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―村重さんが、ご自身で活動をされながら、 
市民活動について思われることは何ですか？ 
 
村重：私は現在、民間の教育研究活動と、子ど
もの環境づくりの活動（子ども劇場など）を中
心にしています。自分が思っていることを、自
分の中にだけとどめていると、堂々巡りになっ
て前に進みません。思いを他人や社会に出し
て実際に活動してみると、思わぬ発見や反応
があったり、次のステップに進めたり、失敗した
り、とにかく自分で思っていたことと違うこと
が起こります。それが楽しいし、そういう経験
の出来る市民活動の場は、とても大切だと思
います。 
 
―市民活動を支援するセンターの役目として、
どんなことが大切だと思われますか？ 
 
村重：人と関わることで学ぶことや、人の役に
立つということは、本来楽しいことだと思って

いますが、そのことに気づく
チャンスはなかなかない気
がします。そのきっかけを
作ることはセンターの役
目でしょうね。また、「社
会に役立ちたい」と思
う時、「（誰かに）生か
されたい」と受身の
状態である以外に、
『自分で自主的に
何かを始めるこ
とが出来る』と
いうことを伝
えるのも、 

 

センターの役目の一つだと思います。そして
やはり、『人と人、団体と団体が知り合う場を作
る』のは、センターの大きな役目ですね。交流
会などで顔を合わせることで、いつの間にかつ
ながりが出来、新たな活動が生まれていくなど、
ネットワークの面白さやダイナミズムというも
のを実感することがあります。 
 
―今後、センターはどうなっていくといいと思わ
れますか？ 
 
村重：極論を言うと、センターは本当はなくな
っていくのがいいとも考えられます。センター
の利用が減るのも、自立した人が増えたととら
えると、いいことだと思えます。必要がある時
は大いに利用してもらいたいですが、小さなセ
ンター機能を持つ人や団体が、そこかしこに自
発的に生まれて、それがゆるやかなネットワー
クでつながっているというのが理想ですね。私
は、「市民活動＝特別な人が特
別にやること」ではなく、普通
の市民が普通に生活する中
で行うことの選択肢の一つ
として市民活動があるとい
いなと思っています。み
なさん、「やりたい」と
思ったことは、どん
どん実行に移しま
しょう！ 
 
―ありがとうご
ざいました。 

 

■「活動支援機関」 
山口県内には、県民活動を総合的に支援する
市町村の活動支援センターとして、６市１町
に９施設が設置されている。 
（岩国市、宇部市、下関市、三隅町、周南市、山口市、防府市） 
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村重政司（むらしげ まさし）さん 
自身が市民活動に関わるとともに、 
市役所のプロジェクトチームにて 
市民活動支援センターの設立を提案。 
センター開設から１年半後、担当になり３年目。 
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 活動支援センターの役割 について 

 

いわくに市民活動支援センター 

村重 政司 さん 



マネージメントというと皆さんは何をイメージされるでしょうか。 
組織や団体の中では、財政のことから人間関係まで様々なマネージメント
（管理）が必要になってきます。今回のセミナーでは、組織を知り、自己を
知ることにより管理・運営の方向性が見えてくる事を学びます。 
 

組織として独立した運営が行えるようになることを目的とした「マネージメントセミナー」と、 
県民活動に必要な知識・技法を習得するための「ワークショップセミナー」の、第１回を開催しました。 
今年度は、より参加していただきやすいよう、県内各地で同じ内容のセミナーを開催しています。 

あんなことがしたい！こんなことができたらいいな。思いはたくさんある
のに、何をどうすれば実現し成功できるのかという、切実で漠然とした 
不安を持っている人は多いのではないでしょうか。今回のセミナーは、 
そんな「思い」を「カタチ」にする『企画』をテーマとして行いました。 

第一回目は、開放的な雰囲気の山口県ふれあいパークの研修室で開催。講師
の青木先生はグループワーク形式でテンポよく進められ、とかく難しくなりがち
な理論を「作り話」と称して具体的に話され、わかりやすい講義だったと好評で
した。頭の中がスッキリしたらこの後はきっと「よし、やるぞ！」という意欲が湧い
てくること間違いなし！　　（担当　山本有希） 

どんな質問にも気さくに答えてくださる講師の青木先生 

順番にリーダーとなって話し合いを進めます 「作り話」を用いて、わかりやすい講義 

講師の上野さんは、「企画する」ことの意味や企画書の作り方について講義を
され、午後からは、受講者それぞれが持ってきた「思い」をもとに企画書をつく
った後、グループになって企画の発表と意見交換をし、満ち足りた一日を終了し
ました。このセミナーで立てた企画が「実現します」というお知らせを、楽しみ
に待っています。　（担当　才本久美子） 

「思いをカタチにするには･･･」講師の上野先生 

 

グループで企画の発表 

 

企画書作成中！ 

 

■平成１６年度　ＮＰＯ法人マネージメントセミナー 

（１）グループワークを中心としたマネージメントに関するセミナー 
  ９月 １８日 （土） 秋吉台国際芸術村（秋芳町） 
 １１月 ６日 （土） 山口県セミナーパーク（山口市） 
　講師：青木 俊弘 氏 
　　　（有限会社　アオキ・ビジネス・カウンセル代表取締役） 

（２） 個別相談会・交流会 
　　（法人申請・運営・資金獲得・税務などについて） 
 １１月 ７日 （日） 山口県セミナーパーク（山口市） 

■ワークショップセミナー２００４～リーダー養成講座～ 

（１）基礎編　『企画の“き”からはじめよう』 
 ９月 １９日 （日） 秋吉台国際芸術村（秋芳町） 
　講師：上野 貴史 氏（市民活動団体 いおん）     

（２）応用編　『ワークショップの基礎知識と実践 
　　　　　　　～参画の促進と創造的な学びをつくるために～』 
 １０月 １０日 （日）・１１日（月） 
    山口県セミナーパーク（山口市） 
　講師：志賀 誠治 氏（人間科学研究所所長）　 
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※お問い合わせ・お申し込みは、支援センターまで（要申込み） TEL 083-934-4666  FAX 083-934-4667



ひだまりCAPやまぐち 

代表者： 秋本 和美 
住　所： 756-0832 
 小野田市南竜王町2-18  
連絡先： 0836-83-4418（FAX兼）　 

わたしはＣＡＰ活動の広告塔！
いつもＣＡＰをかぶっています。
街で駅で見かけたら、ＣＡＰ 
活動を思っ
てください。
声をかけて
くれるともっ
と嬉しいヨ。 
 

私たちは、全ての子
どもが自分の存在の
大切さを感じ、暴力
から身を守ることが
できることを願って、
子どもたち・教職員・
保護者・地域の人た

ちを対象にＣＡＰプログラムを提供しています。 
子どもたちは、地域と学校と家庭との関わりの中で育っ
ていきます。私たちは地域の大人として、この５年４ヶ月
に約２１３０人の子どもたちにＣＡＰの子どもワークショッ
プを実施してきました。先
日実施したある小学校の児
童の感想文です。「私は意
見を言ううちに心が楽にな
りました。それはＣＡＰの人
たちが、私の今の気持ちを
よく知っているからだなぁ
と思いました。」 

山口市立図書館友の会「トネリコ」 

代表者： 三坂 壽太郎 
住　所： 753-0214　 
 山口市大内御堀583 
連絡先： 083-927-1817（代表：三坂　FAX兼）　 
 083-924-8412（事務局：土井　FAX兼）　 
 todo92@joy.ocn.ne.jp

「人生と同じく、図書館にも友人が
必要です」図書館は使うことによ
ってさらに良くなります。暮らしに
彩りや喜びをもた
らしてくれる図書
館を＜友人＞と
して応援する輪
を広げましょう。 

昨年１１月開館した 
山口市立図書館が 
市民の暮らしに根ざ
した地域文化・情報
交流の拠点として 
発展・成長するよう
支援し、守り育てるこ

とを目的に４月に発足したばかりの会です。市立図書館
が市民にとって身近な存在であるよう、協働での図書館
まつりの開催、利用者アンケートの実施、他の図書館友の
会との交流などを行う計画です。名前の「トネリコ」は 
市立図書館の中庭にある
樹木シマトネリコに由来し
ており、寒暖に耐え根を張
る丈夫な樹で、会もこれか
ら活動を根付かせしなや
かに枝葉を広げていきた
いと思っています。 

NPO法人 ゆうスポーツクラブ 

代表者： 山川 敏武（会長） 
住　所： 740-1425 
 玖珂郡由宇町南沖1-13-1 
 由宇町文化スポーツセンター内　  
連絡先： 0827-63-1400・FAX 0827-63-1401　 
U R L： http://www.y-sc.jp

大会やスポーツ教室、天体観測や
ハイキングなど楽しいイベントが
たくさん！ 
トレーニングジムで汗を流したり、
サークル活動を
楽しんだり、毎
朝、健康講座も
やってるよ。ぜ
ひみんなも参加
してね。 
 

キャッチフレーズ：「人
生が変わるらしい…
みんなでつくる、 
みんなが主役！」 
「ゆうたん」の愛称
で親しまれるドーム
型スポーツセンター

を拠点に、子どもから高齢者まで約1700人の会員で
活動するスポーツNPO法人です。町内の学校施設、 
グラウンド、テニスコート、武道場、そしてゆうたんを 
効率的に運用し、スポーツ・文化の振興、健康づくりや 
青少年健全育成、地域コ
ミュニティーの育成など、
まちづくりや地域活性化
を図り、ゆうスポーツクラ
ブがあることを喜ばれる
ようなクラブづくりを目
指しています。 

代表　秋本さん 

代表 三坂さん 

NPO法人 支えてねットワーク 

代表者： 藤井 敏和 
住　所： 754-1102　 
 吉敷郡秋穂町西441番地 
連絡先： 083-984-4668（代表者自宅）　 
 083-984-3742（和の家）ただし火・木・日の３日間 

活動を開始したばかりですが、 
先日「和の家」に遊びに来た彼 
（閉じ籠もって10年）の、「僕はこ
のような家が出
来るのを待って
いた」という言葉
に、スタッフ一同
励まされている
ところです。 

NPO法人「支えて 
ねットワーク」は、障害
者（身体・精神・知的障
害）や痴呆性の高齢
者が、地域の中で輝い
て生きていける環境
の整備と、利用者自身

が行動を起こすきっかけとなる場所「フリースペース」の 
提供を目的とし、「和（なごみ）の家」を運営しています。 
小規模多機能の性格を持った障害者等のデイサービスや 
相談援助、障害を持つ方への偏見を無くす、意識のバリア 
フリー化を目指した啓発活
動などを行っています。 
平成16年3月の法人認証と
日も浅い上、現在「和の家」
の改修工事に入っています
ので、本格的な活動は今年
の夏以降になりそうです。 

理事長 藤井さん 

マスコット  ゆうたん  

キ ャップ  
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編集後記 
今年は暑い日が続きますね。センターを
利用される団体のみなさんや、イベント
やおでかけ相談会でお会いするみなさん
も、とても熱意にあふれておられて、まぶ
しいほどです。催しの多くなる秋も、創意
工夫いっぱいの情報をお待ちしています。 
 

再生紙を使用しています。 
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代表理事 世古一穂氏 
特定非営利活動法人NPO研修・情報センター 

平成16年度県民活動団体活動支援事業助成金の交付決定について 

活動に弾みを！！ 
～県民活動出前アドバイザーを派遣します～ 

山口県庁 
● 

至山口駅 

●山口市民会館 

●山口中央郵便局 

山口市役所● 

県立美術館● 

県立博物館● ●自治会館 

●教育会館 

●県立図書館 

（財）やまぐち県民活動きらめき財団 
やまぐち県民活動支援センター 

社会福祉会館4階  

月曜日・祝日・年末年始を除く毎日 
 
火～金曜日 9：00～21：00／土・日曜日 9：00～17：00

やまぐち県民活動支援センター 利用時間のご案内 

国道9号 至小郡 至益田 

県道204号 至小郡 至益田 
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①県民活動スタートアップ助成事業 39団体 （応募52団体） 
② 県民活動ジャンプアップ助成事業 10団体 （応募17団体） 
③県民活動協働推進助成事業 3団体 （応募  4団体） 
④県民活動きらめきファンド助成事業 1団体 （応募  5団体） 
※なお、県民活動きらめきファンド助成事業は「シマダ株式会社（山口市）」様からの 
　指定寄付金を活用しています。 
※詳しくは、当財団のホームページをご覧ください。http://homepage3.nifty.com/kirameki/

（12/29～1/3） 

県民活動、ボランティア活動をしておられる方、これから始めてみようと思っておられる方、 
興味・関心のある方、どなたでも結構ですので多数ご参加ください。 
日　時　平成16年11月14日（日）10：00から 
場　所　徳山大学キャンパス 
内　容　式典・記念講演（世古一穂氏「市民・ＮＰＯ・行政・企業の協働の時代」） 
　　　　・分科会・その他 展示・体験コーナーなど 
参加費　1,000円 
※ 9月中旬頃から申込受付を開始します。（10月25日締切り） 
※ 詳しくは、当財団にお問い合わせください。TEL 083-924-9090  FAX 083-924-9096

県民活動ボランティアフェスティバル2004開催のお知らせ 

ＮＰＯ法人の設立や、組織の運営、税務・会計、広報の工夫など、専門的・実践
的な助言を行う「県民活動出前アドバイザー」を派遣しています。アドバイ
ザーは県内各地の活動団体を訪れ、研修会での講師を務めたり、個別の課
題にきめ細かな助言をしたりします。（原則として１団体につき１年度１回限り） 

秋　本　　　徹 山口ＮＰＯサポートネットワーク代表世話人 
安　達　　　智 ＮＰＯ法人やまぐち県民ネット２１理事 
安　藤　周　治 日本ＮＰＯセンター理事 
堅　田　雅　子 ＮＰＯ法人山口ウッドムーンネットワーク理事・事務局長 
河　野　康　志 ＮＰＯ法人デジタルアーカイブやまぐち事務局長 
河　村　正　子 河村正子デザイン室グラフィックデザイナー 
熊　野　　　稔 徳山工業高等専門学校助教授 
蔵　重　千恵子 ＮＰＯ法人こどもステーション山口理事・事務局次長 
三分一　幸　治 ウィズ・プランニング代表 
新　庄　菊　子 じゃげな会会長 
高　見　早　苗 ＮＧＯ山口ケニアを知る会代表 
瀧　山　　　進 ＮＰＯ法人いろりの家代表 
辻　　　正　二 山口大学人文学部教授 
西　山　香代子 山口県生涯学習推進センター 生涯学習ボランティア相談員 
藤　岡　基　昭 住みたくなるふるさとづくり実行委員会代表 
藤　村　　　理 藤村税理士事務所税理士 
水　谷　芳　昭 水谷公認会計士事務所長 
元　島　祥　次 岩国短期大学客員教授 
                          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （50音順・敬称略） 
※ 詳しくは支援センターまでお問い合わせください。 
　 TEL 083-934-4666  FAX 083-934-4667
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