
ボランティア紹介・登録などのお申込・お問い合わせは…
合人社ウェンディひと・まちプラザ
1（082）545-3911 5（082）545-3838

まちづくりボランティア人材バンク発表会
当プラザは、市民グループなどからのご要望により、ボランティアの紹介・

あっせんをしています。仕事や趣味などで得た知識・技術などを生かし、ボ
ランティアとして、助言・実技指導などを行う方々が「まちづくりボランティア
人材バンク」に数多く登録されています。毎月第 4 土曜日に、登録者の皆さ
んにご出演いただいています。

※当バンクは、政治、宗教、営利目的の活動での利用はできません。
※達人紹介は、団体・グループからの単発な活動に限ります。個人活動や長期継続活動
への紹介はできません。

※達人は、実費弁償ボランティアとして活動します。交通費、資料代、材料費等の実費は、
申込団体にご負担いただきます。

［お願い］新型コロナウイルス感染症予防等について、開催予定の催しなど
が中止となる可能性があります。詳しい開催状況は、当プラザ HP やチラシ
等でご案内いたしますのでご確認ください。

●日時／8月28日（土）、9月25日（土）、10月23日（土）
　　　　毎月第4土曜日 午後2時～3時半
　　　　※時間は変更になる場合がございます。
●場所／北棟6階マルチメディアスタジオ（無料：要事前申込）

学生時代にハワイアン音楽に惹かれ、その後60年以上も趣
味としてハワイアンバンドを組み演奏している上西津二さん。津
二さんはウクレレの指導、妻の千加子さんは、フラダンス教室
の講師として、夫妻で活動しています。
「大学時代、偶然耳にしたハワイアン音楽に夢中になって、
友人とサークル「広島大学ブルーコーラル・ハワイアンズ」を結
成し、ギターやウクレレ、そして現在はスティール・ギターも弾く
ようになったんです」と津二さん。卒業して就職後も、趣味とし
て音楽活動を続け、定年後は本格的にバンド「上西しんじ＆
カルア・サウンズ」を結成し、平成12年に人材バンクに登録し
ました。
千加子さんは、津二さんと結婚するまでは日本舞踊やバレエ

を習っていたそうですが、結婚後は津二さんがハワイアン音楽
をやっていたこともあり、フラダンスにチャレンジ。広島市内の教
室に通った後、ハワイに留学。現在まで20年以上にわたって
ハワイで最大のフラのコンペティション「メリーモナーク」の審査
員を務めるフランダンスの伝道師でミュージシャンでもあるエン
ズレイ・ハレマヌ先生に師事。コロナ禍になるまでは、年2～3
回、津二さんとハワイを訪れ定期的にフラダンスやハワイアン音
楽を学び、現地のフラダンサーやミュージシャンとの交流で得た

ものを、自らが開く
教室で生徒さんた
ちに伝えてきました。
「フランダンスは、
時が止まったような
感 覚を覚える、
ゆったりとしたメロ
ディをバックに踊り、
エレガントさや、

日々の慌ただしさを
忘れて癒される、そ
れが大きな魅力で
す」と千加子さん。
現在は、津二さん

とともに人材バンクに
登録しボランティア活動を本格化。施設を訪問したり、公民館
などで教室を開催する他、カルチャー教室での講師、さらには
津二さんたちと一緒にフラワーフェスティバル等、多くのイベント
やステージにも出演。これからも、要望があれば夫妻で施設へ
の訪問等ができればと考えているそうです。
「ここ2年近くは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響も
あって、ハワイに行っていません。落ち着けば、またハワイに
行って現地の風を感じ
て持ち帰り、フラダンス
やウクレレ教室の生徒さ
んはもちろん、いろいろ
な方々に披露する場で
伝えていきたいですね」。
来る人を拒まない、誰

でも優しく温かく迎えてく
れる「ハワイアン・スピリッ
ト」すなわち「アロハの
心」に惹かれた上西さん
ご夫妻。これからも癒し
の音楽とダンスを伝えて
いこうとするその姿に、
温もりを感じました。

ハワイアン音楽とフラダンスに惹かれ
夫妻で「ハワイアン・スピリット」を伝える

▲「上西しんじ＆カルア・サウンズ」と
　千加子さん

▲ハワイアンバンド
　「上西しんじ＆カルア・サウンズ」

▲スタジオ創立20周年記念ハワイツアー
　エンズレイ・ハレマヌさんを囲んで（令和元年9月）

フラダンスとハワイアン音楽演奏  上西 千加子さん・上西 津二さん

Interview 3

▲上西津二さん・上西千加子さん

今回の助成事業には、26団体（団体育成助成部門4団体、まちづくり活動
発展助成部門22団体）の応募がありました。
このうち、育成部門から4団体、発展部門から13団体が書類審査を通過し

ましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため予定していた公開審査
会をやむなく中止。運営委員による2次審査（書類選考）が行われ、下表のと
おり助成が決定しました。

今年度は、17団体に総額3,174,000円（育成部門4団体174,000円、発展部門
13団体3,000,000円）が助成されました。今後は11月の中間発表会、翌年5月
の成果発表会で、活動成果が報告される予定です。

3.2万円

4.4万円

4.8万円

5.0万円

17.4万円計 4団体

団　体　名 事業名称／テーマ 助成金額

団体育成助成部門

ひと・まち広島未来づくりファンドＨ㎡（ふむふむ）は、市民・企業・行政等が力を
合わせて、市民のまちづくり活動を長期にわたり支え育てていくために設けられた
基金です。私たちの住む広島のまちをよりよくしていくために、できるだけ多くの皆
さまからの寄付をお願いします。

寄 付 お 願 いの

（公財）広島市文化財団では、市民の皆さんの自
主的なまちづくり活動を支援し、市民、企業、行政
の協働によるまちづくりを推進するための仕組みづ
くりとして、公益信託による基金「ひと・まち広島未
来づくりファンドＨ㎡（ふむふむ）」を設けています。
この基金は、心豊かでいきいきとした市民社会づ
くりを目指すため、市民の皆さんの自主的なまちづ
くり活動に対する助成事業を行っており、助成先は、
学識経験者などで構成する運営委員会が公開審査
し、決定します。
これまでの助成団体や助成額等については、（公
財）広島市文化財団ひと・まちネットワーク部のホー
ムページでご覧いただけます。
また、基金では多くの皆様からの寄付をお願いして
います。

http://www.cf.city.hiroshima.jp/hitomachi/HP

Ｈ㎡
ひと・まち

広島未来づくり
ファンド

ふむふむ

基金の愛称『Ｈ㎡（ふむふむ）』とは…
【ひと（Hito）まち（Machi）広島（Hiroshima）未来づくり
（Miraizukuri）ファンド】の略で、頭文字（ＨＭＨＭ）をとって
“ふむふむ”と読みます。［ひと］と［まち］をつなぎ、［広島］の
［未来］を創造するファンドで、みんなが“ふむふむ”と納得し
ながら共感が広がっていくまちづくりをイメージしています。

団地の法面を彩る会

健康麻雀を通じた地域の交流の場・人のつながりを作る

夏の子どもキャンプ（自然体験学習）

明田フォトプロジェクト

団地の法面を彩る会

あいた健康麻雀の会

みんなの家・House for All

明田フォトプロジェクト

※各部門ともに応募申請順

19.3万円

6.7万円

29.0万円

13.9万円

32.7万円

20.7万円

35.4万円

20.1万円

30.1万円

26.9万円

26.3万円

7.8万円

31.1万円

300.0万円

笑顔で歌って踊る“うたごえフラ”

クリスマスのサンタ活動

シェアハウス寺升 活動開始！

防災教育「ちびっこ防災士」養成講座

世代間交流イベント☆野菜作り・料理教室・防災など

伝える輪と和

#3つのCプロジェクト 教科書徹底サポート

松宗の堤・火山登山道の整備

要約筆記ボランティア入門講座

性暴力・DV・虐待サバイバー支援

おきらく劇場ピロシマ －演劇で人がつながる・まちづくり－

SOSシグナルの普及と声をかけやすい環境作り

ひろしま「かがり灯」の祭典

計 13団体

団　体　名 事業名称／テーマ 助成金額

まちづくり活動発展助成部門

アカハイ・ホヌ

NPO法人チャリティーサンタ広島支部

おがうち探検隊TEVENT

一般社団法人ひろしま防災減災支援協会

広島なずなの会

Romui

ピアサポート子育て相談センター

堤の会

一般社団法人舞台芸術制作室無色透明

白い杖SOSシグナルをひろめる会広島

一般社団法人100年後の広島を創ろう委員会

性暴力・DV・虐待サバイバーを支援する
コミュニティ広島「シムト」

特定非営利活動法人
広島市要約筆記サークルおりづる

▲過去の助成事業  中間発表会の様子

●日時：11月13日（土）午後1時～午後4時半（予定）
●場所：合人社ウェンディひと・まちプラザ
          （まちづくり市民交流プラザ）北棟4階ギャラリー

中間活動発表会

第19回助成事業 助成決定団体と助成金額

振 込 先

口座名義
広島銀行広島市役所支店／別段預金  No.3000017
公益信託広島市まちづくり活動支援基金寄付金受入口
※手数料は自己負担となります。
※この公益信託への寄付に対して税の減免はございません。
※頂戴したご寄付は、毎月末日締めにて集計し、翌月の5日（休日の場合は翌営業日）
に基金へ寄付させていただきます。

・・

Ｈ㎡
ひと・まち

広島未来づくり
ファンド

ふむふむ

公益信託広島市
まちづくり活動支援基金

ひと・まち広島
未来づくりファンド

Ｈ㎡ふむふむ

助成先が決定しました
第19回
助成事業

こかうえにし ち うえにし しん じ
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形 3号で宛先を記入）を同封して下記
共通項目申込先まで郵送するか当施設
のホームページからお申込みください。
申込受付期間  8月1日（日）～8月15
日（日）【必着】
②親子で星空観察& 夜景を楽しもう
in 三滝～惑星（木星、土星）の観
察と秋の四辺形をみつけよう～
親子で星空を観察したり、夜景を眺
めながらゆったりとした時間を過ごしま
しょう。
日にち  11月 6日（土）
定　員  20人程度（定員を超える場合
は抽選）
対　象  小学生以上の子どもとその保
護者
参加費  50 円（保険料、資料代）
※当日徴収
申　込  事業名、参加者全員の名前と
ふりがな、性別、郵便番号、住所、電
話番号、年齢、児童生徒は学年を記入
し、84円切手を貼った返信用封筒（長
形 3号で宛先を記入）を同封して下記
共通項目申込先まで郵送するか当施設
のホームページからお申込みください。
申込受付期間  10月1日（金）～10月
15日（金）【必着】

③古代キャンプ in 三滝
自然とのかかわりの中で古代の人々
の暮らしを体験してみましょう。
日にち  10月 9日（土）～10日（日）
内　容  クラフト、古代オリエンテーリ
ング、キャンプファイアなど
定　員  36人（定員を超える場合は抽選）
対　象  小学校 4 年生～ 6 年生
参加費  3,000 円（保険料、食費、薪代、
資料代など）
申　込  事業名、参加者の名前とふり
がな、性別、郵便番号、住所、電話番号、
年齢、学年を記入し、84円切手を貼っ
た返信用封筒（長形 3号で宛先を記入）
を同封して下記共通項目申込先まで郵

送してください。
申込受付期間  9 月 1日（水）～ 9月
15日（水）【必着】
共　催  文化財課、広島野外活動クラブ

④三滝アドベンチャーランド
学校での野外活動や日常生活などで
の経験を活かしながら、さらに知識や
技能が必要となる活動を通して、三滝
の自然を探索することの出来るオリエ
ンテーリング、野外炊飯などの活動を
通して、生きる力を養います。
日にち  11月20日（土）～21日（日）
内　容  自然体験活動など
定　員  36人（定員を超える場合は抽選）
対　象  小学校4年生～中学校3年生
参加費  2,000 円（保険料、食費、材
料費など）
申　込  事業名、参加者の名前とふり
がな、性別、郵便番号、住所、電話番号、
年齢、学年を記入し、84円切手を貼っ
た返信用封筒（長形 3号で宛先を記入）
を同封して下記共通項目申込先まで郵
送してください。
申込受付期間  10月1日（金）～15日（金）
【必着】
共　催  広島野外活動クラブ

①～④共通項目
場　所  広島市三滝少年自然の家
申込・問合せ  広島市三滝少年自然の家
〒 733-0802 広島市西区三滝本町一丁
目73 番地の 20
☎ 082-238-6301

青少年センターからのお知らせ
①文化発表促進事業 PROJECT Fe
結成 20周年記念公演
「永く、ゆっくり、もっと遠くへ」
経歴の違う者が公演ごとに集う演劇
ユニットPROJECT Fe による記念公
演。個性豊かな役者陣が織りなすスケー
ルの大きな物語をお楽しみください。
公開日時  
① 8月28日（土）午後 2 時～
② 8月28日（土）午後 6時～
③ 8月29日（日）午前 11時～
④ 8月29日（日）午後 3 時～
※開場 30 分前
入場料  入場料：一般 2,700 円（当日
3,200 円）学生 1,700 円（当日2,200 円）
チケット予約：オンラインまたは、下記
共通問合せ先へ
Quartet Online（オンライン）
https://www.quartet-online.net/
ticket/longslowdistance
※オンライン予約開始 7月10日（土）
※支払いは当日会場にて
定　員  各回 314人
会　場  青少年センターホール
問合せ  PROJECT Fe
MAIL  projectfe.info@gmail.com
または次頁共通問合せ先へ

②プロのアナウンサーに学ぶ
アナウンス講座【応用編】
「人前で、話す。伝えるを、極める。」
聞きやすい発声を学び、CMやナレー
ションなどを想定した実践的な練習を
行います。
日　時  ① 9月5日（日）②9月12日（日）
午前 10 時～正午
内　容  ①発声練習②CM・ナレーション
定　員  20人（抽選）

催しの変更・中止などに関するお
知らせ
新型コロナウイルス感染症の患者が
国内でも発生していることから、今後、
掲載している催しなどの開催状況が変
更（内容・定員など）や中止になる場
合があります。
詳しい開催状況は、主催者ホーム

ページをご確認いただくか、主催者ま
でお問い合わせください。

シティカレッジ
大学などが持つ優れた研究・教育
機能を市民生活に活かすことを目的に、
学習機会を提供します。
会　場  合人社ウェンディひと・まち
プラザ（まちづくり市民交流プラザ）
受講料  無料
申込方法  
⑴電話またはファクスにより①希望講
座名または大学名②氏名（ふりがな）
③住所④連絡先（電話番号、ファクス
番号）をご連絡ください。先着順によ
り定員になり次第締め切ります。※各
講座とも全回参加が前提です。※郵送
（はがき等）による受付は行っていま
せん。
⑵受付時間：月～金（祝日を除く）午
前 8 時半から午後 5 時 15 分まで（来
所の場合は午前 9 時半から）。土・日・
祝日は閉所しています。
⑶申込開始日が講座によって異なりま
す。申込開始日まではお受けできませ
んので、下記の表をご確認ください。
申込・問合せ  （公財）広島市文化財団
ひと・まちネットワーク部管理課事業係
〒730-0036 中区袋町6 番 36 号
☎ 082-541-5335  5082-541-5611

大学などの高等教育機関と連携し
て、市民の皆さまに高度で専門的な学
習機会を提供する公開講座です。

広島大学大学院との連携講座
リテラ「21世紀の人文学」講座
2021 「疫病の時代を生きる」
人間は古今を問わず、洋の東西を問
わず、さまざまな病気と戦ってきました。
その歴史は同時に医学の発展史でもあ
るでしょう。本講座では疫病との戦い
の歴史を中世ヨーロッパと古代中国・
近世日本の視点から紹介します。
場　所  合人社ウェンディひと・まち
プラザ（まちづくり市民交流プラザ）
北棟 6階マルチメディアスタジオ
定　員  50人（定員を超える場合は抽選）
受講料  750 円

対　象  広島市内に在住か通勤・通学
の方
申込方法  10月1日（金）から申込受付
開始。申込開始日以前は受付できません。
はがき（1人 1枚）に①講座名②住所
③氏名（ふりがな）④電話番号を記載の
うえ、下記宛先へお送りください。
［宛先］（公財）広島市文化財団ひと・
まちネットワーク部管理課
「リカレント講座（広島大学大学院）」係
〒730-0036 中区袋町6 番 36 号
申込締切  10月29日（金）【必着】
問合せ  （公財）広島市文化財団ひと・
まちネットワーク部管理課事業係
☎ 082-541-5335

三滝少年自然の家からのお知らせ
①親子で星空観察& 夜景を楽しもう
in 三滝～惑星（木星、土星）の観
察と夏の大三角をみつけよう～
親子で星空を観察したり、夜景を眺
めながらゆったりとした時間を過ごしま
しょう。
日にち  9月11日（土）
定　員  20人程度（定員を超える場合
は抽選）
対　象  小学生以上の子どもとその保
護者
参加費  50 円（保険料、資料代）
※当日徴収
申　込  事業名、参加者全員の名前と
ふりがな、性別、郵便番号、住所、電
話番号、年齢、児童生徒は学年を記入
し、84円切手を貼った返信用封筒（長

生涯学習

リカレント講座 イベント

広
島
文
教
大
学

講 座 名 広島の街の昔と今

日 時 8/28、9/4、9/11、9/25
土曜（全4回）13:00～14:30

対象・定員 高校生・大学生・社会人　30人

申込開始日 8月2日

広
島
都
市
学
園
大
学

講 座 名 当たり前だと思っていませんか。
話すこと、食べること

日 時 9/11、9/25、10/2、10/9
土曜（全4回）13:00～14:30

対象・定員 高校生・大学生・社会人　30人

申込開始日 8月2日

広
島
工
業
大
学

講 座 名 建築基準法と建築物の地震被害

日 時 9/30、10/7、10/14、10/21
木曜（全4回）18:30～20:00

対象・定員 高校生・大学生・社会人　30人

申込開始日 9月1日

広
島
経
済
大
学

講 座 名 「ウィズ・コロナ」時代の社会
～私たちの生き方を考える～

日 時 10/26、11/2、11/9、11/16
火曜（全4回）18:00～19:30

対象・定員 高校生・大学生・社会人　30人

申込開始日 9月1日

近
畿
大
学
工
学
部

講 座 名 オスカー・ワイルド、夏目漱石と
イギリス

日 時 11/6、11/13
土曜（全2回）14:00～15:30

対象・定員 社会人　30人

申込開始日 10月1日

［シティカレッジ］

１
回

日　程 12月4日（土）13：30 ～15：00

テーマ 中世ヨーロッパにおける予防医学とそ
の実践

講　師 足立　孝（広島大学大学院人間社会科
学研究科准教授）

２
回

日　程 12月4日（土）15：10 ～16：40

テーマ 古代予防医学の世界

講　師 有馬　卓也（広島大学大学院人間社会
科学研究科教授）



受付期間

「プラザ主催事業のご案内」に
関する申込・お問合せは・・・
広島市まちづくり市民交流プラザ
〒730-0036 広島市中区袋町6番36号
（合人社ウェンディひと・まちプラザ）
☎082-545-3911 5082-545-3838
MAIL: m-plaza@cf.city.hiroshima.jp

1413

リモコひろしまプレゼンツ「学びを止
めるな！リモートチャレンジ公民館」
ひろしまリモート探偵団Vol.2
ゲンビアートクルーズ
夏休み中の子どもたちに向けて、工
事のため休館中の「広島市現代美術館」
をオンラインで探検したり、鉛筆と紙
でできるアート「フロッタージュ」を体
験してみたり。美術館と公民館をつな
いで魅力に迫ります。
日　時  8月19日（木）午後1時半～3時
対　象  小学生以上（小学校 2 年生
以下は保護者同伴。兄弟姉妹の未就
学児も参加可）
リモート発信会場  広島市現代美術館
サテライト会場  合人社ウェンディひ
と・まちプラザ、吉島・二葉・仁保・三
篠・古市・安・祇園・沼田・可部・矢野・
坪井公民館、井原小学校
申　込  希望するサテライト会場に電
話、または窓口で
※各サテライト会場で定員が違います。
※井原小学校では募集していません。

市民活動人材育成講座
アサーティブ・コミュニケーション
で団体活動を円滑に
市民活動を実践していくなかで、人
と人との関係性をつなぐコミュニケー
ションの重要性がますます高まってきま
した。より良い人間関係を築き上げるた
めに必要なことを考えましょう。
日　時  8月31日、9月7日、9月14日、
9月28日  火曜  午後 7 時～ 9 時
定　員  16人（先着順）
対　象  市民活動や地域活動などに
関わり、原則 4回参加できる方
参加費  無料
申　込  電話・ファクス・メール・窓口で。
申込受付期間  8月 24日（火）まで
※定員になり次第、締め切ります。
場　所  合人社ウェンディひと・まち
プラザ（まちづくり市民交流プラザ）
北棟 6階マルチメディアスタジオ

なかちゃん音楽の輪
ヴァイオリンとピアノで奏でる名曲
コンサート
ピアノとヴァイオリンが奏でる素晴ら
しい音楽をどうぞお楽しみください！
出演者  Riberade（リベラーデ）

日　時  9月26日（日）午後 2時～3時
（開場：午後 1時半）
定　員  30人（先着順）
参加費  無料
申　込  電話・ファクス・メール・窓口で。
申込受付期間  8月17日（火）～ 9月
22日（水）
※定員になり次第、締め切ります。
場　所  合人社ウェンディひと・まち
プラザ（まちづくり市民交流プラザ）
北棟 6階マルチメディアスタジオ

パソコン講座
エクセルやワードなど、身近なソフト
を使用した、実用的な学習会です。
申込方法  往復はがき、ファクスまた
はメールで講座名・住所・氏名（ふりが
な）・電話番号・ファクスでお申込みの
方はファクス番号を記入のうえ申込期間
内に合人社ウェンディひと・まちプラザ
（まちづくり市民交流プラザ）へお申込
みください。
※電話による受付は行っていません。
定　員  各講座 20人
※申込多数の場合は抽選
場　所  合人社ウェンディひと・まち
プラザ（まちづくり市民交流プラザ）
北棟 6階マルチメディア実習室

パソコンサロン
基本的なパソコン操作に自信のない
方を対象にパソコンを無料開放します。
会場には ICTボランティアがいますの
で、わからないことがあれば気軽にお
たずねください。
日　時  8月1日、22日、29日/10月
3日、17日、24日
いずれも日曜午後 1時半～ 4 時半
申　込  不要
※パソコンの開放台数は 20 台
※パソコンの持込みはご遠慮ください。
場　所  合人社ウェンディひと・まち
プラザ（まちづくり市民交流プラザ）
北棟 6階マルチメディア実習室

対　象  中学生～30 歳
参加費  無料
申　込  電話、メールまたは窓口で
申込受付期間  8 月 15日（日）～ 8月
30日（月）【必着】
③サンタプロジェクト企画スタッフ募集
12月 24日にサンタクロースなどに扮

して幼児のいる家庭に行き、保護者の
用意したプレゼントを渡すボランティア
です。このプロジェクトを企画、運営も
していただきます。

定　員  20人（抽選）
対　象  15歳～30歳（中学生をのぞく）
参加費  無料
申込受付期間  9月15日（水）～10月
8日（金）【必着】

①～④共通項目
問合せ  広島市青少年センター
☎ 082-228-0447  5082-228-7074
MAIL  y-center@cf.city.hiroshima.jp

広島市高齢者作品展「達人たちの
夢2021」
60 歳以上の方が創作した公募作品
約 200点を展示します。「人生の達人」
の皆さんの心あたたまる力作をごらんく
ださい。
日　時  9月11日（土）～18日（土）
午前 10 時～午後 5時
内　容  日本画・洋画・書道・写真・工芸・
手芸 6部門の作品展示、昨年度入賞
者の写真等の展示ほか
場　所  合人社ウェンディひと・まち
プラザ（まちづくり市民交流プラザ）
北棟 4階ギャラリー、5階研修室ABC
問合せ  （公財）広島市文化財団ひと・
まちネットワーク部管理課内広島市高
齢者作品展実行委員会
☎ 082-541-5335
URL http://www.cf.city.hiroshima 
.jp/hitomachi/

広島市市民活動保険制度をご利
用ください
ボランティア活動などの市民活動中
に事故にあった場合、補償金が給付さ
れます。保険料の負担・事前の登録は
不要です。
対象となる方  市民活動団体等に属し、
市民活動を行う方（広島市民または市
民活動の本拠地が広島市内にある市外
居住者）が対象となります。
対象となる活動（市民活動）  
・広く公共の利益を目的とした自主的・
自発的な活動であること

・活動が計画的に行われていること
・無報酬で行っていること（実費弁償は
無報酬とみなします。）

・日本国内における活動であること
・政治、宗教や営利を目的とした活動
でないこと

・自助的な活動や懇親を目的とした活
動でないこと

・職場などで行事として行う活動でな
いこと

・危険度の高い活動でないこと
補償内容  
傷害：急激かつ偶然な外来の事故で、
活動者が死亡または負傷した場合に対
象となります。
賠償責任：活動者の過失により、他人
の身体・財物に損害を与え、被害者か
ら損害賠償を求められ、法律上の賠償
責任を負う場合に対象となります。
具体的な補償内容、事後発生時の手
続きについては、問合せ先でご確認く
ださい。
問合せ  広島市市民局市民活動推進課
（☎ 082-504-2113）もしくは、最寄りの
区役所地域起こし推進課

楽し人（タノシビト）のための
「あそびCafe」
余暇をあなたらしく生かす方法を一
緒に考えてみませんか。相談員のみなさ
んによる余暇についてのお話や個別相
談、「余暇診断シート」を使ったアドバ
イスを受けられます。毎月第 3土曜日に
開催しています。
日　時  8月21日、9月18日、10月16日、
11月20日
いずれも土曜  午後 2 時～3 時
※開場は午後 1時 50 分
定　員  10人（先着順）
申込開始日  各月1日から電話・ファ
クス・メール受付開始
場　所  合人社ウェンディひと・まち
プラザ（まちづくり市民交流プラザ）
北棟 5階研修室C、または 6階マルチ
メディアスタジオ
相談員  余暇開発士、生きがい情報
士、介護福祉士、心理相談員など ①すぐに使えるワード講座

日 時 9/10、9/24、10/8、10/22、11/5、11/19
隔週金曜（全 6 回）10:00 ～12:00

内 容 表の扱い方や写真、テキストボックスの
挿入などWord の基本

対 象 文字入力・パソコンの基本操作ができる方

受 講 料 7,000 円（テキスト代込み）

申込期間 8月31日（必着）

②すぐに使えるエクセル講座

日 時 9/10、9/24、10/8、10/22、11/5、11/19
隔週金曜（全 6 回）13:30 ～15:30

内 容 テーブルの設定、便利な関数の使い方な
どExcel の基本

対 象 文字入力・パソコンの基本操作ができる方

受 講 料 7,000 円（テキスト代込み）

申込期間 8月31日（必着）

③ Excelマクロ（VBA）の基礎講座

日 時 10/1、10/8、10/15、10/22、11/5、11/12
※10/29は除く金曜（全6回）19:00～21:00

内 容 記録マクロとVBAの基本構成と簡単な
編集、エラー対応の方法など

対 象 簡単な関数や計算式を使った表作成等
基本操作ができる方

受 講 料 6,500 円（テキスト代込み）

申込期間 8月1日～ 9月20日（必着）

④便利なグーグルアプリ

日 時 11/7、11/14、11/21
日曜（全 3 回）13:30 ～15:30

内 容 Chrome や Googlemeet、グーグルマッ
プなどの使用方法と便利技

対 象 文字入力・パソコンの基本操作ができる方

受 講 料 3,500 円（テキスト代込み）

申込期間 9月1日～10月 20日（必着）

お知らせ

▲作品展（ギャラリー）の様子

▲毎月テーマを変えて余暇を楽しむお話をしています

１

日 時 10月15日（金）18：00 ～ 20：00

内 容 説明、参加者同士の交流、チーム作り、
衣装紹介ほか

２

日 時 11月19日（金）18：00 ～ 20：00

内 容
衣装・訪問家庭の決定
訪問企画づくり①

３

日 時 11月 26日（金）18：00 ～ 20：00

内 容 訪問企画づくり②
訪問企画の発表①

４

日 時 12月 3日（金）18：00 ～ 20：00

内 容 訪問企画の発表②

５

日 時 12月10日（金）18：00 ～ 20：00

内 容 訪問企画づくり③

６

日 時 12月18日（土）12：00 ～15：00

内 容 おたのしみ会

７

日 時 12月 24日（金）17：00 ～ 21：00

内 容 サンタプロジェクト本番



居るだけで心温まる場
所、地域ぐるみで支え

る

「こども食堂」の輪

特定非営利活動法人
広島こども食堂支援セ

ンター

安心・安全な食材を使った弁当を手
作り

フードロス削減のための食堂も運営

特定非営利活動法人よもぎのアトリ
エ

「食が体をつくる」安心な食環境づくりを目指して

特定非営利活動法人体にやさしい食の会

CLOSE UP 01

CLOSE UP 03

CLOSE UP 02

プラザ通信
まちづくり・生涯学習情報誌

自分らしく、

粋なくらし

「らしっく『情報の森』」に載せてほしい！という、イベントなどの記事を募集しています。
次号は、「11月下旬発行予定」です。12月以降の情報をお待ちしています。
下記、発行者までお送りください。［9月末日必着］

〒730-0036  広島市中区袋町6-36
TEL：082（545）3911（代表）
TEL：082（545）3913（施設予約受付専用）
FAX：082（545）3838

●開館時間
午前9時30分～午後10時
●休館日
毎月第3月曜日、12月29日～ 1月3日
●交通アクセス
市内電車：「袋町」電停から徒歩約3分
バス：「袋町」バス停（広島電鉄・広島バス）
から徒歩約3分
アストラムライン：「本通駅」から徒歩約6分

※駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用
　ください。ただし、車いす使用者等にご利用いただく
　駐車場は3台分用意しています。

※自転車・バイクの方は、地下の公共駐輪場（有料）を
　ご利用ください。

●ホームページ
http://www.cf.city.hiroshima.jp/m-plaza/

●ひろしま情報a-ネット
http://www.a-net.shimin.city.hiroshima.jp/

●E-mail
m-plaza@cf.city.hiroshima.jp

プラザHP

合人社ウェンディひと・まちプラザ（広島市まちづくり市民交流プラザ）

令和3年7月31日発行　発行者／公益財団法人広島市文化財団　まちづくり市民交流プラザ　〒730-0036　広島市中区袋町6-36

まちづくり企画運営ボランティア養成講座
「withコロナ時代のオンラインイベント企画実践
講座『街の宝物の発信』」を開催しました。
2月27日から3月27日の間に全4回で、
中央公民館と共催のオンラインイベン
トの企画実践講座を実施しました。コ
ロナ禍で注目が高まるオンラインを
使ったイベントについて、企画実施を
通じて学習する実践講座です。
まちづくりイベントの企画経験が豊
富な講師から、イベント企画の手法や、
オンラインイベントの事例について学ん
だ後、参加者でイベントを企画しまし
た。「街の宝物」を見つけて発信すると
いうテーマを元に持ち寄った案から、
「街、食、平和」の三つに絞り込み、各
自が発表を行って一つの番組にまとめ、
講座の最終日に生配信を行うことにな
りました。
講座の第4回目にはリハーサルと確認を行ったのち、YouTubeにて
生配信を行い、広島の宝物についてそれぞれが調べたことを発表しま
した。講座を通して参加者はイベントの企画から実践まで一連の流れ
を体験することができ、発表まで達成できてよかった、もっと詳しく

学びたいというような感想がありました、。生配信された動画のアーカ
イブは以下のURLより閲覧できますので、ぜひご覧ください。
「オンラインで配信！広島の宝物」https://youtu.be/IwVmDtRjjhY

市民活動団体運営支援講座
「紙とペンを使って伝えてみよう」を開催しました
この講座は、まちづくりやボランティアなどの市民活動に取り組む方

を対象に、団体の支援を図ることを目的として、活動していく上で必
要な組織運営の方法や資金活用などについて学習する機会と情報交
換の場を提供するために実施しています。今回は全2回にわたって、
「相手にわかりやすく伝える」をテーマに、さまざまなコミュニケーショ
ンの場面で役立つ伝え方のポイントについて、ワークや実践を通して
学習しました。
第１回のワークでは、「話が長くなりがち」、「相手にちゃんと伝わっ

ているかわからない」など、相手に伝える上で自分が意識しているこ
とや戸惑ったこと、悩みなどをグループ内で共有しながら整理してい
きました。第2回では、「活動の魅力を伝えよう」と題し、第1回のワー
クをヒントに各自が意識をもって、プレゼンの実践に臨みました。A4
用紙へ8枚程度にまとめ、紙芝居のようにホワイトボードに貼って見せ
ながら、5分間という限られた時間で、いかに要点を絞って伝えるかが
ポイントでした。プレゼン後には、聞き手側がよかった点やアドバイス
をふせんにメモして話し手へ渡し、全員で振り返りをする時間を設け
ました。「話し方に強弱があって聞き取りやすかった」、「用紙の出し方
が上手だった」、「熱い想いが伝わってきて刺激になった」という声が
あがり、一人一人が工夫して実践されて
いたのが印象的でした。
コロナ禍でリモートが推奨される中、

対面で向き合って話すことの大切さをあ
らためて実感しました。今後もこうした講
座をとおして、皆様が前向きに活動へ取
り組んでいけるよう支援してまいります。

合人社ウェンディ
ひと・まちプラザ

募集して
います！

アンデルセン

Vol.60

2021.7
朝凪号

あさなぎ／海岸地域で夏の朝方
現れる無風に近い状態。海面水
温は1日を通してあまり変わらない
が、陸地面温度は夜間に低く日
中高くなる。そのため、夜間陸か
ら海に向かう陸風が吹き、日中は
逆に海から陸に向かう海風が吹
く。陸風と海風が吹き変わる時、
風がほとんどなくなる。

広島市
青少年
センター

▶らしっくレポート 食べ物の「いのち」を大切にするために、私たちができること！
▶らしっくコラム・在宅での「楽しい」食事を通して食のあり方を見直す ▶ようこそ！青少年センターへ ～広島市青少年センター～
▶人材バンク 名人 宝人 達人 ▶H㎡助成団体決定！ ▶情報の森 ▶プラザ通信

連載

食でつながる
社会の絆

CLOSE UP
▲企画の様子

▲生配信の様子

▲プレゼンの様子




