家同士の繋がりを深めるため、イベントを開催する
・健康で充実した人生を送れるよう、更年期について正しい知識を学ぶため、
講演会を開催する

事業の内容

・「更年期バンザイ‼ in 山ヒメ」の開催
日時：３月１４日（木）10：00～15：00 場所：三和 Gallery 宇部（宇部市）
①〈出店ブース〉10：00～14：00
・出店者の紹介、体験活動
②〈講演〉14：00～15：00
講師：金子法子さん（医療法人いぶき会 針間産婦人科院長）
内容：ゆらぎ期（更年期）の課題について、正しい知識を持つ

事業の成果

・イベントチラシや SNS に出店者が掲載され、宣伝となった
・イベントの準備等を通じて、起業家同士の横のつながりも深まった
・講演では、更年期の正しい知識を持つことができてよかったと喜ばれた

活動現場レポート！

山ヒメイベントを開催

〈Ｈ31.3.14／三和Gallery宇部〉

この日は、幅広い世代の女性が、楽しみ、学べる
イベントが開催されました。
出店ブースでは、女性起業家が、ベビーマッサー
ジや

ハンドメイド雑貨、ボディジュエリー、女性

整体、リンパマッサージなど、主に女性が楽しみ、
リラックスできる様々なブースを出店されていま
した。

女性起業家によるブース

各ブースを巡るスタンプラリーも実施され、女性
を中心に途絶えることなく来場がありました。
出店ブースの終了後、女性の健康を考える学びの
場として金子講師による講演会が行われ、約３０人
が参加されていました。
講演では、更年期を健やかに過ごすための心構え

や、女性ホルモンと心と体の関係性をスライドを
用いて分かりやすく説明され、参加者は真剣に聴講
されていました。

金子講師による講演

Ⅰ自立支援プログラム〈自立サポート助成金〉

団 体 名

特定非営利活動法人 クロスロード

代表者名

山根

構成員数

１０人

設

Ｈ２７年１１月

立

問い合せ先
事

業

名

律子

☎083-985-0515
（事務長 砂村）

（山口市）

団体の目的
・障害者及び高齢者のため教育、福祉、医療の連携促進
・支援を必要とする人に対する理解を社会に啓発
・障害者及び高齢者の社会参加を支援し、誰もが住みよ
い魅力あるまちづくりに寄与する

クッブ講習会・体験会

事業の目的

・障害を持つ子どもたちが、気軽にできるスポーツを体験することで、体力づ
くりを図る

事業の内容

・「クッブ講習会・体験会」の開催
日時：８月４日（土）10：00～15：30 場所：山口南総合センター（山口市）
講師：広島県クッブ協会の２人
〈講習会〉10：00～12：00
参加者：２０人
〈体験会〉13：30～15：30
参加者：５０人
※「クッブ」とは
チーム対抗で、相手の陣地に立てられた角材（クッブ）を丸棒を投げて
倒すゲーム

事業の成果

・クッブを広く知っていただくことができた
・障害を持った子と健常の子や大人が一緒にできるスポーツと確信した
・地域の方の参加やボランティアの協力で、スポーツイベントとして盛り上が
った

活動現場レポート！

クッブ講習会・体験会〈Ｈ30.8.4／山口南総合センター〉

この日は、学生ボランティアも参加し、午前に講習
会、午後からは体験会が開催されました。
講習会では、ルールやクッブの起源、特徴（子ども
でもできる、三世代交流、戦略を考える楽しさ）
等の解説後、参加者全員でテープを床面に貼って
コート２面を作り、ゲームをやりながらルールを学ば
れていました。

講習会

体験会では、午前の講習会の参加者が指導者と
なり、障害を持った子ども達と保護者などによるゲー
ムが行われました。
ゲームは、参加者にあわせてルールが柔軟に変更さ
れ、歓声を上げながらみんなで楽しまれていました。
体験会

Ⅰ自立支援プログラム〈自立サポート助成金〉

団 体 名

ピア傾聴ほのぼの

代表者名

宗正

構成員数

５人

設

Ｈ２９年４月

立

問い合せ先
事

業

名

事業の目的

奈穂美

（岩国市）
団体の目的

・同じ環境や悩みを経験した者が、相手の話にひたすら
耳を傾けて寄り添い共感しながら、悲しみや辛さを分
かち合うことにより心の支援を行う
☎090-5697-6527（宗正）

傾聴の技法を学ぶ～相手の心に寄り添う聴き方
・ピア傾聴は、同じ環境や悩みを持つ仲間（ピア）による支援活動
・互いに平等な立場で聴くことを基本とし、相手に共感し寄り添える場を作る
ために、「聴き方」の実技を学ぶ

事業の内容

・「傾聴実技講座～思いを受け止め

思いに寄り添う～」の開催

日時：１１月２３日（金）10：00～15：00

場所：サンライフ岩国（岩国市）

講師：冨岡郁夫さん（ＮＰＯ法人日本ソーシャルコーチ協会代表理事）
内容：傾聴の心構えや気持ちに寄り添う聴き方などの講義と、ロールプレイ
ングの実技
参加者：１６人
事業の成果

・講座の開催により、活動に傾聴を取り入れて、よいコミュニケーションを
持つことの大切さを改めて確認でき、これからも学び続けたいという参加者
の意欲を高めることができた

活動現場写真

傾聴実技講座

冨岡講師と参加者

Ⅰ自立支援プログラム〈自立サポート助成金〉

団 体 名

あなろぐの会

代表者名

岸田

構成員数

１０人

設

Ｈ２７年１０月

立

問い合せ先
事

業

名

事業の目的

（周南市）

信也

info@analog-kai.org

団体の目的
・１型糖尿病について情報発信することで社会的理解を
促進する
・患者や患者家族同士の交流会の開催や、インターネッ
トでの情報交換・情報提供を行うことで生活の質（Ｑ
ＯＬ）の向上を支援する

「病気を持つ人に必要な防災の備え」講演会
・病気を持つ方やその家族を対象とし、防災対策や災害発生時の対応方法を学
ぶための講演を行う
・災害時における食を体験するため、備蓄食の試食を行う

事業の内容

・「病気を持つ人に必要な防災の備え」講演会の開催
日時：６月３０日（土）10：00～12：00
ひ

ろ

場所：周南学び交流プラザ(周南市)

き

講師：武田飛呂城さん（NPO 法人日本慢性疾患セルフマネジメント協会事務局長 ）
内容：〈講演〉病気を持つ人の防災対策や災害時に必要な備えを講義
〈試食〉アルファ米、米粉クッキー、缶詰パン等の備蓄食
参加者：３０人
事業の成果

・講演により、防災意識の向上に繋がり、また、災害時の具体的な対応方法を
学ぶことができた
・備蓄食の試食は、食事制限やアレルギーのある方でも安心して食べられる
ことができ、参加者から高い評価を得た

活動現場レポート！

「病気を持つ人に必要な防災の備え」講演会〈Ｈ30.6.30／周南学び交流ﾌﾟﾗｻﾞ〉

この日の講演では、住んでいる地域の様々なハザー
ドマップ（地震、津波、洪水等）や避難場所を、事前
に確認しておくこと、病気を持つ方が災害時に薬や
医療機器などで「困ること」を想定し、準備を進めて
おくことなど、いざという時の備えについて分かりや
すく説明されました。

講演

講演後には、パン、米、煮物、クッキー等の備蓄食
の試食が行われ、備蓄食とは思えないクオリティの高
さに参加者は驚かれていました。
近年多発する災害等に備え、病気を持っている人や
その家族が、いざという時にどのような対応をすれば
よいかを実践的に学ぶ貴重な機会となりました。

備蓄食の試食

Ⅱ地域課題解決支援プログラム〈にぎわい交流づくり助成金〉

団 体 名

「くまげの美術室」実行委員会

代表者名

中川

構成員数

１５人

設

Ｈ２９年８月

立

問い合せ先
事

業

名

郁

☎090-7508-2546（末廣）

（周南市）

団体の目的
・周南市熊毛地区における芸術文化の拠点を熊毛中学校
に設け、生徒に美術品や資料の出会いの場を提供し、
地域住民にも開放することで、地域と共にある学校づ
くりを推進する

「くまげの美術室」企画展開設運営事業

事業の目的

・熊毛中学校内の余裕教室を展示スペースに、地域の美術館として「くまげの
美術室」を開設し、年間通じて企画・運営し来校者を増やすことで、学校と
地域の連携を促す

事業の内容

・オープニング企画展「河村純一郎展」
期間：5/1～5/13
来場者：８３１人
・第１・２回常設展「熊毛中芸術部員が選んだ私のお気に入り展」
期間：①5/16～6/30、②9/1～10/7
来場者：①４５５人、①５４６人
・第２回企画展「徳原望展」
期間：10/13～10/27
来場者：９３３人
・第３回常設展「河村純一郎立体作品」
期間：11/8～12/20
来場者：６５５人

事業の成果

・美術室を開設したことで、地元の魅力に繋がり、来校者が増え、地域の方々
と生徒とのふれあいの場となった
・生徒は、思春期の多感な時期に、良い作品・芸術家に触れることで、感性、
創造性を磨き、心豊かな成長が期待できる

活動現場レポート！

第２回企画展「徳原望展」〈Ｈ30.10.14／「くまげの美術室」〉

この日は、企画展「徳原望展」と、作家や支援者に
よるトークイベントが開催されました。
作家の徳原さんは、就労支援施設「周南あけぼの園」
のアトリエで絵画を制作されており、今回、絵画１５
点が展示されましたが、子ども連れの家族や年配の夫
婦など、地域の方が途切れることなく鑑賞されていま
した。

「くまげの美術室」展示

午後から開催されたトークイベントでは、「周南あ
けぼの園」の園長と職員の方が、施設の事業内容や徳
原さんの活動等について紹介され、傍らでは、徳原さ
んが作品制作の様子を披露されました。
休日にもかかわらず、校長先生が率先して参加者を
出迎えたり、地域の方が受付等をされたりと、学校と
地域が協力して運営されていました。
徳原望さんによる作品制作

Ⅱ地域課題解決支援プログラム〈にぎわい交流づくり助成金〉

団 体 名

特定非営利活動法人山口県アクティブシニア協会

代表者名

信田

構成員数

７３人

設

Ｈ１６年７月

立

問い合せ先
事

業

名

宏

（周南市）

団体の目的

☎080-3051-5830（松永）

・会員が培った豊富な知識、技術、経験及び人脈を活か
し、その能力を地域社会及び発展途上国に還元するこ
とで、シニアの生きがいを創出し、地域社会の発展及
び国際貢献に寄与する

地域活性化をめざす「うたごえ大会」による交流事業

事業の目的

・高齢者同士や次世代仲間との交流を深め、高齢者がより元気になる社会への
先導役の一端を担う
・地域で、高齢者と次世代間の交流が深まることで地域の活性化に繋げる

事業の内容

・「ＡＹＳＡ３０周年記念うたごえ喫茶周南」の開催
日時：５月２９日（土）14：00～16：30
場所：周南市文化会館大ホール（周南市）
内容：歌唱曲（唱歌、歌謡曲、フォークソング、外国のヒット曲など）
歌詞は入場者に渡すほか、スクリーンに投影
参加者：６５１人

事業の成果

・会場では、参加者が元気よく歌い楽しんでいる様子で、終了後の出口での表
情も満足そうであり、参加者に喜ばれたことは、今後の活動の励みになった
・周南市の老人クラブや熊毛婦人会等とも連携を図ることができ、当会の団結
や協調意識も向上した

活動現場レポート！

「ＡＹＳＡ３０周年記念うたごえ喫茶周南」

この日は、当会の設立 30 周年を記念して、「うたごえ
喫茶周南」が開催され、悪天候にもかかわらず、高齢者
を中心に会場はほぼ満席となっていました。
元アナウンサーによる軽妙な司会、地元のバンドや
企業ＯＢのハワイアン・バンドによる伴奏のほか、
シャンソンなど飽きさせない構成となっており、歌唱
指導の歌に合わせて、参加者は思い思いに２時間余り、
熱唱されました。
歌の合間には、会場の至る所で、何年ぶりかの昔話や
近況に話の花が咲く様子も見られ、楽しく歌って交流
する場となっていました。
参加者の皆さんの生き生きとした表情を見て、生き
がいや健康づくりにつながる取組だと感心しました。
会では今後も、小規模な「うたごえ喫茶」を定期的に
開催されていくとのことで、これからも元気な歌声を
響かせていただきたいと思います。

〈Ｈ30.9.29／周南市文化会館〉

Ⅱ地域課題解決支援プログラム〈子育てサポートム助成金〉

団 体 名

日立のぞみ会

代表者名

永田

構成員数

１８３人

設

Ｈ２３年２月

立

問い合せ先
事

業

名

久則

☎0833-45-2053
（マイテク周南）

（下松市）
団体の目的
・子ども達が理科の授業や実験、ものづくりに興味を持
ち、将来の選択の幅を拡げるための支援をする
・下松の歴史産業遺産や自然観察のできる自然森林公園、
ハイキングのできる憩いの場を整備する

ものづくりと自然を楽しめる子供の育成

事業の目的

・小学生の頃から理科の授業や実験に興味を持ってものづくりの面白さを体験
することで理科好きを育成する
・小学校でのプログラミングの授業支援や出前事業ができる人材を育成し、子
ども達のプログラミングの習得・支援・育成を行う
・家族で自然観察やハイキングのできる市民憩いの場の開発整備を行う

事業の内容

①親子ものづくり教室と工場見学
日にち：12 月 15 日(土) 場所：笠戸組合会館（下松市）
内容：「電池と磁石で廻る単極モータ」の工作と新幹線電車作りの見学
②親子プログラミング教室
日にち：7/28(土)、8/11(土)、8/25(土)、9/8(土)、9/29(土)、場所：笠戸組合会館（下松市）
内容：プログラミングの基礎を学び、プログラムを作りロボットを動かす
③茶臼山・大谷渓谷の整備活動
草刈りや樹木の伐採を１２名の参加で３回実施

事業の成果

・親子ものづくり教室と工場見学は３年目となり定着してきた
・プログラミング教室は予想を超える参加があり、子ども達やその保護者の
関心の高さが伺えた。今後は、教育委員会とも協議して授業と連携した教室
を実施したい
・茶臼山・大谷渓谷へのハイキングコースの利用は年々増加しており、本会の
活動が除々に行政に認められてきた。今後は行政とも協働で、整備を進めて
いきたい

活動現場レポート！

親子プログラミング教室第４日目 〈Ｈ30.9.8／日立製作所笠戸事業所 笠戸組合会館〉

この日は、全部で５日開催される教室の第４日目が
開催され、午前と午後の部を合わせて、親子５０組
の参加がありました。今回は、前回までにプログラ
ミングした成果を活かし、ロボットを動かしてみ
ました。
参加者は小学３年生から６年生までと年齢差が

講義

あり、理解力も異なっていましたが、会員のサポート
を受けながら、親子で熱心に取り組まれていました。
会では、今後も親子を対象とした教室や、教育委員
会と連携し、プログラミング等を担当する教職員に対
する研修会を行われていくとのことです。
実技

Ⅱ地域課題解決支援プログラム〈男女共同参画助成金〉

団 体 名

シンクロナイズネット

代表者名

川久保

構成員数

７０人

設

立

問い合せ先
事

業

名

賢隆

（防府市）

団体の目的

・県内のあらゆる人がつながり、行政とのパートナーシ
ップを大切にしながら、今日的課題解決に向けて研修
Ｈ１６年６月
や情報交換を重ね、そのノウハウを県内各地域に普及
☎083-923-1977（小谷）
啓発し、男女共同参画を推進する

男女共同参画団体のネットワーク化事業

事業の目的

・男女共同参画社会の実現を目指している団体活動の活性化のため、団体間の
ネットワーク化を図ることにより、男女共同参画活動のあり方や方向性を
提示する

事業の内容

①第１回交流学習会の開催
日にち：６月９日（土） 場所：パルトピアやまぐち（山口市）
内容：問題提起と意見交換
②県内市町の男女共同参画担当部署と男女共同参画団体に対する実態調査
③第２回交流学習会の開催
日にち：１１月１０日（土） 場所：パルトピアやまぐち（山口市）
内容：調査結果のまとめと報告を行い、今後の課題と方向性について検討
④事業成果報告書の作成

事業の成果

・実態調査により、男女共同参画に関する行政及び活動団体の現状や課題が把
握できた
・交流学習会では、自治体関係者と活動団体とが一堂に会して意見交換を行う
ことによって、活動の方向性を探るよい契機となった

活動現場レポート！

第１回交流学習会

〈Ｈ30.6.9／パルトピア山口〉

この日は、第１回交流学習会が開催され、４０人が
参加されました。
まず、小谷副代表から、「男女共同参画団体の現状
と課題」の説明がありました。その中で、団体の多く
は会員の高齢化や参加者の減少など類似の課題を抱
えており、今後、団体の活性化にはネットワーク化が
必要ではないかとの問題発議がありました。
その後の意見交換では、社会情勢が変化する中で、

問題発議

何をどのように取り組めばよいか模索している団体
の状況が明らかになりました。
最後に、川久保代表が、「手なし、金なし、時間な
し」の現状でも、継続した取組は必要で、状況を変え
る努力をしていこうとまとめられました。
各団体が抱えている共通の課題について、団体同士
の連携が必要不可欠であることを、関係の皆さんが改
めて考えるきっかけとなったようです。

意見交換

Ⅱ地域課題解決支援プログラム〈男女共同参画助成金〉

団 体 名

特定非営利活動法人 i com

代表者名

神代

構成員数

１４人

設

立

問い合せ先
事

業

名

ちよみ

（宇部市）

団体の目的

・アルコールなどの依存症者に対し、回復のための援助
を行い、社会復帰や自立を支援する
Ｈ２９年１２月
・家族や親族だけでなく周囲の人などへ病気の本質を伝
☎083-988-2626（河村）
え援助していく

キラキラ輝く女性による地域づくり～囚われない人生を～

事業の目的

・依存症は回復することが可能であること や、依存から脱却できることを
知ってもらう
・分かち合いの場を定期的に開催し、課題や問題を共有することより、共に回
復し成長することを目指す

事業の内容

①男女共同参画勉強会の開催
日にち：８月１７日（金） 場所：高嶺病院（宇部市）
講師：加登田惠子さん（山口県立大学学長）、橋本隆さん（高嶺病院理事長）
②フォーラム「キラキラ輝く女性による地域づくり～囚われない人生を～」の開催
日にち：２月２４日（日） 場所：宇部市文化会館（宇部市）
講師：加登田惠子さん（山口県立大学学長）、山口大学医学部付属病院医師
内容：基調講演、体験発表、分科会（分かち合い）

事業の成果

・講演や体験発表を通して、フォーラムの参加者に、依存症や発達障がいに
ついて理解してもらうことができた
・今回、初めて開催し、資金募集や広報等に課題が残ったが、今後は、こうし
た経験を活かして活動したい

活動現場レポート！

キラキラ輝く女性による地域づくり～囚われない人生を～ 〈Ｈ31.2.24／宇部市文化会館〉

この日は、依存症や発達障害について一般の理解を
広めることを目的にフォーラムが開催され、１７０人
が参加されました。
１部の基調講演では、 男女共同参画の現状やＤＶ

による被害者やその子どもの心身に与える影響に
ついて、また、依存症が誰にでもなり得る脳の病気
で、家族など周囲の正しい理解や支援の必要性に

講演

ついて説明がありました。
２部の体験発表では、２人の方から「発達障がい」、
「私と健康」と題して、それぞれ体験などについて
お話がありました。
依存症という難しいテーマであり、切実さが伝わっ
てきて、参加された皆さんは真剣に聴講されていま
した。
受付

Ⅱ地域課題解決支援プログラム〈くらしの安心・安全助成金〉

団 体 名

高齢社会をよくする女性の会（ホーモイ）

代表者名

田中

構成員数

２２人

設

Ｈ１５年５月

立

問い合せ先

事

業

名

隆子

（下関市）

団体の目的

・少子高齢化の現実を見つめ、すべての人たちが自立し、
共に支え合い、安心して生きられる市民社会の創造を
目指し、啓発のための講演会や勉強会等を実施する
☎083-253-4892（田中）

2018年度市民福祉講座「老後の人生設計～介護を受けながら生きる～」
（第一弾）

事業の目的

・ひとり暮らしの高齢者が増える中、自宅での生活が困難となり施設に入居
する場合にあっても、人生最後まで自分らしく尊厳を持って生きることがで
きる施設を、しっかりした目で選ぶことができるよう学ぶ

事業の内容

①第１回「間違えてはいけない老人ホームの選び方」
日にち：７月２１日（土） 場所：下関市民会館（下関市）
講師：本間郁子さん（公益財団法人Ｕビジョン研究所理事長）
②第２回「私たちが知りたい施設サービス」
日にち：９月２９日（土） 場所：下関市社会福祉センター（下関市）
講師：松谷法史さん（特別養護老人ホームはまゆう苑課長）
③第３回「施設見学」 日にち：１１月２４日（土）
④第４回「施設見学」 日にち：２月２３日（土）

事業の成果

・高齢者が自分の生まれ育った地域で、安心して老後の人生を過ごすことがで
きるよう、現状や課題を理解して、よりよい介護を受けるための施設選びや
準備等について学べることができたと好評であった
・今年度は、第一弾であったが、次年度も継続して実施していきたい

活動現場レポート！

講座「私たちが知りたい施設サービス」〈Ｈ30.9.29／下関市社会福祉センター〉

この日は、全部で４回開催される講座の第２回が
開催され、４０人が参加されました。
講座では、施設の種類や介護保険サービス内容の
違い、利用者負担額、サービスを受ける手順、施設を
選ぶ際のポイントなどをわかりやすく説明され、参加
された皆さんは、真剣に聴講されていました。

講演

また、会場内には、当団体の事業で、高齢者が気軽
に集い、リズム体操や筋トレなどを行う「介護予防の
ためのサロン」のパネル展示がありました。
今後の講座では、今回までに学んだことを頭に入
れ、実際に施設を見学されるとのことです。

パネル展示

Ⅱ地域課題解決支援プログラム〈くらしの安心・安全助成金〉

団 体 名

一般社団法人やまぐちＧＩＳひろば

代表者名

三浦

構成員数

１２３人

設

立

問い合せ先
事

業

名

房紀

（宇部市）

団体の目的

・山口県内のＧＩＳ(地理情報システム)に関わる会員相
互の交流と協力や、教育機関を始めとする関係機関・
Ｈ２９年６月
研究団体と連携を図り、ＧＩＳの普及・活用等を推進
☎0836-45-3042（弘中）
する

地域の防災活動を支援するＧＩＳ(地理情報システム)構築事業

事業の目的

・現状、地域で行われている防災図上訓練（ＤＩＧ）で取得する地域の危険箇
所を、大判地図（紙）ではなくＧＩＳに記録することにより、ハザードマッ
プ等地域防災計画立案が行える仕組みを作る

事業の内容

① 防災ワークショップ（まち歩き）
日時：8 月 18 日(土)9：00～15：00 場所：山陽小野田市厚狭公民館、周辺
② ＧＩＳ講習会
日時：10 月 27 日(土)9：00～17：00 場所：山口東京理科大学（山陽小野田市）
③ ＧＩＳフォーラム（ＧＩＳ講演会）
日時：11 月 9 日(土)13：00～17：00 場所：常盤工業会館（宇部市）
④ 成果報告会
日時：3 月 30 日(土)13：00～15：00 場所：常盤工業会館

事業の成果

・地域で産官学民によるコラボレーションが行えた
・地域の危険箇所情報の取得のノウハウが学べた
・ＧＩＳ表現による視覚効果の高さが実感できた

活動現場レポート！

防災ワークショップ（まち歩き）〈Ｈ30.8.18／山陽小野田市厚狭公民館、周辺〉

この日は、地域住民や防災士、市職員など４５人が
参加されました。
初めに、地元の防災士から、危険箇所の見分け方の
説明があり、その後、参加者が４班に分かれて、厚狭
駅周辺を歩きながら危険箇所を点検しました。
まち歩きしてみると、傾いた電柱や冠水時に危険な
歩道両脇の側溝、中央にマンホールがある歩道など、
日頃気がつかない発見がありました。
また、過去の水害の様子から地形的に危険な箇所も

危険箇所のチェック

知ることができ、判明した危険箇所は、まち歩き後、
各班で地図やＧＩＳに記録しました。
最後に、ＧＩＳの特徴（紙の地図との違いなど）や
重要性について説明がありました。ＧＩＳを使用し、
そこに情報（例えば避難所、水没エリア、危険箇所等）
を重ねていくことで、災害時の避難の最短経路や、
迂回の指示等がすぐに示され、地図をたくさん用意
しなくても、多くの人に一度に情報を共有することが
できることが分かりました

ワークショップ

Ⅱ地域課題解決支援プログラム〈くらしの安心・安全助成金〉

団 体 名

特定非営利活動法人 フードバンク山口

代表者名

今村

構成員数

７５人

設

Ｈ２９年５月

立

問い合せ先
事

業

名

主税

☎080-3565-9640

（山口市）

団体の目的
・食品ロスの削減を推進する
・生活困窮者や福祉施設等を支援する
・事業者等の社会的責任を普及・啓発する

フードバンクポスト設置促進及び食品管理システム整備事業

事業の目的

・食品の寄贈を受けるフードバンクポストの設置により、広く食品寄贈の機会
を創出し、食品ロスの削減や食の格差をなくすフードバンク活動への理解と
協力を促進する
・集まった多様な食品を無駄なく提供する仕組みを構築する

事業の内容

①フードバンクポストの設置
新たに８カ所に設置した
場所：県庁１階ロビー、アトラス萩、山口市市民活動支援センター「サポラ
ンテ」、 子育て 支援 拠 点「てと てと」、山 口 県社会福 祉会 館ロビー
ザ・ビッグエクストラ萩店、アルク防府店、仁成堂薬局小郡店
②店舗型倉庫の活用
山口県葵庁舎の１室を借り、食品陳列、整理用の棚等を整備した

事 業 の 成 果 ・フードバンクポストの設置により広く、フードバンク活動の認知度が高まり、
食品の寄贈者や活動のボランティアが増えた
・公的な施設にフードバンクポストを設置したことで、活動への理解や信頼度
が高まり、企業からの食品の寄贈や支援先の施設・団体の登録数が増えた
・店舗型倉庫が整備でき、多くの食品の受け入れや、食品の衛生、在庫管理の
作業もスムーズに行え、食品の配布頻度も増えた

活動現場写真

フードポスト
店舗型倉庫で活動するボランティア

Ⅱ地域課題解決支援プログラム〈くらしの安心・安全助成金〉

団 体 名

発達障がいサポートBLUE ART

代表者名

川口

構成員数

４人

設

Ｈ２９年３月

立

問い合せ先
事

業

名

恵美

project

（岩国市）

団体の目的
・発達障がいに対する理解を深め、子ども達がアートを
通じて明るい未来を築いていけるようサポートする

☎090-9464-2168（川口）

発達障がい啓発イベント＆地域のアートコミュニティ

事業の目的

・発達障がいに対する理解を深めるため、幅広い世代を対象とし、特に子ども
も気軽に参加できるイベントを開催
・アートをテーマに、地域活性につながる要素や国際交流も含めた「岩国らし
さ」を同時にアピールする

事業の内容

・発達障がい啓発イベント「スカイランタンに願いを込めて ～この夜空いっ
ぱいの、ブルー」の開催
日にち：３月２日（土）場所：愛宕スポーツコンプレックス（岩国市）
内容：①発達障がい当事者であるウォーターアートパフォーマーの堀川玄太
氏のパフォーマンス
②発達障がいへの理解促進のため、ブルーに点灯したスカイランタン
を夜空に飛ばすイベント

事業の成果

・新聞などで積極的に告知活動を行い、山口県で初めてのスカイランタンイベ
ントということで、かなりの注目を集めることができた
・岩国基地内や学校、施設などから多くの方にボランティアとして協力してい
ただき、一丸となって準備に取り組んだことで、新たなコミュニティの確立
や国際交流の輪が広がった

活動現場写真

ブルーに点灯したスカイランタン

堀川玄太さんのパフォーマンス

当日のボランティア

願いを書いている参加者

Ⅱ地域課題解決支援プログラム〈文化による地域づくり助成金〉

団 体 名

紙人形劇団ネリノ

代表者名

谷本

構成員数

６人

設

Ｈ２０年８月

立

問い合せ先
事

業

名

事業の目的

和子

（宇部市）
団体の目的

・絵本の心を子ども達から大人までたくさんの人に伝える
・上演会を通して地域と交流し、「紙人形劇」を県下で
広く伝えていく
☎090-7137-4297（谷本）

思いやる心を伝える紙人形劇の制作活動・公演活動・ふれあい活動
・紙人形を制作し、紙人形劇を通して思いやる心をたくさんの人に伝える
・観る人の心に響くような公演をめざすとともに、多世代 が一緒に紙人形に
親しんでもらえるよう、公演後、紙人形に触れたり動かしたりしてもらい、
交流を図る

事業の内容

①「第 10 回サマージョイント公演 2018」の開催
日時：８月２５日（土）14：00～16：00

場所：フィッカルあじす（山口市）

②訪問公演
日時：１０月７日（日）11：00～12：10

場所：宇部市立図書館（宇部市）

日時：１１月１０日（日）14：20～15：45 場所：山口県児童センター（山口市 ）
事業の成果

・人形劇を見られた方は、素の喜びを体中で表しておられ、子ども達から高齢
者まで幅広い年齢層に絵本からのメッセージをしっかり伝えることができた

活動現場レポート！

第10回サマージョイント公演2018

〈Ｈ30.8.25／フィッカルあじす〉

この日は、山口金管アンサンブルと合同で定期公演
が開催され、多くの家族が参加されていました。
３部構成で、紙人形劇「４ひきのりっぱなこぐま」
と「猫は生きている」の上演のほか、金管楽器の演奏
がありました。
紙人形劇は、山口金管アンサンブルの演奏とともに
上演され、大きな紙人形による迫力のある演技に、

出演者の紹介

身を乗り出して食い入るように見る子どもの横で、
保護者の方も真剣に鑑賞されていました。
公演終了後には、紙人形に触ったり、動かしたり
する「ふれあいタイム」が設けられ、多くの子ども
たちが、実際に動かして、楽しんでいました。

紙人形に触れる子どもたち

