
                        

             

◆センター事務局から 

**お問い合わせ先**  廿日市市市民活動センター 
廿日市市住吉 2-2-16  ☎0829-32-3741  fax0829-32-3742 
ＨＰアドレス http://www.hatnet.jp/ 

**ネットワーク現在の状況** 
（平成２４年１２月末現在） 

登録団体 180 団体 

 

― 市 民 活 動 情 報 紙 ― 
廿日市市市民活動センター 

平成２4年冬号 

Ｖｏｌ．22 

今年度もセンターまつりでフォトコンテストを行います。市民活動で得られた「とっておきの１枚」を募集して

います。 

今回のテーマは「元気」です。元気にあふれ、見た人も元気がもらえる、そんな写真をお待ちしていま～す♪ 
 

  応募資格：センター登録団体の方 

応募枚数：１団体３作品まで 

サ イ ズ：２Ｌに限ります（データでの提出は出来ません） 

応募要領：センター受付にある申込専用紙に必要事項を記入し写真に添付して提出 

  締  切：２月２０日（水） 

結果発表：２０１３年３月３日（日）センターまつり内で行います 

●お問い合わせは下記の当センターへ （担当 宇山）  
 
※応募作品は、次回のフォトコンテストまで２Ｆロビーで掲示します。 

廿ラツ廿スル 

あったか ♡ ふれあい冬まつり 
 

平成２５年２月１０日（日） 

   11 時～15 時 （小雨決行） 

廿日市市中央市民センターにて 

廿日市地区コミュニティ推進協議会 

焼がき、カキフライ、もちつき 

廿中焼、子どもの昔あそび 

他いろいろあり 

 

ひなまつりコンサート 

 

平成２５年２月２６日（火） 

  １４時半～ 

ＪＡ広島総合病院ロビーにて 

出演：廿日市混声合唱団 

【プログラム】 
♪早春賦 
♪どこかで春が 
♪勇気をだして 

      他 

 

 

 

 

ふれあいスキー教室 

平成２５年１月２７日（日） 

ユートピアサイオト（北広島町） 

【廿日市市役所集合】 

主催：青少年育成廿日市市民会議 

後援：廿日市市教育委員会 
協力：廿日市市スキー連盟 
対象：廿日市市在住の小学生と 

その保護者 
参加費：大人 3,000 円・小人 2,000 円 

（道具レンタル料・リフト代別） 

問合：青少年育成廿日市市民会議 
    0829-31-3222(TEL＆FAX) 

 

寒さに負けず、冬もイベント盛りだくさんです！ 
みなさん、ふるってご参加ください！ 

掲載希望の方はセンター受付まで！

次回 23 号は 3 月末発行予定です。 

 

 

前回（10/21開催）好評につき、第２弾を開催します。今回は、廿日市市内を中心として取り組まれているさま      

                ざまな活動を知ってもらう「活動発表会」です。「ぜひ活動を発表したい！」と    

                いう団体を募集しています。発表を聞くだけでもＯＫ！もちろん、交流タイム  

                もあります。この機会にいろんな方と交流してみませんか？ 

                ※詳しくはチラシやセンターの掲示をご覧ください。 

 

と き 平成２５年２月７日（木） 

    １８時３０分～ 

ところ 廿日市市市民活動センター  

    第１研修室ほか 

●生涯学習フェスティバル「子どもまつり」 
11月４日（日）10時～15時  新宮中央公園 

           ◎主催： 

            青少年育成廿日市市民会議 

             ＋連携： 

            はつかいちレクレーション協会 

     (内容) 
             昔あそびや折り紙、くつ飛ばし 

             など、体験を楽しむ。 

             (参加人数)約６００名 
                  (参加した子どもの人数) 

 

●懐かしの「歌声喫茶」 

 12月 2日（日）13時半～ 市民活動センター 
             ◎主催： 

              廿日市市町内会連合会 

             ＋連携： 

              廿日市地区コミュニティ推進協議会 

             （内容） 

講師による歌の解説を交えながら

生演奏で参加者も合唱を楽しむ。 

            （参加人数）６０名 

 

【
応
募
要
項
】 

イベント情報や助成金情報、

ボランティア募集コーナー、

団体の活動 PR スペースを設

け、ネットワーク登録団体の

皆さんにとって、日頃の活動

に役立つたくさんの情報を一

目で分かるように工夫しまし

た。 

１階エントランス（北口）と情報スペースをリニューアルしました。 

 

    １階エントランス（北口）の 

チラシはバケツに立てスッキリしました 

 

平成２５年 4 月からは、祝日の臨時使用は出来ません。 

なお、月曜日の臨時使用は、従来どおり可能です。 

平成２５年度更新書類を、2 月

初旬に送付します。速やかに提

出いただきますように、ご協力

をお願いします。 

追加の連携事業募集を募集し３事業

の応募がありました。選考を 12 月

13 日(木)の運営協議会で行い「青少

年夢プラン実行委員会」が主催され

る、ふれあい体験講座「春よこい♪あ

そびの玉手箱」に決定しました。 

※詳しくは P4 で紹介しています。 
 12 月 14 日(金)午前 10 時～避難訓練、10 時３０

分～大掃除を行いました。 

今回の大掃除では、３４団体、登録団体有志約 80

名という過去最高の参加人数で、参加していただ

き、スムーズにきれいにしていただきました。ご協

力ありがとうございました。 

情報スペースの本は分類し、見出しをつけました  

 

講座名「春よこい♪あそびの玉手箱」 
 
主  催  青少年夢プラン実行委員会 

連携団体  広島友の会・カラーコネクト♡エンジェル・おはなしよみきかせ隊ママレンジャー 
 
【事業のねらいと期待される効果】 

・登録団体間の交流と各団体の PR 
・参加した子どもたちとの交流、子どもたち同士の交流 
・子どもたちに学校外での参加可能な活動があることを知らせる機会 

内  容  協力団体による複数の体験型講座 
料理・パステルアート・手芸・絵本の読み聞かせ・人形劇・理科実験教室・ギター＆歌＆カズー演奏 

対  象  小・中学生 
場  所  宮内市民センター（全館使用） 
日  時  ２月１０日（日）１０時～１５時 
協力団体  おはなしスタジオ・宮内市民センター 

 



◆【親子ふれあいパステルアート教室】 
第１土曜日 10時～12時 

    参加費 親子２０００円（茶菓子付き） 

     追加 1名５００円  

◆【癒しのパステルアート教室】 
   第２木曜日 10時～11時 30分 
    参加費各１,０００円（材料・茶菓子代） 

◆【笑顔のベビートリートメント】 
第１・３木曜日 10時～11時 30分 

    参加費各１,０００円（材料・茶菓子代） 

◆ 要予約（090-1333-1753 松永） 
※会場は全て当センターです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私たちは子育てする人や高齢者にやさしい地域を目指し、不安や閉塞感解消のために気軽に 

集える場の提供をしています。パステルアートは４８色のパステルをコットンや手でキャンバ 

スにのせていく、子どもからお年寄りまでできる描かないパステルアートです。ベビートリ 

ートメントはオイルを使って赤ちゃんのマッサージをし、親子で 

ふれあい、愛を伝え心を育み絆を深めていきます。 

これらの活動を通して子育て相談や情 

報交流活動を行い、より多くの人たちに 

子育て支援の重要性を発信します。子育 

てする人たちや高齢者を地域全体で支え 

あい、そして関わりあえる仕組みを作る 

ために多くの人と連携し、誰もが笑顔溢 

れ心豊かに安心して暮らせる地域づくり 

に貢献していきたいと思っています。 

 

毎月１回、市民活動センターで「ハッピートーク カフェ」を開催しています。 

そこでは、将来の夢や希望、やりたいこと、日頃思っていることや感じているこ 

と、社会活動や子育て、仕事についての悩み、等々、いろいろ話すことで仲間が 

でき、問題解決のきっかけをつかめるかも、夢が達成できるかも・・・。 

ただおしゃべりするだけではなく、時にはワーク・ライフ・バランスの学習や、 

キャリア形成についての学習もします。また個別に就職や、再就職を希望してい 

                    る女性の相談も受けています。 

    お茶を飲みながら、気楽に、誰にも遠慮することなく自由に話

せる場、それが「ハッピートーク カフェ」です。話すことでス

トレス解消にもつながります。ぜひ、気軽に参加してみてくださ

い。 

 

すっかり寒くなってきましたね～。でもご覧ください！市民活動をしている皆さんの熱いこと。

それぞれ活動内容のジャンルは異なりますが、根っこの想いは一つ、「人と人との絆」だと思いま

す。他人との関わりが希薄になりつつある昨今、積極的に関わり合い、市民活動を盛り上げてい

きましょう。 (^o^)丿 

        「障がいのある子どもとその家族」が集まって、大人の学習をメインに様々な活動を巾 

        広く行っています。 

子どもたちには山登りやプールなどのレクリエーションを通して人との関わりを深

め、様々な体験の出来る場を提供しています。保護者は障がい児の療育や福祉制度、ま

た、学校卒業後の進路についての研修会や勉強会を行っています。 

悩みや不安を抱える家族にとって、同じ立場で気軽に情報交換や相談の出 

来る仲間がいるのはとても心強い事です。入会は随時行っています。 

保護者向けの研修会や勉強会を年に数回、不定期に行っていますが、会員以外の方にも広く 

参加していただいています。（参加費有・資料代など実費程度） 

 興味のある方はお問い合わせください。 

←ハイキングの一コマ、 

  ポイントでロープワーク 

 

キャンプでは、すべて自分たちで

食事をつくります 

      ↓ 

 

まちづくりに関わっている皆さん、これからまちづくりに参加しようとしている皆さん、もっと新しいこ

とを知りたい皆さんのための「塾」を開講します。みなさんに明日への気づきと元気を得てもらうための「塾」

です。誰でも参加できます。不定期に、ワクワクするよう 

なテーマで、そして、自分自身ワクワクしている人に来て 

いただいて、はたまた、たまにはワクワクする映画なんか 

見たりして、みんなで話したり聞いたりできる場になれば 

といいなと思っています。 

１回目はＮＰＯ法人「ピースウインズ・ジャパン」代表 

大西健丞氏による「地域と世界のつなぎ方」、２回目は NP 

O 法人「吉備野工房ちみち」代表・加藤せい子氏による 

「地域が元気になるタネをまこう！」を開講しました。 

３回目は右記の通りです。皆さん、ぜひご参加ください。 

 

 

 

廿日市市で活動しているボーイスカウトです。年長～大学生まで楽しく活動しています。 

核家族では味わえない人と人との交流、新しい仲間、新鮮な体験冒険を一緒にやりませんか？ 

男の子も女の子も連絡待っています。いつでも説明会を開きます。 

問い合せ：代表・松永 千慧 

    （090-1333-1753） 

こもだ 

 問い合せ：薦田 真佐江（０８０－６３２２－２３２１） 

 

問い合せ：吉村 佳子（０８０－３８８５－６８４５） 

問い合せ：川本 達志（０９０－９４１７－８４９２） 

連 絡 先 

廿日市市地御前 3-22-23 
ボーイスカウト佐伯５団本部 
0829-36-0821（西向寺） 

 

◆◇◆ ハッピートーク カフェ ◆◇◆ 
  
平成２５年１月２７日・２月２４日・３月２４日 

       （いずれも日曜日） 

１０時～１２時 

会  場：当センターにて 

対  象：女性 

参加費：１回 ５００円 （茶菓代） 

（マイカップ・筆記用具持参） 

 

   ◆ 第３回はつかいちワクワク塾 ◆ 
「LIGHT UP NIPPON」上映会 
平成 25 年 2 月 16 日(土) 13 時～15 時 30 分  
料金１,５００円 
会場：当センター 第 1 研修室 
『震災を忘れない』をキーワードにした事業の一つ

として上映会を開催。3.11 の震災発生の 5 ヶ月後

に、被災地３県１０ヶ所を股に掛けたビッグプロジ

ェクトの発端から実施までのドキュメンタリー映

画。 

収益の一部は、来年度も 

開催予定の東北の花火大会 

の費用に充てられます。 

◆◇◆ 活動年齢 ◆◇◆ 

ビーバー  年長～小学２年８月 

カブ     小学２年９月～小学５年８月 

ボーイ    小学５年９月～中学３年８月 

ベンチャー  中学３年９月～高校３年 

ローバー   大学生 

 


