宇部市民活動センター「青空」

コロナ禍の今だからこそ、困っている人の役に立ちたい、
社会貢献したいと考える方も多いのではないでしょうか。ある
いは自分の視野を広げたいなど、ボランティアに参加するタイ
ミングや理由は人それぞれだと思います。その気持ちはとっ
ても大切なものです。
しかし残念ながら、ボランティアを「無償で使える労働力」や
「暇潰しのアルバイト」のように間違った捉え方をしている人も
多く存在します。まだまだ誤解されることの多いボランティア
のことを、今回は少しだけ紐解いて行きたいと思います。
色々な考えの人が同時に生活している
社会の中でも、少しでも誤解することなく、
する方もされる方も嬉しい活動になると良い
ですよね。

①無理をしない
余裕をもった計画を立て、生活の負担にならない程度を
長く続けてくれる方が嬉しいです。
②相手の身になって考える
善意のつもりでも、かえって迷惑になってしまうこともあり
ます。相手の希望をよく聞いて、本当に相手のためになるこ
と心掛けて下さい。「してあげる」、「やらせてあげる」ではなく
お互いを尊重しましょう。
③家族や友人、職場等、周囲の人達の理解を得る
ボランティア活動をすることで、自分のまわりに迷惑をか
けてしまっては本末転倒です。周囲の方の理解と協力を得
ることで、長期的で気持ちのいい活動につながります。
④守秘義務と約束を守る
ボランティア活動を通じ、相手と仲良くなり信頼を得るうち
に、様々な情報を耳にすることがあります。ちょっとした内容
のことでも口外しないよう守秘義務を心がけて下さい。また、
約束したことは守りましょう。
⑤無断欠席・遅刻はしない
何かの事情で活 動に参加 ができなくなったら、必ず活 動
先に連絡をして下さい。

宇部市民活動センター｢青空｣
〒７５５－００２９ 宇部市新天町一丁目２番３６号
TEL ０８３６－３６－９５５５ FAX ０８３６－３９－２２７２
E‐MAIL: mail@ubenet.com
ホームページ http://www.ubenet.com
開館時間 １０：００～１８：００ 休館日 日曜 ・祝日
交通機関 市営バス市役所前下車徒歩２分
※駐車場は宇部市駐車場をご利用下さい。
ＮＰＯ法人 うべネットワーク
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ボランティアとは、ラテン語の"ｖｏｌｕｎｔｕｓ（ウォルンター
ス）"や"ｖｏｌｕｎｔａｒｉｕｓ（ボランタリウス）"が語源であると言
われており、 その意味は、「自由意志」、「自ら進んでやる
こと」だそうです。それを踏まえ、ボランティアとは「自発的
な意志に基づいて、人や社会に貢献すること」と定義され
ています。活動の考え方としては、以下の４つの原則があ
ります。
①自主性･主体性
（自分の気持ちから、積極的に取り組むこと）
②社会性･連帯性
（同じ人間として相手を尊重し、互いに助け合うこと）
③無償性 （活動の対価として利益を求めないこと）
④創造性 （必要に応じて工夫できること）
①や③については広く浸透していますが、②や④について
は、初めて知る方も多いのではないでしょうか。

一言にボランティアといっても様々なものがあります。
自分が興味のあることや、助けたい人のことを考えてチ
ャレンジして下さいね。
①やまぐち社会貢献活動支援ネット
「あいかさねっと」への登録
「あいかさねっと」はボランティアをしたい人とボランティア
をして欲しい団体のマッチングを行うインターネットサービ
スです。ぜひ、「あいかさねっと」で検索を！
②募金
何に使われるお金か確認し、支援したい団体への募金
をお勧めします。
③献血 夏場は不足しがちです。ぜひ、ご協力を！
④骨髄バンクや角膜提供等への登録
掛かり付けのお医者さんなどがあれば、そちらにご相談
下さい。
⑤ヘアドネーション（髪の毛の提供）
ヘアドネーションを行っている美容室にご相談を下さい。
（３１㎝ほどのまとまった長さ・毛量が必要になります。）

公益財団法人山口きらめき財団では、令和３年度の「きらめき活動助成事業」の助成金の交付が決定！
宇部市内では、７団体が選ばれました。おめでとうございます！！そのうちの２団体は宇部市民活動センター『青空』の登
録団体です。日々様々な活動をされている市民活動団体を支えてくれる助成金ですが、今年度はどのような活動をしている
団体が選ばれたのでしょうか。コメントを頂きましたのでご紹介します。

この度山口きらめき財団のきらめき活動助成事業 課題解決支援「はな」プログ
ラムで、民族芸能アンサンブル若駒の「ずっこけ狂言ばなし すってんオヒャヒャーお
きゃ～がり」の助成金申請をしたところ採択していただきました。
申請にあたって事前にきらめき財団の助成金説明会に参加し、申請のポイントを
学びました。成果を出して次の事業を行うことや新しい試みも大切です。また社会情
勢も取り入れることもアドバイスしていただきました。例えば私達の活動では子ども
に関することです。（令和２年の小中高校生の自殺者数が、前年度の４割以上を上
回り過去最多といった現在の子ども達の現状を説明することで、子ども達への閉塞
感の緩和や楽しさの提供など、事業提案に繋げていくなど。）
コロナ禍での舞台公演は人数制限もあり主催側は本当に厳しい現状ですが、今回
助成金をいただけることで狂言ワークショップも可能になりました。
コロナ禍でも、未来ある子ども達が心を豊かに一度しかない子ども時代を過ごせる
よう、微力ですが今年度も応援していきたいと思います。
最後に、市民活動センターは説明会や講演などいろいろな情報を発信しているの
で、可能ならば参加しネットワークを広げていくことも大切だと思います。

この度山口きらめき財団のきらめき活動助成事業 課題解決支援「はな」プログラ
ムで、一人親家庭・不登校児童等教育支援事業「もうひとつの学校」 助成金申請をし
たところ採択していただきました。森と海の学校では８月末に４泊５日のキャンプを行
い、参加していた不登校の児童生徒が２学期から学校に復帰した事例を数多く経験し
てきました。体を動かすことで、心が能動的になったのだと思います。しかし、１か月も
しないうちに再び、不登校になってしまう事もありました。そこで、継続的な体験活動が
必要と考え、１０回の事業を計画して、助成金の申請をしました。
県内には不登校の児童生徒が２，０００人を超え、感染症の拡大で、さらに激増して
おり、社会的課題となっていることが、選定された要因だと思っています。 ただ、不登
校の子どもだけを対象にチラシを配布することは難しいので、事業名を「自然にまなぶ
森と海の学校」とし、応募者の中から不登校の児童生徒を優先することにしました。
（追記：失敗談）
昨年、申請書類を締切日の３月３１日午後８時に郵便局に持っていきました。ところ
が、６時の時点で郵便物が山口市の配送センターに送られたあとで、消印が４月１日
になっていたようで、受理されませんでした。 宇部郵便局の深夜窓口では、かつて深
夜０時まで、最近も２０時までは受け付けて頂けたのに、現在は宇部本局には「消印」
がないようです。 皆さん、締め切り日までに必ず、投函してくださいね。

【自立支援ゆめプログラム】
※団体名（活動分野）標記

【課題解決支援はなプログラム】
・宇部自然保護協会（ 環境保全）

・一般社団法人Ｓぷらす （保健・医療・福祉）

・NPO 法人山口女性サポートネット （男女共同参画）

・NPO 法人リアシエル （保健・医療・福祉）
・茶トの会 （動物愛護）

・NPO 法人うべ子ども２１（子ども健全育成）
・NPO 法人森と海の学校（子ども健全育成）

●風の子九州 どんぶらこっこ どんどこ亭
●２０２１年度 命をまもる「子ども匠の学校」
日 時：７月２２日（木）～８月１日（日）全６回
場 所：ＮＰＯ法人森と海の学校、アクトビレッジおの
対 象：小学３年生～中校生（各講座男女２０名）
参加費：全講座１０,０００円
※教材費８，５００円別途
日時
内容
7 月 22 日（木） 大 工 さ ん が 教 え る ノ コ と カ ナ ヅ チ
10:00～15:00
の使い方 ※開校式、講話付き
7 月 23 日（金） 自 転 車 屋 さ ん が 教 え る パ ン ク の 修
10:00～15:00
理と分析整備、正しい乗り方
7 月 24 日（土） 板前さんが教える「包丁の研ぎ方と
10:00～15:00
魚のさばき方」
※その他、全６回の講座を開催。
7/9（金）までに要申込み。

●２０２１年度 自然に学ぶ「森と海の学校」
遊びながら、楽しみながら、自然の素晴らしさを学び
ませんか。
日 時：８月２２日（日）～３月６日（日）全１０回
場 所：ＮＰＯ法人森と海の学校、アクトビレッジおの、
十種ヶ峰青少年自然の家など
対 象：小学３年生～中学生（男女１５名）
参加費：１０,０００円 ※教材費、交通費は別途
（１回１，０００円×１０回分）
日時
内容
8 月 22 日（日） メ ダ ル マ ッ チ に よ る 火 お 越 し と 野
10:00～15:00
外炊飯 ※開校式あり
9 月 12 日（日） アクトビレッジ・デイキャンプ
10:00～15:00
（ピザづくり・カヌーに挑戦）
9 月 25 日（土） 釣り名人が教える魚の釣り方と
8:00～12:00
魚釣り大会
※その他、全１０回のプログラムを開催。
7/12（月）までに要申込み。
★申込み★ ※各詳細はお問合せ下さい。
申込用紙にご記入の上、郵送、ＦＡＸまたはメールに
て、お申込み下さい。
★問合せ★
ＮＰＯ法人森と海の学校
〒７５９－０２０６
宇部市大字東須恵１２１７－１５
ＴＥＬ：４１－５４３５
ＦＡＸ：４４－４４２３
E‐mail:school@ okamura21.com
ＵＲＬ: http://www.okamura21.com

小さな舟で波を乗り越え、各地を巡り、見聞きした
昔遊びや物語、楽しく陽気なアジア寄席！無料のワー
クショップ付き☆
日 時：７月２５日（日）
１４：００～１５：００（開場１３：４０～）
場 所：宇部市文化会館２Ｆ
入場料：一 般 ２，５００円 ※当日各５００円増
親子券 ４，０００円
（保護者１名＋３歳以上～高校生以下の子ども１名）

※宇部市民活動センター『青空』にてチケット販売中！！

★申込み・問合せ★
ＮＰＯ法人うべ★子ども２１
ＴＥＬ：２１－９１１４（月水金

11:00～17:00）

●子育てグッズリユース広場
～おもちゃ病院もあるよ♪～
この事業は、宇部市の事業で
ごみの減量を目的に、市民の方
から不要となった子育てグッズ
や子ども用スポーツグッズ、制
服、学用品を回収しています。
定期的に「リユース広場」を開催し、必要とされる方に
無料でお譲りするというものです。
日 時：７月３日（土）
１０：００より整理券配布予定
（都合により予定を変更する場合あります）
場 所：多世代ふれあいセンター展示ホール
※おもちゃ病院には壊れたおもちゃをご持参ください。
（修理費は無料・要電池や部品代など）
★問合せ★
特定非営利活動法人 うべネットワーク
（子育てグッズ・子ども用スポーツグッズリユース事業受託団体）

宇部市民活動センター「青空」
ＴＥＬ： ３６ー９５５５ ＦＡＸ ：３９－２２７２

●中山間地域づくり実践者のつどい２０２１
地域づくりの課題や知恵を共有！
時：７月１７日（土）
１３：００～１６：００（開場１２：３０～）
場 所：山口県セミナーパーク講堂
参加費：無料
定 員：１００名 ※7/12（月）までに要申込み
対 象：山口県内在住または在勤で、
中山間地域づくりに関心のある方
★申込み・問合せ★
ＮＰＯ法人市民プロデュース
ＴＥＬ：０８３－９３２－４９１９
ＦＡＸ：０８３－９３２－４９２９
日

●（公財）ソニー音楽財団 子ども音楽基金 第３回（２０２２年度）募集
募集締切 ２０２１年７月９日(金) 必着
問合せ先 （公財）ソニー音楽財団「子ども音楽基金」係 Ｅ-mail：kok@sonymusic.co.jp
URL：https://www.smf.or.jp/kok/application/
●パナソニック株式会社 『Ｐａｎａｓｏｎｉｃ ＮＰＯ/ＮＧＯサポートファンド for ＳＤＧs』２０２１年募集＜国内助成＞
募集締切 ２０２１年７月３０日(金) 必着
問合せ先 Panasonic NPO/NGO サポートファンド for SDGs 国内助成・協働事務局 担当：坂本・霜田
ＴＥＬ：０３-５６２３-５０５５（月～金 10：00～17：00） ＦＡＸ：０３-５６２３-５０５７
Ｅ-mail：support-f@civilfund.org
URL：https://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/citizenship/pnsf/npo_summary/2021_recruit.html
●社会福祉法人 清水基金 ２０２１年度 社会福祉法人助成事業
募集締切 ２０２１年７月３１日(土) 必着
問合せ先 （社福）清水基金 社福助成係 ＴＥＬ：０３-３２７３-３５０３ 月曜日～金曜日 9:00～17:00(祝日を除く)
ＦＡＸ：０３-３２７３-３５０５ URL：https://www.shimizu-kikin.or.jp/about_business/general/
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健康気功教室 ～気功で心と体の健康づくり始めませんか～
木

■１４：００～１５：３０ ★川上ふれあいセンター２Ｆ ●５００円／回
▲持参品：飲み物・靴底が薄めの上履き ※毎週木曜日開催

申込み・問合せ
健康気功教室
090-5812-0399 （池田）

子育てグッズリユース広場 ～おもちゃ病院もあるよ♪～
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■整理券配布１０：００～ ※都合により予定を変更する場合あり・先着順
★多世代ふれあいセンター展示ホール
おもちゃ病院には壊れたおもちゃをご持参ください。 ※詳細は３面参照

宇部市民活動センター

パソコンよろず相談

宇部市民活動センター

※要予約（日程については要相談）

36-9555

36-9555

■１３：００～１５：００ ★宇部市民活動センター ●３０分 ５００円

ひきこもりや不登校に関する個別相談会

※詳細は要問合せ
■１０：００～１６：００ ★ＮＰＯ法人 ふらっとコミュニティ ひだまり
●宇部市内 無料 その他の方 １回５，０００円（税別）（各要予約）

ＮＰＯ法人 ふらっと
コミュニティひだまり
21-1552

宇部おもちゃ病院・ふれあい自助具工房

宇部市民活動センター

▼壊れたおもちゃをご持参下さい。

36-9555

■１３：００～１６：００ ★宇部市民活動センター ●無料 毎月第２土曜日開院中！

会計よろず相談

※要予約（日程については要相談）

宇部市民活動センター

■１３：００～１５：００ ★宇部市民活動センター ●３０分 ５００円 ※要予約

36-9555

風の子九州 どんぶらこっこ どんどこ亭
ＮＰＯ法人
■１４：００～１５：００(開場 １３：４０～) ★宇部市文化会館２Ｆ
うべ★子ども２１
●前売り 一般 ２，５００円 親子券 ４，０００円（保護者１名＋３歳以上～高校生以
21-9114
下の子ども１名） 当日各５００円増
※宇部市民活動センター「青空」にてチケット販売中！ ※詳細は３面参照
※あおぞら通信は、宇部市民活動センター『青空』のホームページでもカラー版を閲覧できます。
ＨＰには他にもセンターの情報が掲載されておりますので、そちらもご覧くださいね。 ＨＰ：http://www.ubenet.com

２５

日

コロナ禍で令和２年度は新川市まつりが中止となり、宇部まつりにもオンラインのみでの開催でした。今年
も新川市まつりの中止が決定し、２年間活動が止まってしまいました。コ ロナ禍で団体の活動が厳しい状況で
はありますが、工夫すれば何か出来るのではないかと、昨年度の３月より４回に渡り交流会にて話し合いを重
ね、この度は「第１回夏休み子どもまつり２０２１」を開催することとなりました。ついては、参加団体を下
記の通り募集します。
開催日時
予定会場
実施内容

：
：
：

コロナ対策：

定
員
参 加 費

：
：

８月２２日（日） １０：００～１５：００
新天町アーケード（水神様手前まで）
・各団体がそれぞれブースを設け、ＰＲやバザー等を行うまつり形式 (子ども向け)
・各団体長机２個分の幅×長机１個分の幅（３６０ｍ×１８０ｍ）を目安に利用
・使用物品等は基本的には持参
・各ブースに消毒液を設置（各持参）
・距離を空けてブースを設置して三密回避など（集まった際は要声かけ・分散）
・臨時食品の営業届出書は申請しない ※各ブースご協力をお願い致します
１０団体（先着順・「青空」登録団体優先）
１団体 １，０００円

※ 「第 1 回夏休み子どもまつり２０２１実行委員会」は

７月１５日（木） １９時～２１時までの開催とします。
※参加を希望される団体は、必ず出席をして下さい。ボランティアスタッフも募集中です。

・匿名

１口

ご支援ありがとうございました！

ＮＰＯ法人うべネットワークは、これまで宇部市民活動センター『青空』の運営や『キッズうべたん』、『うべ探検博覧会』
などを実施して参りました。これからも市民活動団体の活動を支援する中間支援組織として事業を続けて参ります。そこで、
市民活動の活性化やまちづくりを応援して下さる「ワンコインサポーター」を募集し、サポーターとして個人や団体・企業な
ど、ひとりでも多くの方に支えて頂ければと思いますので、よろしくお願い致します。
【応援方法】寄付金 １口 ５００円より 現金でもお振込でもＯＫです。（寄付金を下さった方は毎月情報紙にてご紹介予
定です。※匿名希望の方はその旨をお知らせ下さい。）
振込先：山口銀行 宇部支店 普通預金５０６６１２１ 特定非営利活動法人うべネットワーク

