
●PDF保存の方法 （PDF形式のデータ書き出し）

「名前を付けて保存」を選択すると、
①図のような画面が出ます。
「ファイルの種類」をプルダウンす
ると、②図の画面となるので「PDF」
を選んで保存先を選択してください。
これで、PDF ファイルの出来上がり！
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※小冊子印刷では表紙のみ、マット紙及び色上質紙を使用できます。
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色上質紙・厚手マット紙の1000部以上はご予約
普通紙のみＢ判
はじめました！

※印刷用データは必ず
　　PDF形式で保存し、USBメモリーにてお持ち下さい。印刷サービス価格表

※多部数印刷(片面/両面)

●A4原稿 16 枚で小冊子を作ると・・・
　　価格：36円 (A3 両面白黒印刷 4枚 )+2 円 ( ステープル 2ヶ所留め )/ 冊
（白黒・普通紙の場合・A3用紙に 4面ずつ印刷して作ります。）

●小冊子印刷について

毎年、3月～ 5月は総会資料などの大量印刷で混み合います。
印刷は、一週間前など余裕をもってご依頼ください。
なお、データでお持ちの場合は PDF の形で保存をしていただくとスムーズです。
小冊子
印刷
価格例
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イベントレポート

NPO法人　ヴィレッジネーション　活動写真展

みなさまのご参加ありがとうございます！

3・11 を振り返る　未来へ繋 (つな )ぐ

2/18
(火 )

LINE 講座　好評のうちに 3 回終了！
　～第 2回実践編・第 3回　応用編～

　写真展では、100 点を超える画像の数々が紹介され、2011
年当時の瓦礫が広がる被災地の様子をはじめ、宮城県南三陸
町や福島県南相馬のまちが徐々に復興していく過程がいきい
きと伝えられました。2014 年から始めた韓国での復興教育支
援の様子も紹介され、カラフルな手書きメッセージでぎっし
り埋められた横断幕もさらに花を添えられました。

3/17
(火 )

～ 4/6
(月 )

3/27(金 )

東日本大震災の直後から、現地で支援活動を続けている団体
NPO法人ヴィレッジネーションの活動写真展が、コミュニ
ティｆを会場に開催されました。

おひな様巡り　スタンプラリー開催！ ～ 4/5
(日 )

3/1 (日 )富士市まちの駅ネットワーク　吉原エリア

期間中１９の駅のいろいろな「ひなま
つり」を楽しみながらスタンプラリー
にチャレンジする企画が期間中行われ
ました。コミュニティｆは賞品引換所
となり、たくさんの参加者が制覇した
スタンプラリーシートを持って引き換
えに来てくださいました！

▲引き換え賞品で人気のあった紙びな♪
人形の衣装は柿渋を塗ったおしゃれな新
聞紙が使われています。

なかなか家族にも教えてもらえない…といった悩みをお持ちの方が、小泉氏の丁寧な対応にたいへん満足し
ていただいたようです。今後、このような講座をパソコンについても行っていきたいと、希望に燃える現役
大学生なのでした！

講師に現役大学生で、当コミュニティｆスタッフの小泉氏を迎え、3
回にわたってコミュニティｆにて開催されました。
当初、パワーポイントの資料による講義形式を予定していましたが、
1回目の講座をふまえての質疑応答形式に変更し、皆さんのご希望に
沿うことを優先しました。
それぞれに、細かく聞きたいこと、知りたいことがあるにも関わらず、

コミュニティｆからのお知らせ

センターのご利用について

4月 9日より新型コロナウイルス感染症予防
に伴い、当センターを閉所しておりましたが、
先日発表されました、緊急事態宣言の解除に
基づき、6 月 1日より、通常時間にて、開所
をさせていただきます。
しかしながら、当面の間、新型コロナウイル
ス感染症対策に伴う措置として、利用ルール
を変更させていただくことになりました。詳
しくはホームページをご覧ください。
また、今後の感染症拡大の状況により、再度、
閉所になる場合がございますので、ご了承く
ださい。

ブログ
センターのブログ情報を

活用してください！

今後のイベントの予定について

7 月 21日 ( 火 )
10 時 30 分～ 12 時 30 分
＊上記以外の時間は要相談

新型コロナウィルス感染拡大予防のため、
中止や延期、予定の縮小等が予想されます。
ご了承ください。

!
・ ・

毎月 21 日にコミュエフで開催している「ソーシャルビジネス
支援ネット」は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、
4~6 月の開催は中止させていただいています。7月以降の開
催につきましてはコミュエフの FaceBook ページにてお知ら
せいたします。https://www.facebook.com/comf.jp/

ふじソーシャルビジネス支援ネットとは？
毎月 21 日を「ソーシャルの日」とし、なんでも相談会を開催
しています。相談は無料、事前に予約をお願いしています。
●対象　NPO法人などの社会的企業や地域貢献につながる事
業を　営む方、ソーシャルビジネス分野での創業をお考えの
方、地域　貢献につながる事業をステップアップさせたい方
など。
●申し込み・問い合わせ
日本政策金融公庫沼津支店　☎055-931-5282
富士市民活動センター　　　☎0545-57-1221
※21 日が祝休日の場合は日程が変更となります。

ソーシャルビジネス相談会 in 吉原

( 会場：富士市民活動センター )

▲昨年度行われた「はじめよう！国際交流
ボランティア」講座 2019 の様子

今年度予定されている講座

市民活動を応援するコミュニティｆブログ
https://blog.canpan.info/com-f/

〇　富士市や富士宮市のお近く情報
〇　県内のイベント情報
〇　市民活動応援の助成金情報
〇　コミュニティｆの講座など
身近な情報が毎日更新されています。
見ないと損！ソン！

・ 　 ・

詳しい日程については、決まり

次第、ホームページ、チラシ等

でご案内いたします！

◆はじめよう！

　国際交流ボランティア講座

◆NPO プレゼント講座 2020

◆富士市市民活動補助金説明会

　　　　　　　　　　　　ほか

!


