
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇部市民活動センター「青空」 20１２．９．１ Vol．１３5 

 
 

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人法人法人法人    うべうべうべうべネットワークネットワークネットワークネットワーク    宇部市民活動宇部市民活動宇部市民活動宇部市民活動センターセンターセンターセンター｢｢｢｢青空青空青空青空｣｣｣｣    
〒〒〒〒７５５７５５７５５７５５－－－－００２９００２９００２９００２９    宇部市新天町一丁目宇部市新天町一丁目宇部市新天町一丁目宇部市新天町一丁目２２２２番番番番３６３６３６３６号号号号    

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。 

２、県内の他センターの情報誌設置 
やまぐち県民活動支援センターの『さぽ～とメール』

や、しものせき市民活動センターの『ふく２サポートだよ
り』、山口市さぽらんての『さぽらんてだより』などなど、
その他にも岩国市や防府市、周南市など、色々な市民
活動センターの情報誌が宇部市民活動センター「青空」
に集まって来ます。 

他市での活動や行事が気になる方にはこういった情
報も開示しております。宇部市だけでなく、山口県で行 

われている市民活動団体のイベントも、参加すると新し 
い発見や気の合う仲間に出会えるチャンスです♪     

興味のある方は積極的に参加してみましょう！ 

～「社会のためのビジネスをする」その思い、応援します～ 

宇部市ソーシャルビジネス創出支援事業 
                      ソーシャルビジネスを始める際の経費を最大１００１００１００１００万円助成万円助成万円助成万円助成します。 

 

登録団体登録団体登録団体登録団体ファイルファイルファイルファイルのののの写真写真写真写真↑↑↑↑    

１１１１    募集募集募集募集するするするする事業事業事業事業  宇部市内で実施するソーシャルビジネス（高齢化、環境、子育て、教育などの社会的課題を

ビジネスで解決する事業） 

２２２２    対象者対象者対象者対象者                          ソーシャルビジネスの事業計画を有する事業者（ＮＰＯ法人、株式会社その他の会社組織） 

※新規事業者は事業開始時までに法人格を取得すること。 

３３３３    助成対象助成対象助成対象助成対象とととと金額金額金額金額 事業化に要する経費※ 上限１００万円 （対象経費の１０／１０） 
※事業化に要する経費：設備費 広告宣伝費 外注費 社員教育費 賃貸料・使用料 人件費 

４４４４    募集期間募集期間募集期間募集期間                平成２４年 ８月３０日（木）～平成２４年１０月３１日（水） 
５５５５    申請方法申請方法申請方法申請方法                所定の書類を、宇部市総合政策部企画課に郵送または持参 

６６６６    審査審査審査審査とととと認定認定認定認定            認定審査会（プレゼンテーション審査）を実施のうえ認定 

７７７７    問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先  宇部市 総合政策部 企画課  電話：０８３６－３４－８１１３ 

他情報誌他情報誌他情報誌他情報誌のののの    
写真写真写真写真↓↓↓↓    

１、登録団体ファイルの設置 
宇部市民活動センター「青空」では、登録された団体別にファイルがあり、登録名簿や、活動記
録としてチラシや新聞記事をファイリングして、各団体がどのような活動をしているかを記録して
います。 
現在、登録団体は１３０団体です。ジャンルは健康、福祉、 
社会、まちづくり、学芸、スポーツ、環境、救援、防犯、交通、 
人権、平和、国際、男女、子ども、支援、その他の１７分野に 
分かれており、登録団体はそのいずれかに該当します。 
ＨＰにも登録団体の名前や簡単な活動内容・目的などが記 

載してありますので、そちらからも調べることができます。『宇 

部市民活動センター』で検索してみて下さい。最近リニューア 
ルし見やすくなりましたよ！ 

市民活動団体がどんなことをしているのか、また、どんな活 

動団体があるのか興味のある方は、誰でも見ることができま 
すのでお気軽にお越し下さい。お待ちしております！！ 



 

 

 

 

 

 

 
 
●●●●財団法人財団法人財団法人財団法人    山口県厳島会山口県厳島会山口県厳島会山口県厳島会    平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度    県民活動支援事業県民活動支援事業県民活動支援事業県民活動支援事業    
募集締切 ２０１２年９月３０日（日） 当日消印有効  

●一般一般一般一般財財財財団法人団法人団法人団法人    日本日本日本日本メイスンメイスンメイスンメイスン財団財団財団財団    
募集締切 ２０１２年９月３０日（日） 
●独立行政法人独立行政法人独立行政法人独立行政法人    郵便貯金郵便貯金郵便貯金郵便貯金・・・・簡易簡易簡易簡易生命生命生命生命保険管理機構保険管理機構保険管理機構保険管理機構    平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度    国際国際国際国際ボランティアボランティアボランティアボランティア貯金貯金貯金貯金のののの寄寄寄寄附附附附金配分金配分金配分金配分    
募集締切 ２０１２年９月２８日（金） 当日消印有効 

●公益財団法人公益財団法人公益財団法人公益財団法人    大大大大和証券福祉財団和証券福祉財団和証券福祉財団和証券福祉財団    第第第第１９１９１９１９回回回回（（（（平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度））））ボランティアボランティアボランティアボランティア活動助成活動助成活動助成活動助成    
募集締切 ２０１２年９月１５日（土） 当日消印有効 

●住友生命保険相互会社住友生命保険相互会社住友生命保険相互会社住友生命保険相互会社    第第第第６６６６回回回回    未来未来未来未来をををを強強強強くするくするくするくする子育子育子育子育ててててプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト    
        （（（（１１１１））））子育子育子育子育てててて支援活動支援活動支援活動支援活動のののの表彰表彰表彰表彰    
        （（（（２２２２））））女性研究者女性研究者女性研究者女性研究者へのへのへのへの支援支援支援支援    
募集締切 ２０１２年９月１４日（金） 必着 

●●●●公益財団法人公益財団法人公益財団法人公益財団法人    イオンイオンイオンイオン環境財団環境財団環境財団環境財団    ２０１２２０１２２０１２２０１２年度年度年度年度    第第第第２２２２２２２２回回回回    環境活動助成環境活動助成環境活動助成環境活動助成    
募集締切 ２０１２年９月１０日（月） 必着                      ※詳細についてはお問い合わせ下さい。 

 

 

 

団体紹介～団体紹介～団体紹介～団体紹介～団体紹介～団体紹介～団体紹介～団体紹介～団体紹介～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助  成  金  情  報  

ラルゴの会 

宇部フォークダンス協会 

ラルゴの会  代表 土井 秀昭 
問合せ 

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

こんにちは。私たちは、創立５５年の歴史あるフォークダンスサークルです。今年３月には創立５５周年記念祝賀会とフォー
クダンスパーティを開催し、県内外から沢山の仲間やＯＢの方々が集まり祝って頂きました。現在３９名の会員が世界の音楽
と踊りを楽しんでいます。自慢は例会の出席率が年間を通して９０％近いことです。そして笑顔が絶えません。それだけフォー
クダンスの魅力は素晴らしいものだと思います。 

又、私たちは宇部まつりをはじめ、宇部市スポレク祭や文連フェスティバルなどに積極的に参加し、皆様と交流も深めてい
ます。いろいろな踊りやコスチュームを紹介できるのも、また楽しみのひとつです。今年はフォークダンス以外でも新天町ハミン
グロード七夕飾りコンテストにも参加し、銀メダルを頂きました。ご声援ありがとうございました。 

皆さんも私たちの仲間になりませんか！そしてフォークダンスを踊る楽しみを一緒に味わいませんか！？いつでも歓迎しま
す。毎年４月、５月には基礎ステップから教える初心者教室も開いていますので、どなたでも踊れるようになりますよ。お待ちし
ています。 

問合せ 宇部フォークダンス協会 
会 長：真鍋 信也 TEL：0836-41-6550  事務局：岩永 眞一 TEL：0836-44-1709 

●例会のご案内 

日 時：毎週木曜日 １９：００～２１：００  場 所：神原中学校 体育館 

●～宇部市スポレク祭２０１２ ｉｎ フォークダンスの集い～ 

日 時：１０月７日(日) (雨天中止) １０：００～１５：００ 

場 所：常盤公園レストハウス下（中央入口から入るととても近いです。） 

参加費：無料（どなたでも参加できます。） 

その他：昼食は各自ご持参ください。 

公園駐車場料金は割引チケットを差し上げます。 

私たち「ラルゴの会」は１９９１年４月～２００８年９月まで市内で

自主上映活動をしていた「うべシネマクラブ」が源流となって生まれ

た会です。 

会員は現在３名。主な活動は、映画界で活躍している俳優の特

集を中心に文章やイラストでまとめたフリーペーパー

【TOOMUCHTIME】の発行です。 

会の名前の由来は、代表の土井が宇部市のコミュニティ局「FM

きらら」で個人出資して始めたラジオ番組ミニシアターラルゴミニシアターラルゴミニシアターラルゴミニシアターラルゴからと

りました。ラルゴラルゴラルゴラルゴ とは音楽用語で、『『『『ゆるやかにゆるやかにゆるやかにゆるやかに』』』』の意味で、そうい

う雰囲気で番組も会もやっています。 

土曜の午後９時から放送中ですので、メール等頂ければ今後の

活動の事など、お話出来ると思います。その他こちらも不定期です

が、会員同士で映画の感想や情報交換など楽しく話し合う例会も

行っています。 

映画を中心として様々な活動を企画中。興味がある方は市民活

動センターかミニシアターラルゴミニシアターラルゴミニシアターラルゴミニシアターラルゴまで。 

  

～世界の音楽と踊りに触れる楽しさを一緒に体験してみません

～映画が大好きな人、集まれ！



●レトロ＆モダン集団 キング・コロンビア コンサート 
 

１９３０～１９５０年代の古き良きアメリカのスイ
ング・ジャズ復興！２０代の男前８人組の和製スイン
グ・ジャズ・バンドをお楽しみ下さい。 

 
日 時：９月１９日（水） 

 １８：３０～（開場）  
１９：００～（開演） 

場 所：宇部市文化会館  
３Ｆホール 

入場料：一   般 ３，７００円  
大学生以下 ２，０００円（当日各５００円増） 

★申込み・問合せ★ 
宇部音楽鑑賞協会 ＴＥＬ：３４－２３８４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●語学教室 受講生募集中！！ 
  中国語 初級（９月～２月までの半年コース）  
 
 初めての方でも、気軽に使える日常会話から勉強で

きます。興味のある方は、見学も可能なので、ぜひ一

度見に来て下さいね♪ 

日 時：毎週金曜日     １２：３０～１３：５０ 

    毎週水曜日【夜】 １８：４５～２０：００ 

場 所：宇部市民活動センター「青空」 

月 謝：毎月 ２，０００円 

（テキスト代別途徴収） 
★申込み・問合せ★ 
宇部市民活動宇部市民活動宇部市民活動宇部市民活動センターセンターセンターセンター「「「「青空青空青空青空」」」」    
ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ：３６３６３６３６－－－－９５５９５５９５５９５５５５５５ 

●小さなお子さんから小学校低学年向け人形劇  
はらぺこ団「このハコなあに」 ＆  

『びんぼう神と福の神』 
 

はらぺこ団のハコと人形で演じる『このハコなあに』
と、働き者の２人とびんぼう神が登場する『びんぼう
神と福の神』の２本立てです。 
日 時：９月１５日（土）１４：００～（開演） 
場 所：宇部市文化会館 ２Ｆ 
入場料：一般 ２，５００円（当日５００円増） 
    会員 無料 
★申込み・問合せ★ 

ＮＰＯ法人 うべ★子ども２１  
ＴＥＬ：２１－９１１４ 

●うべ探検博覧会２０１２ 開催決定！！ 
 
 『きっと、もっと好きになる』をテーマに、今年も
宇部の楽しいもの、美味しいもの、素敵な場所やすご
い人、色々楽しめるプログラムを準備中です！！ 
 巡る、知る、創る、食べる、楽しむなど、ジャンル
別のプログラムで皆さんの『知らなかった宇部』を紹
介します。市内の方も市外の方も楽しめるイベントを
ご期待くださいね♪ 
 進行状況をＨＰやＦａｃｅｂｏｏｋにてお知らせし
ています。気になる方はチェックしてみて下さい！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
★申込み・問合せ★ 

うべ探検倶楽部  
ＴＥＬ：３９－７４６０（（（（受付時間受付時間受付時間受付時間 10:0010:0010:0010:00～～～～17:0017:0017:0017:00    月月月月～～～～金金金金））））    

ＵＲＬ：http://ubetan.jp/ 
 

●僕らのまっ黒体験！ジュニアサマープログラム２０１２ 
 
 小中学生対象の宿泊を伴う野外教育行事、サイクリ
ングプログラムです。興味のある方は行事案内書をご
請求ください！！ 
日 時：１０月６日（土）～１０月８日（月） 
場 所：萩セミナーハウス（宿泊あり） 
対 象：共に小学３年生～中学３年生  
定 員：１８名 

※9/20 までに要申込み（必着）  
★申込み・問合せ★  

キララ・カウンセラーズ・クラブ事務局  
ＴＥＬ：０５０－７５７７－０１７０ 

 

●滝本ようさん 木削り教室 
 

３ヶ月おきに日本とアメリカで開催されている、よ
うさんの木削り教室はとても好評です！ 

無心に木と触れ合う心地よさを体感されてくださ
い。癒しの時間と楽しいひと時を、一緒に過ごしませ
んか？ 

 
日 時：９月７日（金） １８：００～２１：００ 
場 所：ひびきの森 
参加費：大 人 ３，０００円  

子ども ２，０００円 
★申込み・問合せ★ 

ひびきの森 
ＴＥＬ：０９０－９０６４－８０７５（西村） 

●宇部野鳥保護の会 ～タカの渡り観察会～ 
 
日 時：９月２３日（日）８：３０～１２：００ 
場 所：霜降山（男山山頂駐車場 集合） 
参加費：無料 
内 容：今年も繁殖を終えたタカが南の越冬地を目指

して渡っていく季節がやってきます。上昇気
流に乗り一斉に舞い上がる「タカ柱」は圧巻
です！ 

 
●宇部野鳥保護の会 ～ツルのねぐら整備～ 
 
日 時：１０月６日（土）６：３０～１５：００ 
場 所：周南市八代（山口市阿知須支所駐車場 集合） 
参加費：無料  
持参品：軍手、タオル 

動きやすく汚れても良い服装 
内 容：ナベヅルの飛来シーズンを前に、ツルが安心

して過ごせるように、塒周辺や休息場所の草
刈などの整備を行います。 

★申込み・問合せ★ 
宇部野鳥保護の会   
ＴＥＬ：０９０－１３５７－５７６２（崖） 

●宇部おもちゃ病院・ふれあい自助具工房  
 
 壊れたおもちゃをご持参下さい！！ 

お気に入りのおもちゃが壊れてしまって困っている
方はいませんか？ベテランのドクター＆ナースが、壊
れたおもちゃを治療してくれますよ！！ 
日 時：９月８日（土） １３：００～１６：００ 
    毎月第毎月第毎月第毎月第２２２２土曜日開院中土曜日開院中土曜日開院中土曜日開院中！！！！！！！！    
場 所：宇部市民活動センター 
修理費：無料 
★申込み・問合せ★ 

宇部市民活動宇部市民活動宇部市民活動宇部市民活動センターセンターセンターセンター「「「「青空青空青空青空」」」」    
ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ：３６３６３６３６－－－－９５５５９５５５９５５５９５５５    ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：３９３９３９３９－－－－２２７２２２７２２２７２２２７２ 



９９９９    月月月月    イ ベ ン トイ ベ ン トイ ベ ン トイ ベ ン ト 内内内内 容容容容    ■時間時間時間時間        ★★★★会場会場会場会場        ●●●●料金料金料金料金 申込申込申込申込みみみみ・・・・問合問合問合問合せせせせ    

～２ ～
日 

ひびきの森 うさとの服展                       
■１０：００～１８：００ ★ひびきの森 ●入場無料（服の購入も可能です） 

ひびきの森 
090-9064-8075（西村） 

１～
10/8 

土
～
月 

江藤斎彦遺作展   ■１０：００～１７：００（土曜日１８時迄）月曜日休館 
★逍雲堂美術館 ●一般 ５００円 中・高校生３００円（３F は常設展示） 

逍雲堂美術館 
21-2203 

２・８ 
日
・
土 

おひさまランド   ★9/2 ときわ湖水ホール、ときわ公園 9/8 未定（お問合せ下さい）           
■１０：００～１５：００ ▲対象：9/8 幼児～小学生の親子 ▼内容：9/2「子育て文化創
造フェスタ ちびっ子の集い」に協力 9/8 みんなでピカソ  

NPO 法人  
うべ★子ども２１ 

21-9114 

６・ 
１３・
２７ 

木 
環境サロン「ごみと化学物質」・「世代間の対話」 ★銀天エコプラザ 
■各日程により異なります。お問合せ下さい。 ●３００円/回（資料代・会場費を含む） 

宇部市まちなか環境
学習館銀天エコプラザ 

39-8110 

７ 金 
滝本ようさん 木削り教室 
■１８：００～２１：００ ★ひびきの森 ●大人 ３，０００円 子ども ２，０００円 

ひびきの森 
090-9064-8075（西村） 

７ 金 
『朗読のひととき』 ＩＮ ヒストリア宇部 
■１３：３０～ ★ヒストリア宇部 １Ｆ 第１交流室  

対面朗読の会 
32-2465（野村） 

８ 土 
組織運営・資金運用講座 ～学んで実践！かしこい運営！～ ★パルトピアやまぐち 
■１３：００～１６：００●無料 ▲講師：船﨑美智子さん 平田 隆之さん  

公益財団法人  
山口きらめき財団 

082-929-3600 

８ 土 
メルヘンこども園 オープンハウス 
■１０：００～１２：００ ★メルヘン子ども園 ●一組 １００円（おやつ付き） 
※園のお母さん達による人形劇「三びきのやぎのがらがらどん」 １０：３０～ 無料 

メルヘンこども園 
TEL＆FAX 51-9802 

９ 日 
自立しない子の親の会 ～もうがんばらなくていい～ 
■１３：００～１５：００ ★宇部市民活動センター ●３００円 ※※※※毎月第毎月第毎月第毎月第２２２２日曜日開催中日曜日開催中日曜日開催中日曜日開催中！！！！ 

自立しない子の親の会 
070-6681-5915（黒川） 

４・ 
１８ 

火 
パソコンよろず相談      
■１３：００～１５：００ ★宇部市民活動センター ●３０分 ５００円 ※※※※要予約要予約要予約要予約    

宇部市民活動センター 
36-9555 

６・ 
２０ 木 

ひびきの森 震災復興支援カフェ～ひびきの森ファームで作った食材のランチをどうぞ～ 
■１１：００～１５：００★ひびきの森●ランチ５００円（要予約）※※※※毎月第毎月第毎月第毎月第１１１１・・・・第第第第３３３３木曜日営業中木曜日営業中木曜日営業中木曜日営業中！！！！    

ひびきの森 
090-9064-8075（西村） 

８ 土 
宇部おもちゃ病院・ふれあい自助具工房      ▼壊れたおもちゃをご持参下さい。       
■１３：００～１６：００ ★宇部市民活動センター       ※※※※毎月第毎月第毎月第毎月第２２２２土曜日開院中土曜日開院中土曜日開院中土曜日開院中！！！！    

宇部市民活動センター 
36-9555 

１２・
１９・
２６ 

水 
メルヘンこども園 未就園児の会         ▲内容：手ぬいでちくちくスモック作り 
■９：３０～１１：００ ★メルヘンこども園 ●２００円（材料・おやつ付き）  

メルヘンこども園 
TEL＆FAX 51-9802 

１３ 木 
原発出前授業 川原茂夫「ほんとうのお話」～ＤＶＤ勉強会 
■１０：００～１２：００ ★善福寺（上条３丁目８－８） ●無料（要予約）  

放射能と子どもの未来
を考える会＠宇部 

090-2003-1913（国清） 

１５ 土 
小さなお子さんから小学校低学年向け人形劇 はらぺこ団『このハコなあに』＆『びんぼう神と福の神』 
■１４：００～（開演）★宇部市文化会館２Ｆ●２，５００円（当日５００円増）会員無料 

NPO 法人  
うべ★子ども２１ 

21-9114 

１９ 水 
【宇部音鑑１６４回例会】 レトロ＆モダン集団 キング・コロンビア コンサート   
■１８：３０～（開場） １９：００～（開演） ★宇部市文化会館３Ｆホール ●全席指定
席 一般 ３，７００円 大学生以下 ２，０００円（当日各５００円増） 

宇部音楽鑑賞協会 
34-2384 

２０ 木 
岡部賢二の心とカラダのスキルアップ講座                      

第４回 無意識の心の癖？幸せ回避症について   ※全６回講座 

■１０：３０～１２：００★ライサスペース（宇部市）●１講座 ２，５００円▲定員：３０名 

地球役立隊 
070-5678-5314（梶井） 

２３ 日 
宇部野鳥保護の会 ～タカの渡り観察会～ 
■８：３０～１２：００ ★霜降山（男山山頂駐車場 集合） ●無料 

宇部野鳥保護の会 
090-1357-5762（崖） 

２４ 月 

妊婦さんの骨盤講座                      ※※※※毎月第毎月第毎月第毎月第４４４４月曜日開催中月曜日開催中月曜日開催中月曜日開催中！！！！！！！！    
■１０：００～１２：００ ★自宅（お申込み後ご案内） ●８００円 ▲持参品：骨盤ベルト 
▼定員：５名 ※メールにて要申込み E-Mail：sakura.mika@ezweb.ne.jp   

NPO 法人 日本マタニ
ティ整体協会 

090-7545-1419（中村） 

２６ 水 
渡辺翁記念会館開館７５周年記念 三井住友海上文化財団派遣コンサート 室内楽名曲コンサート 
■１８：００～（開場） １８：３０～（開演） ★宇部市渡辺翁記念会館  
●全席指定席 一般 １，５００円 高校生以下 ５００円（当日各５００円増） 

宇部市総合政策部 
文化振興課 

34-8616 

２９ 土 
てくてくまち歩き ～川上の昔と今を歩きましょう！～          ▲定員：４０名                 
■１０：００～１２：００ ★集合：日吉神社（国道４９０号線沿い）駐車可 ●無料   

宇部市観光交流課 
34-8353 

１０１０１０１０    月月月月   

６ 土 
２０１２年度 小学校英語指導法講座 （全６回）     

■１３：００～１６：００★山陽小野田市「きらら交流館」●受講料無料（教材費 1 万円） 
▼定員：５０名  ※詳細はお問合せ下さい。 

NPO 小学校英語教育支
援協会（きらら交流館内） 
090-4696-2872（木島） 

６ 土 
宇部野鳥保護の会 ～ツルのねぐら整備～   
■６：３０～１５：００ ★周南市八代（山口市阿知須支所駐車場 集合）●無料  
▲持参品：軍手、タオル、動きやすくて汚れても良い服装 

宇部野鳥保護の会 
090-1357-5762（崖） 

６～
８ 

土
～
月 

僕らのまっ黒体験！ジュニアサマープログラム２０１２ 
★萩セミナーハウス（宿泊あり）▲対象：小学校３年生～中学校３年生▼定員：１８名 
※9/20 までに必着 行事案内書をご請求下さい。 

キララ・カウンセラー
ス・クラブ事務局 
050-7577-0170 

１３・
２０ 土 

２０１２年度秋期定例「青少年野外教育グループカウンセラーに関する説明会」 
■１３：００～１６：００ ★10/13 県民活動支援センター 10/20 フロンティア短大正
門前（13:00 集合） 各１時間程度 ※前日までに要申込み 詳細はお問合せ下さい。 

キララ・カウンセラー
ス・クラブ事務局 
050-7577-0170 

 


