ポポメリー

Case 7

がんになっても自分らしく、前向きに生きられる社会を目指して

がんピアサポーターの育成と連携促進への取組み with

互いの得意分野を活かしてもっと暮らしやすい社会に

域外プロボノワーカー

2020
プロボノ活動
レポート

プロボノの成果

✓がんピアサポートの周知の方法やピアサポーターを増やしていく方法について、
実現可能な計画をつくることができまし た。
✓団体を応援してくれる人が増えました！

だれにでも分かりやすい
Web サイト作成プロジェクト

with プロボノワーカー

ヘアドネーションプロジェクト

吉冨 昌宏

with

プロボノワーカー

波多野 早苗
輝ら女、女性専用美容室 Froom

プロボノの成果

プロボノの成果

✓SNS 中心の情報発信でしたが、Web により体系的に

✓メディアにも取り上げてもらい

情報発信できるようになりました。

ヘアドネーションの活動を多く
の方に伝えることができました。

✓だれにでも活動内容が分かりやすい
Web サイトが完成しました。

▲ポポメリー Web

プロボノで地域課題の解決にチャレンジしませんか？
プロボノ活動の詳しい情報を発信しています！

山口県で
社会課題解決に取組む

職業上の知識やスキルを
無償提供

７団体

プロボノ
ワーカー

Ki・Te・Ne やまぐち Web サイト

https://kiteyama.lpg-y.com/
やまぐち

プロボノ事業の流れ

プロボノ

事前にマッチング会をおこなうことで、受け入れ団体、
プロボノワーカーのどちらにとっても、やりがいのある

検索

う！
がと
！
り
あ
カー
ワー
ノ
ボ
プロ
仲間が増えてうれしいです！

活動が実現できました！

支援受け入れ団体
の募集 / 選定

プロボノワーカーさんのおかげで

マッチング会

それぞれの
プロボノ活動
を実施

不可能が可能になりました！

ＮＰＯ法人

青い鳥動物愛護会

テレわんこ・テレにゃんこプロジェクト with
困っていたこと

外部の方の視点が加わって、自分
たちの思い込みや足りない部分を

でも、配信ノウハウや仕組み、必要な設備に詳しくなくて…

✓オリジナル配信プログラムの作成やネットワークカメラ
の導入をしてもらうことで、実現できました。

✓継続しやすいよう経済的にも労力的にも負担の少ない
形で助かりました。

Ki・Te・Ne やまぐちプロボノ推進コンソーシアム
kiteyama@lpg-y.com
https://kiteyama.lpg-y.com/
山 口 県 委 託 事 業

域外プロボノワーカー

保護されている犬や猫の様子をリアルタイムで配信することで支援者や関係者を増やしたい！

プロボノの成果

見直すきっかけになりました！

企画・運営

山口県防府市で殺処分寸前の犬猫の保護活動をしています

Youtube「青い鳥チャンネル」で
毎日 12:00 〜 15:00 ライブ配信中！

→

ワ ン だふ る
だニ

ャ

♪
ン

プロボノワーカー
の募集

Case 1

↑

Pro bono work

山口県プロボノ活動レポート
日本各地のプロボノワーカーが山口県で活躍しました‼

山口市の仁保・徳地地域で循環する生活圏づくりを目指しています

仁徳地域商会

Case 2

「行きつけの田舎」づくりに向けて
リアルとオンラインで挑戦！

with

域外プロボノワーカー

文化遺産トラストほうふ / 幸せ着物着せ隊
防府商工高等学校

ＮＰＯ法人

ＮＰＯ法人

コミュニティ友志会
オンラインを活用した若者の
就職支援への取組み
Cas

with

情報発信のネットワークづくり with

e 3

域外プロボノワーカー

防府商工高等学校では、学生が「地域の構成員の一員」であることを学ぶため、
団体・企業へのインターンシップを実施しているが、さらに質の高い活動を目指したい！

「語り場」というオンラインも
✓
活用した地域内・外の人との
交流事業へ踏み出せました。

Case 4

域外プロボノワーカー

スヌーズレンを普及する会
活動を広く知ってもらうための
Web 制作プロジェクト
Case 5
高井 文

✓目標に対する整理ができました。
✓異業種の方、他地域の方とディスカッション
することで新たな視点で生まれました！
✓地域の資源に気づくことができました。

▲域外プロボノワーカーと

◀◀ 詳しくは、
コネクト・ワン Web サイトへ

プロボノの成果

いるのだ、と知ることができて良かったです。

自分が当初想定していた役割が不要になったり、
かったです。この柔軟性もプロボノならでは！

情報発信のために Web サイトの必
要性を感じていたが、作成する技術
および予算が足りない状況でした。

地域で高齢者を支えることができる仕組み
をつくるために力を貸してもらいたい。

ェ

逆に新しい役割が生まれたりするのが、興味深

困っていたこと

困っていたこと

ト をチ

プ 山口県にはこのような活動を行っている人が

ＮＰＯ法人

プロボノワーカー

サイ

動
活
て
！
し
て
と
ー
参加することで初心にかえることができ、
教え
カ
自分自身を見直す再確認の場になった。
ー
ワ
ノ
ボ
故郷の振興に役に立てるのがうれしい。
ロ

「ブラックライトル−ム」で心理的ケアと楽しさを生み出す空間を

with

b

うでしたか？
ど
て
み
して

友志会 Web で発信中！！

移住システム構築に向けた
関係人口深化の取組み

プロボノの成果

団体の Web サイトやイメージ動画をつくりあげました！
✓高校生もプロボノ企業も「地域の一員」という意識が UP しました！

オンラインセミナーの情報は

ＮＰＯ法人 コネクト・ワン

with

✓高校生がプロボノワーカーの力を借りて、

✓目的のための状況整理ができました。
✓オンラインセミナーが実現できました。

✓関係人口づくりができました。

福祉で培ったノウハウを活かしたまちづくり

プロボノの成果

ク↓

若者向け就職セミナーに遠方や自宅からでも参加できるよう、
オンラインとリアルを併用して開催したいけど、ノウハウや
必要な設備に課題があって…
プロボノの成果

プロボノの成果

大村印刷㈱ 、㈱丸久

ッ

都市部の人の「行きつけの田舎」となるには
どのようなアプローチが効果的なのか？
具体的な取組みを進めたい！

プロボノ企業

困っていたこと

困っていたこと

困っていたこと

Case 6

地域の歴史・文化の情報発信と人材の育成に取組んでいます

一人ひとりの「キャリア開発」を通じて地域づくりに貢献します

↓W
e

2020

▲ブラックライトルーム

✓当団体の趣旨に合う Web サイトを作成して

全国の猛者と出会えるとても良い機会になりました。

いただいた上に、ランニングコストも抑えら
れるように工夫してもらい、助かりました。
完成した Web サイトはこちら
ブラックライトルームの様子も
ご覧いただけます

今ま で知らなかった社会課題や地域に触れることが
でき て良かったです。

異なるバックグラウンドの方が参加されているので、自分
とは異なる視点での多様な意見がでて、思ってた以上に勉
強になった。また、自分のスキル不足や限られた時間の中
で貢献する難しさを感じることができたことも良かった。

「域外プロボノワーカー」とは…

山口県域外にお住いのプロボノワーカーさん。社会課題の解決を目的とした山口県の団体に、職業上の知識やスキルを無償提供してくれています。

