
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民活動グループのイベント・助成金情報が満載！ 

 

日時 2019 年 2月 3日（日）9 時～12 時 場所 県総合庁舎 7F「きずなルーム」 対象 小学生以上の方 

内容 『おりがみ』に関する研究・発表・交流 持参物 筆記用具 申込方法 電話・メール 〆切 なし 

参加料 初回無料 ※入会ご希望の方には年会費の詳細を当日説明 

問合せ・申込先 周南おりがみ研究（松田） ℡：080-1942-9222 メール：kuniom1119@outlook.jp 

第 49 回 周南おりがみ研究 例会 

≪2 月例会：毎年恒例の“冠山総合公園”第 31回「梅まつり」見学ウオーク（光市）≫ ☂小雨決行 

日時 2019 年 2月 24日（日）9時 15 分～予定 15 時ころ 集合/受付場所 JR 光駅に 9時 15分集合 

コース JR 光駅～アルク光店～光市役所前～光井コミュニティセンター【昼食予定】～冠山総合公園～コバルトラ

イン～萩の平展望台[コバルトライン折返し]～冠山総合公園：梅まつり開催～光市役所前(1 次ゴール：約 13キロ)

～マックスバリュ光店～JR 光駅(ゴール)を巡る、約 16 キロを歩きます。▶コバルトラインはアップダウンがあり 

持参物 弁当、飲み物 ※コース途中にスーパーあり 対象 ウオーキングマナーが守れる方 

参加費 ◇一般(会員外)：300 円 ◇県内ウオーキング協会会員：100 円 

    ◇周南ウオーキング協会会員・中学生以下：無料 

問合せ先 周南ウオーキング協会 ℡：090-2003-1639（藤井） 

  ★詳細は支援センターHP掲載の 2月の“催しもの”(チラシ)をご覧ください 

 第 119 回 周南ウオーキング協会 月例会 
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日時 ①2月 10 日（日）13 時～16 時     ②2 月 24 日（日）13時～16時 

場所 ①周陽市民センター（旧・周陽公民館）   ②島津ゆきお後援会事務所 

問合せ先 ケダマの会 ℡：090-7979-8914 メール：kedamanokai1122@gmail.com 

※譲渡会当日の譲渡は行っていません。まずはトライアル飼育からお願いします。 

♥譲渡条件や里親募集中の保護犬猫の 
情報は HPをご確認ください！→→→ 

 

いぬとねこの譲渡会 ～保護犬猫と家族になろう～ 

ケダマの会 検索 

日時 2月 11日（月・祝）8 時 30 分～ 場所 住吉中学校 体育館 

内容 けん玉あそび (けん玉・上履きを持っている方は持ってきてください) 

  その他、紙ヒコーキ・ながなわ・折り紙・バルーンアート・ソフトバレーなどもあります！ 

参加 自由参加、当日参加 OK！！けん玉の貸し出しもあります！ 

   ＊けん玉で遊んだ後は、「ぜんざい」が振る舞われます。 

問合せ先 今宿地区子ども会育成連絡協議会 事務局 ℡：090-3373-0968  

メール：ikusei-imajuku@docomo.ne.jp 

けん玉であそぼー 【周南けん玉教室】 

mailto:kuniom1119@outlook.jp
mailto:kedamanokai1122@gmail.com
https://kedamanokai.org/
mailto:ikusei-imajuku@docomo.ne.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「徳山駅前賑わい交流施設」は 2018 年 2 月 3 日に開館し、今年の 2 月 3 日で開館 1 周年を迎えます。 

そこで開館月の節目、開館の記念と市民の皆様への感謝の意味を込めて、毎年 2 月(如月/きさらぎ)を施設の 

イベント月間とすることになりました。 

本イベントを通じて周南市内の文化施設や街の文化人、市民活動団体との交流を深めるきっかけになればと思っています。 

１ヶ月間、週末を中心にさまざまな催しものを行い、周南市市民活動支援センターでは、グループバンクに登録されてい

る団体様にご協力いただき、『周南きさらぎ文化祭』を盛り上げていただきます。 

 

▷もちまき 

[時間]第 1 部：12 時 45 分～13 時 

第 2 部：16 時～16 時 15 分 

[場所]2 階インフォメーションスペース 

▶新米狩猟女子，畠山千春が挑む！ 

新しいコミュニティづくり 

 ＊糸島に移住し、シェアハウスを運営する“新米狩猟女子” 

畠山千春さんによる講演会を行います。シェアハウスを中心に、 

メンバーが作る新しいコミュニティの在り方についてお話いただいた 

後は、山口県内で活躍する女性を交えたトークセッションと、 

周南市内で活躍する男性を交えたトークセッションを行います。 

[時間]13 時～18 時 

[場所]交流室 2 

[講師]畠山 千春氏 他 

▶三作神楽 壮行演舞会  【三作神楽保存会】 
＊和田の三作地区に古くから伝承され、7年おきの式年祭で 

地元河内社に奉納されてきた「三作神楽」は、国の重要無形文 

化財に指定されています。また今年 2月 24日には、NHKホール 

で開催される「第 19回地域伝統芸能まつり」にも出場します。 

[時間]15 時～16 時  

[場所]2 階インフォメーションスペース 
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▷ウクレレ体験 

 [時間]11 時～12 時 [場所]1 階共有スペース 

畠山 千春氏 

『周南きさらぎ文化祭』イベント Pickup 

▷音楽社会学で J-POP！ 

 [時間]14 時～16 時 [場所]交流室 2 

 [講師]福屋 利信氏（山口大学 国際総合科学部 特命教授） 

 

▶安田の糸あやつり人形芝居 特別上演会 

   【周南安田の糸あやつり人形芝居保存会】 

＊旧三丘村に江戸時代から伝えられ、１８０年以上の歴史を持つ 

県指定重要無形民俗文化財「安田の糸あやつり人形芝居」の 

特別上演会を行いますので、どなたでもご鑑賞ください！ 

[時間]１５時～15 時 50分  

[場所]交流室 1  

[申込]不要  

▶徳山湾歴史秘話 ～戦艦大和と回天～ 

    【徳山地方郷土史研究会 / 回天顕彰会】 

＊先の大戦時、徳山湾にて繰り広げられた秘話などをご紹介します。 

「戦艦大和が、昭和２０年４月沖縄に向け特攻出撃していったとき、 

同じ徳山湾から回天隊も沖縄に向け出撃していった……」 

[時間]13 時 30 分～14時 50 分  

[場所]交流室 2 

▷第 5 回 周南寄席「ほっこり寄席」 

[時間]13 時～15 時 [場所]交流室 2 

[出演者]三遊亭 とむ / できたくん 

▷文化会館・美術博物館に行こう！2019-2020 

[時間]11 時～12 時 [場所]1 階共有スペース 

 

▷ヴァイオリンとエレクトーンによるミニコンサート 

 [時間]17時30分～18時30分  

[場所]1階共有スペース 

 

▷ちびっこミュージシャンによる音楽会 

 [時間]第1部：13時～14時 / 第2部：15時～16時 

 [場所]2 階インフォメーションスペース 
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▷えきまえプレイランド 

＊遊んで学べる知育玩具や知育遊具が設置され、 
親子が一緒になって楽しめる遊び場になります。 

 [時間]10 時～17 時 

 [場所]交流室1,2,3／2階インフォメーションスペース 

▷工場夜景の日 スペシャルライブ＆トークショー 

 ＊周南工場夜景のファンで、様々なアニメのサウンドトラックに 

ボーカリストとして活躍する小林未都さんによるライブと 

トークショーを行います。 

[時間]16 時～17 時  

[場所]2 階インフォメーションスペース 

▶市民活動フェスタ 
＊市民活動団体のみなさまによる、活動紹介ブースです。 

体験や展示など各ブースでさまざまな内容の出展を行います。 

 [時間]11時～16時 [場所]交流室 2 

 [出展団体] 

 ・周南けん玉教室 

・周南おりがみ研究会 

 ・日本宇宙少年団 周南市部 

・心の健康ボランティア「ひだまりの会」 

・全国パーキンソン病友の会 

・周南映画祭実行委員会 

・Project L 

・向道湖ふるさと芸術村 

・NPO 法人 下松べんけい号を愛する会 

・周南地区日本中国友好協会 

・徳山ユネスコ協会 

・NPO 法人 シニアネット光 

▷絵本作家 tupera tupera（ツぺラ ツペラ）さん来館 

 [場所]交流室 2 ※詳しい情報は 2 月以降に告知します 

▷まど・みちおのつたえたかったこと – 童謡と詩 - 

[時間]14 時～15 時 [場所]交流室 1 

▷まちづくりと建築「内藤 廣先生講演会」 

＊2018年 2月 3日に開館した周南市立徳山駅前図書館を 

設計した建築家の内藤廣氏を講師に招き、まちづくりと建築の 

関わりや設計に込めた思い、地元建築士有志とのまちづくりに 

対する関わりを知って頂きたいと思います。 

[時間]12 時 30 分～14 時 [場所]交流室 2 

 [講師]内藤 廣氏（東京大学名誉教授/建築家） 

▷島麦酒 SUDAIDAI2019 解禁記念トークショー 

＊大津島と料飲組合が生み出した周南市発の地ビール 

“島麦酒SUDAIDAI”の 2019年の解禁日が 2月 14日になります。 

解禁を記念して島麦酒SUDAIDAIにまつわるトークショーを行います。 

 ★開催時間等につきましては後日お知らせいたします。 

▶周南市市民活動支援センター内常設展示 
＊市民活動団体の活動内容を写真とともに紹介する 

展示コーナーをセンター内に設置します。 

[展示期間]2 月 1日(金)～2 月 28 日(木)予定 

 [観覧可能時間]9 時 30分～22 時まで 

▶市民活動書架展示（えきまちブックライン） 

＊市民活動団体の方がおすすめする本１０冊程度を 

図書館内の書架スペースで紹介・展示・貸出します。 

[展示期間]2 月 1日(金)～2 月 28 日(木)予定 

 [紹介団体] 

 ・周南けん玉教室 

 ・周南映画祭実行委員会 

 ・Project L 

 ・山口“人間と性”教育研究協議会 

各イベントの詳細情報や申込み(参加)方法は周南市立徳山駅前図書館 HP に掲載しております。 

問合せ先：周南市立徳山駅前図書館 ℡：0834-34-0834 HP：https://shunan.ekimae-library.jp/ 

※赤枠   のイベントに関しましては「周南市市民活動支援センター」にお問合せください。 

℡：0834-32-2200 (月～土：9 時 30 分～18 時) HP：http://shunan-chiikijoho.jp/support/ 

 

 

https://shunan.ekimae-library.jp/
http://shunan-chiikijoho.jp/support/


 

 

 

 

 

 

 

 

平成 31 年度 しゅうなん元気活動支援事業助成金 〆切：2/13 

対象団体 規約（会則等）を持ち、主に周南市で市民活動を行う団体 

対象事業 次のいずれも満たす事業 

①活動の第一歩として新たに行う事業、または新たな展開を図ろうとする事業 

②地域社会が抱える課題の解決に向けて、自発的に取り組む事業 

対象事業の実施期間 平成 31 年 4 月 1 日～平成 32 年 3 月 31日 助成額 助成対象経費に対し上限 10万円／件 

審査方法 書類審査およびプレゼンテーション審査 〆切 平成 31 年 2 月 13 日（水） 

問合せ/申請書先  

周南市市民活動支援センター（担当：國兼）℡：0834-32-2200（平日 9 時 30分～17時 15 分まで） 

公益財団法人周南市ふるさと振興財団（担当：田中）℡：0834-33-7701（平日：8時 30分～17 時 15分まで）

HP： http://gokan-furusato.org/?page_id=93 

平成 31 年度 きらめき活動助成事業 〆切：3/31 

助成事業のプログラム ＊３プログラム９助成金です ※詳細は HP をご確認ください 

≪Ⅰ．自立支援プログラム≫・・・助成額：助成対象経費の２／３以内（上限 10万円） 

①自立サポート助成金 

 

≪Ⅱ.地域課題解決支援プログラム≫・・・助成額：助成対象経費の２／３以内（上限 50 万円） 

②中山間地域づくり助成金 ③にぎわい交流づくり助成金 ④子ども・子育てサポート助成金 

⑤男女共同参画助成金   ⑥暮らしの安心・安全助成金 ⑦文化による地域づくり助成金 

 

≪Ⅲ．財団オリジナルプログラム≫・・・助成額：助成対象経費に対し上限 50 万円 

⑧ふるさとの自然環境保全助成金 ⑨団体協働活動助成金 

 

≪共通要項≫ 

対象団体 山口県内に事務所があり、組織的かつ継続的に活動を行っている「県民活動団体」 

対象事業 山口県内で自主的・主体的に取り組まれる公益的な事業 

助成対象事業の実施期間 2019 年 4月 1 日～2020 年 3月 31 日 

〆切 2019 年 3月 31日（日） 

問合せ/申請先 公益財団法人山口きらめき財団 ℡：083-929-3600 FAX：083-924-9096 

メール：info@y-kirameki.or.jp                      HP：http://www.y-kirameki.or.jp/ 

【編集・発行】 周南市市民活動支援センター  

〒745-0034 周南市御幸通 2 丁目 28 番 2 徳山駅前賑わい交流施設 3 階 

TEL：(0834)32-2200／FAX：(0834)32-2201 MAIL：shiencent@city.shunan.lg.jp 

URL：http://shunan-chiikijoho.jp/support/  
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