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会議室の利用や掲載内容に関する問い合わせは 
佐賀市白山二丁目1-12 佐賀商工ビル7F 
開館時間９時～22時 年末年始以外無休 

TEL:0952-40-2002  
FAX:0952-40-2011 

ホノホノとはハワイの言葉で“ぶらぶら”や“散歩”という意味です。 

HONOHONO 

佐賀市市民活動プラザ広報誌 
 

2017年6月号 

市民と市民活動団体、NPO、ボランティアの皆さん等を結び付け情報交換や交流を促進する。 
その拠点が市民活動プラザです。 

 Topic. 「有明佐賀航空少年団」 
6月は子どもの健全育成活動特集 

6月HONOHONO 
子ども健全育成活動特集 
有明佐賀航空少年団 

活動内容 
 ・毎月航空関連施設等での航空教室  
 ・夏休みの一泊キャンプ研修 
 ・「空の日」イベント九州佐賀国際空港施設説明    
  要員としての参加 

今後の活動予定 
 8月に航空関連機関への見学とサマーキャン   
 プを開催予定 

A：サマーキャンプ B：餅つき大会 C：スターフライヤー訪問研修 D：YS-11機体、機内の清掃活動 
E：ゴム動力ヒコーキ教室 F：宮崎少年団との交流会&航空大学校研修 G：ANAバックヤードツアー 

入団・見学へのお問い合わせは・・・ 
 TEL：090-1199-9841 
 またはTEL：0942-92-2590(坂口)まで 
 お問い合わせください。 
 ※入団は小学校1年生（男女可）から可能です。 

飛行機が大好き、パイロットやCAに憧れがあ
る子どもたち。そんな空への夢や想いを抱い
た人たちが集まる「有明佐賀航空少年団」。 
今回は「有明佐賀航空少年団」の事務局次長 
古賀 三穂さんに日頃の活動についてお尋ねし
ました。 

・佐賀市市民活動プラザさがんなかまつり2017 企画・運営受託者募集！！ 
・佐賀市市民活動プラザソフト事業選定審査委員募集！！ 
・『2017年度版 市民活動団体ガイドブック』の登録団体を募集します！ 

詳細は中をみてください！ 

活動紹介している古賀さんが、子どもたちと
一緒に本当に楽しみながら活動に取り組んで
いる様子でした。そんな古賀さんの話を伺っ
ていると、少年時代に飛行機や空への憧れを
持っていたことを思い出し、とてもわくわく
しました。 

Q.どんな団体ですか？？ 
A.「有明佐賀航空少年団」は、団体活動を通
じて航空関連施設での体験、研修や航空知識、
飛行原理などを学ぶ青少年団体です。 
 
Q.どんな活動をしていますか？ 
A.航空関連の研修以外にもサマーキャンプ、
餅つき交流会、他航空少年団との交流を行な
いながら、団体行動、規律を守ることを大切
にし、リーダーシップを身につけ、心身とも
に成長を目指していきます。 

有明佐賀航空少年団事務局次長  
古賀 三穂さん 

有明佐賀航空少年団 団員数 102名 
 小学生：31名 中学生：4名 高校生：4名  
 大学生：12名 大人：51名 （平成29年4月時点） 
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プラザからのお知らせ 

助成金情報 
締切 助成金支援タイトル 分野 募集団体 

6月 
上旬 平成29年度予算「事業承継補助金」 まち 

づくり 中小企業庁事業環境部財務課 

6/30 社会福祉助成事業 福祉 公益財団法人  
みずほ福祉助成財団 

6/30 
平成29年度 

「子育てと仕事の両立支援に対する助成活動」 福祉 
生命保険協会 

「子育てと仕事の両立支援」 
事務局 

7/5 平成２９年度あしたのまち・くらしづくり活動賞 まち 
づくり 

公益財団法人 
あしたの日本を創る協会 

7/31 
公益信託 大成建設 

自然・歴史環境基金2017年度 
まち 
づくり 

みずほ信託銀行株式会社 
リテール・事業法人業務部  

『公益信託大成建設自然・歴史環境基
金』 事務局 

7/31 特定活動助成「自然災害支援プログラム」 福祉 公益財団法人 
ユニベール財団 

日時 インベント名 料金 講師 場所 お問い合わせ 

6/17 
15時～ 

平成29年度  
佐賀県地域づくり 
ネットワーク協議会

総会講演会 
無料 

（特活） 
きらりよしじま 
ネットワーク 
事務局長 

高橋 由和 氏 

佐賀県庁新館
11階大会議室 

佐賀県地域づくり 
ネットワーク協議会事務局 
（佐賀県ＣＳＯ推進機構内） 

TEL：0952-26-2378 

6/24 
13時30分～ 

2017 男女共同参画 
週間記念フォーラム 無料 

男女共同参画と災害・
復興ネットワーク 

代表 
堂本 暁子 氏 

基山町民会館 
大ホール 

佐賀県立男女共同 
参画センター（アバンセ） 

TEL:0952-26-0011 
FAX:0952-25-5591 

E-mail:danjo@avance.or.jp 

締切 募集名 内容 分野 お問い合わせ 

随時 佐賀県医療センター好生館  
ボランティア 

総合案内のお手伝い 
巡回図書 
その他 

福祉 佐賀県医療センター好生館 
TEL：0952-24-2171 

随時 吉野ヶ里歴史公園 
ボランティア募集 ! 

ガイドボランティア 
ものづくり体験 
ボランティア 

まち 
づくり 

吉野ケ里公園管理センター 
TEL：0952-55-9351 
FAX：0952-55-9352 

随時 子育て広場ボランティア 子育て世代の 
親子を応援 福祉 

とっこい子育て広場 
（担当：鬼塚） 

TEL：0942-94-4458 

7/1 いのちの講演会 
ボランティア募集！！ 

募金箱の作成 
チラシの配布 
当日の受付 

会場の準備など 
福祉 

佐賀いのちを大切にする会 
TEL：090-6470-2957 

（担当：彌吉 ［ヤヨシ］） 

ボランティア情報 

イベント情報 

※詳しくは、市民活動プラザのHPをご覧ください。メールマガジンでも配信しております。 

日時：平成29年6月16日（金）13：30～14：30 
場所：佐賀市市民活動プラザフロア(佐賀市白山 2-1-12 佐賀商工ビル7階） 

参加対象者：市民活動や社会貢献等に関心がある方ならどなたでも、お待ちしています。      

いどばたかいぎって・・・？？ 
参加者同士が知り合い、市民活動をしていない市民も市民活動を知るきっかけになる集まりです。 

知り合うことから・・・始めませんか！ 

※団体のリーフレットやイベントチラシなどがありましたら、お持ちください！ 
 当日、名刺の代わりにお配りいただけます！ 

参加費 
無料 

6月のテーマは「ボランティア」！！ 
ボランティアに興味がある方、ボランティアの活動を知りたい、 
ボランティア募集をしたい団体の方などに、特にオススメです！！ 

『2017年度版 市民活動団体ガイドブック』の新規登録団体を募集します！ 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

  
 

 

団体の活動情報をガイドブックで発信しませんか？ 
いっしょに活動してもらいたい、ボランティアを募集しているなど考えている市民活動団体（NPOやボランティア団
体等）の登録をお待ちしています。 
※登録できる団体などの詳細は、佐賀市市民活動プラザＨＰを参照してください。 

      【申込方法】    所定の「登録票」(市民活動プラザで配布、プラザホームページ・フェイス    
              ブックにも掲載)に必要事項を記入の上、提出してください。 
              ※ガイドブックは「登録票」をもとに作成し登録団体には一部ずつお渡しします。 
              (ガイドブックは１２月頃に配布予定) 
      【申込期限】  平成29年７月１５日（土） 
    【お問い合わせ】  佐賀市市民活動プラザ 担当：黒田、内藤 
              〒840-0826 佐賀市白山二丁目１番１２号 佐賀商工ビル７階  
              TEL：0952-40-2002    FAX：0952-40-2011  E-mail：plaza@tsunasaga.jp 

佐賀市からのお知らせ 

市民活動プラザを知ってもらい、市民活動を身近に感じてもらうための事業を実施する団体等を募集します。 
 

    【応募資格】  法人・市民活動団体、複数の団体で構成されるグループ 
  【募集要項配布】  平成29年6月12日(月)17時まで 
             (協働推進課で配布のほか、市ホームページからダウンロードも可) 
    【応募期限】  平成29年6月20日(火)17時まで 
            ※平成29年6月12日(月)までに参加表明書の提出が必要。 

佐賀市市民活動プラザソフト事業選定審査委員募集 
       【内容】  審査委員会(年1回～2回程度) 
              佐賀市市民活動プラザで市民活動支援のため行うソフト事業を選定するために意見を述べる。 
            ※平成29年度は7月3日(月)日中に開催を予定しているため、この審査会に出席すること。     
    【応募資格】  18歳以上の市民 
      【任期】  平成29年7月～平成31年6月(予定) 
    【募集人数】  1人 
      【報償】  日額5,630円※報償以外の支給なし。 
    【応募方法】  所定の応募用紙と作文をご提出ください。 
            ※詳しくは市ホームページをご覧ください。 
    【選考方法】  書類、面接 
    【応募期限】  平成29年6月12日(月)17時 
   
   ★お問合わせ★   市民生活部 協働推進課 市民活動推進係 
               TEL：0952-40-7078 (月曜から金曜日  8：30～17：15まで)  
            FAX：0952-40-7385  

佐賀市市民活動プラザソフト事業 
平成29年10月1日（日）開催 佐賀市市民活動プラザさがんなかまつり2017 

 企画・運営受託者募集！！ 

応募 
お待ちしてます！ 
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