
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民活動グループのイベント情報などが満載！ 

イベント情報 

１ 

 

……………………………………………… 

４月１７日から１９日の３日間、１２年に一度の御開帳を迎える川崎観音。周防国三十三観音霊場の第十八番札所であり、また毎月

１７日の縁日は、県内各地からの参詣者でにぎわっています。観音堂の周辺には、代々地域で暮らしてきた皆さんの想いが詰まった、

伝説や歴史にもとづく石碑や祠がいくつもあります。このたび常日頃から観音堂のお世話をされている山崎勝幸先生をはじめ、地域の

皆さんのご理解より、小規模ながら探訪会を開催することといたしました。御開帳の前に、ゆっくりと現地を歩いてみませんか。 

日時 ３月２８日（土）13 時 30分～15時 会場 川崎観音前 駐車場 集合（川崎２丁目１-41） 

対象 会員以外の方も参加できます 参加料 無料 申込 不要(当日現地にお越し下さい) 

問合せ先 新南陽郷土史会 事務局 ℡：090-4693-8213 / 0834-62-1167 

■ 川崎観音・境内探訪会 ■ ※小雨決行 

2020年 

月号

 

…………………………………………………………………………………… 

≪３月例会：大津島ウオーク 【周南市】 ★コース：一般向き 約６㌔≫ 

日時 3月２８日（土）9時～予定14時30分ころ 受付/集合 徳山港=大津島巡行・旅客船乗り場に9時(厳守)集合 

コース 本浦港～刈尾～天ケ浦～大津島ふれあいセンター～…自由散策（回天記念館・回天発射訓練基地跡・回天運搬用トン

ネル・展望広場モニュメント「未来の風」など）～馬島港(ゴール)を巡る、約 6 ㌔を歩きます。 ▶昼食場所：開店記念館付近 

※本浦港～刈尾港(自動車道)は、島横断コース、途中まで上り坂。その他は平坦な道。  

参加対象 ウオーキングマナーを守れる方 持参物 弁当・飲み物・昼食時の敷物  

参加料 ◇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） 

■ 第１３３回 『周南ウオーキング協会』 月例会 ■ 

●詳細は支援センターのＨＰまたはセンター内に掲示してあります、 

「周南ウオーキング協会」のチラシをご覧ください。 

徳山港 ～ 大津島各港 

運賃 片道７２０円 

 

……………………………………………………………………… 

日時 3月 22日（日）9時～12時 場所 県総合庁舎 ７F「きずなルーム」  

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  

対象 小学生以上の方 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 〆切 なし 

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

■ 第６２回 『周南おりがみ研究会』 例会 ■ 

開催中止となりました。 

開催中止となりました。 

 

……………………………………………………… 

🍆美味しい野菜を育て 食べて 健康になりましょう。堆肥は野菜をはじめ作物にとって 

欠かせない栄養源です。ふかふかの土を作って美味しい野菜を育てましょう。 

日時 3月２８日（土）13 時 30分～ 2時間程度 集合 戸田駅に 13時 15 分集合し現地に移動  

場所 戸田北河内 平川農園内（戸田駅から徒歩 6 分） 人数 先着 30 名 参加費 無料 申込〆切 ３月２５日（水） 

内容 ・土作りと野草の関係の説明 ・草堆肥の作り方説明及び実習  

・ダンボール堆肥の作り方説明 ・その他 命と自然循環の話 

申込・問合せ先 周南なずなの会（平川 達夫） ℡：0834-63-5244 

■ 土作り（堆肥作り）講習会 ■ 

mailto:kuniom1119@outlook.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 

共創プロジェクトとは…地域団体、NPO法人等の市民活動団体、学校、企業等の 

皆さんが連携して取組む地域づくり活動の自立・持続化を応援するものです。 

日時 3月２1 日（土）基調講演：13時～14時 10 分／成果発表：14 時 30 分～17時 30分 定員 100名 

場所 周南市学び・交流プラザ 多目的ホール 対象 どなたでも 参加料 無料 申込〆切 ３月 13 日(金) 

講演 協創による鯖江モデル ～地域の担い手育成～ 講師 竹部 美樹氏（特定非営利活動法人 エル・コミュニティ代表） 

成果発表 令和元年度認定プロジェクト８団体 ※成果物の展示と販売も随時行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込方法 ①所属団体・氏名・電話番号・Ｅメールアドレスを明記の上、持参・ＦＡＸ・メールで下記申込先まで 

②申し込みフォーム（http://shunan-chiikijoho.jp/co-creation/recital/confirm_recital/）から申込み 

申込・問合せ先 周南市役所 地域づくり推進課 ℡：0834-22-8412 FAX：0834-22-8428 

メール：kyodo@city.syunan.lg.jp  HP：http://shunan-chiikijoho.jp/co-creation/  

●チラシは周南市市民活動支援センター内に設置しております。また支援センターHP・共創プロジェクト HPからもご確認できます。 

■ 共創プロジェクト発表会 ■ 

２ 

順番 プロジェクト名 連携団体 

１ 商店街で育む子どもの可能性を伸ばす場作り (株)コミクリ 周南オフィス × （株）まちあい徳山 

２ Yonemitsu&Happy共育 米光ベビ ×Happy Education 

３ 高校生のための近未来創造ラボ 近未来創造ラボ実行委員会 × Friendly English conversation lab 

４ 出前式プログラミング教育 TechGen × 山口県桜ヶ丘学園 

５ 
周南インバウンドプラットフォームによる 

地域観光資源の磨き上げ 
周南インバウンドプラットフォーム × 防長交通（株） 

６ 周南市スポーツ移住促進 ルキオス × 徳山商工会議所 

７ つながる「場面」つくり 徳山あちこちマルシェ実行委員会 × 徳山商工会議所 × ナシブドウグミ 

８ 幼児の為の運動機能向上 はぴスポ × CROSS-RIVER 

 

開催中止となりました。 

 
……………………………………………… 

💝すばらしい日本文化を通じて外国の方と交流してみませんか！アメリカの子どもたちも毎年楽しみに来ています！ 

✿ひなにんぎょう・子ども日本舞踊・子どものうた・茶道・きもの体験・日本のあそび・もちつき✿ 

日時 ３月７日（土）10時～14時 30分 場所 周南市 新南陽ふれあいセンター 

対象 どなたでも 定員 60 名程度（申込順） 参加費 小学生以上は、１人 800 円 

申込・問合せ先 周南国際交流児童クラブ ℡：090-4653-0472（笹村） 

■ ひなまつり国際交流会 ■ 

開催中止となりました。 

 
………………………………………………………………………………………………… 

🌳人とツルの共存する自然豊かなツルの里で、その現状を遊び楽しみながら 

観察・体験することにより、地球温暖化や環境について、みんなで考えよう！ 

日時 ３月８日（日）9 時～16 時 ※小雨決行 場所 鶴いこいの里交流センター(周南市大字八代 826-8) 

対象 小学 3 年生～6年生（保護者の参加も大歓迎） 定員 25 人(先着順) 申込〆切 2月 29日（土） 

参加費 無料 持参物 お弁当、飲み物、筆記用具、雨具、タオル、野外での活動に適した服装・履き物  

申込方法 ①チラシ裏面の申込書に記入し、郵送または FAX にて申込み 

②必要事項を明記し、メールで申込み【必要事項：参加者氏名、保護者氏名、学校名、学年、住所、電話番号、バス乗降場所】 

申込・問合せ先 NPO 法人 山口県アクティブシニア協会（AYSA）メール：k_takeshichan70@gold.megaegg.ne.jp 

郵送先：〒745-0877 周南市東金剛山 1007-117 （河本 武 方） TEL／FAX：0834-31-1299 

★集合は、バスで送迎しますので乗降場所〔①県周南総合庁舎 ②JA周南都農(菜さい来んさい前) ③その他(現地集合)〕を選択してください。 

●チラシは周南市市民活動支援センター内に設置しております。また支援センターHPからもご確認できます。 

■ ＡＹＳＡ環境学習講座 『つるの里を知ろう！』 ｉｎつるの里八代■ 

開催中止となりました。 

http://shunan-chiikijoho.jp/co-creation/recital/confirm_recital/
mailto:kyodo@city.syunan.lg.jp
http://shunan-chiikijoho.jp/co-creation/
mailto:k_takeshichan70@gold.megaegg.ne.jp
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************************************************************ 
新型コロナウイルス感染症とは・・・ウイルス性の風邪の一種です。発熱やのどの痛み、咳が長引くこと（１週間前後）が多く、強いだるさ（倦怠

感）を訴える方が多いことが特徴です。感染から発症までの潜伏期間は１日から 12.5日（多くは５日から６日）と言われています。 

新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染によりうつるといわれています。 

⚠次の症状がある方は、最寄りの保健所（帰国者・接触者相談センター）にご相談ください。 

 ・風邪の症状や 37.5℃以上の発熱が４日以上続いている。（解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます） 

 ・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある 

※高齢者や基礎疾患等のある方は、上の状態が２日程度続く場合 

▶ご相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いのある場合には、専門の医療機関をご紹介しています。 

▶マスクを着用し、公共交通機関の利用を避けて受診してください。 

 

≪多くの方が集まるイベントや行事等の参加・開催について≫ 

 多くの方が集まるイベントや行事等に参加される場合も、お一人お一人が咳エチケットや頻繁な手洗いなどの実施を心がけていただくとともに、イベントや行

事等を主催する側においても、会場の入り口にアルコール消毒液を設置するなど、可能な範囲での対応を検討いただけますようお願いいたします。 

 

【日常生活で気を付けること】 まずは手洗いが大切です。外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などにこまめに石けんやアルコール消毒などで手を洗

いましょう。咳などの症状がある方は、咳やくしゃみを手で押さえると、その手で触ったものにウイルスが付着し、ドアノブなどを介して他の方に病気をうつす可

能性がありますので、咳エチケットを行ってください。持病がある方、ご高齢の方は、できるだけ人混みの多い場所を避けるなど、より一層注意してください。 

 

◆ 相談窓口 ◆（帰国者・接触者相談センター） 

今般の新型コロナウイルス感染症の発生について、県民の方の不安を解消するための「相談窓口」を設置しています。 

受付時間は９：００～１７：００です。土日・祝日は、県健康増進課、下関市民の方は下関市立下関保健所で対応します。 

※多言語でも対応できるようにしています。 

また、各保健所では、新型コロナウイルス感染症が疑われる方を適切に医療に結び付けるための帰国者・接触者相談センターの機能を持っています。 

新型コロナウイルス感染症が疑われて、症状がある場合は、受診する前に必ず、最寄りの保健所（帰国者・接触者相談センター）に電話してください。 

緊急を要する場合は、受付時間外でもご相談に応じます。また、必要に応じて医療機関を紹介いたします。 

 

 
 

………………………………………………………………… 

日時 3月２日（月）10時～12時 場所 山口市市民活動支援センター さぽらんて 

講師 ぱんだんしょこら 吉野 貴普氏 受講料 無料 申込方法 電話またはメールでお申込みください 

対象 市民活動や地域活動をしている方 定員 20名 ※定員になり次第、締め切りとなります 

内容 販促のプロに学ぶ「手に取る」「ひきよせる」POPの書き方作り方。Webや SNSで情報発信していることを、

イベントの告知や会員募集を、バザー・フリーマーケットのおすすめ商品を、ボランティア募集や寄付のお願いを

POPでポップに紹介してみませんか。 

レイアウトのコツ、ペンの使い方、魅せるコワザ、PRのポイントなど習いながら、実際に POP作りに挑戦します。 

★プロッキーや POSCAなど準備しておりますが、その他ご愛用の画材やマスキングテープなどありましたらお持ちください。 

申込・問合せ先 山口市市民活動支援センター さぽらんて ℡：083-901-1166 

メール：saporant@c-able.ne.jp  HP: https://www.saporant.jp/  

 

手書きのＰОＰはなぜ人を引きつける？ 
■ ありそうでなかった 市民活動ＰОＰ講座 ■ 

❖新型コロナウイルスに関する情報や注意喚起チラシ等は、 

山口県ＨＰに掲載してあります。ご確認下さい。 

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/  

 

❖多言語の情報・注意喚起チラシ等については、 

山口県 国際課ページでも掲載しています。 

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a12900/index/ 

 

❖厚生労働省のＨＰも併せてご確認ください！ 

https://www.mhlw.go.jp/index.html 

 
発熱等の風邪の 

症状が見られるときは、 
学校や会社は休む！ 

 
発熱等の風邪の症状が 
見られたら、毎日、体温を 
測定して記録する！ 

開催中止となりました。 

mailto:saporant@c-able.ne.jp
https://www.saporant.jp/
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a12900/index/
https://www.mhlw.go.jp/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 助成金情報 

わかば基金 2020 年度募集 

≪Ⅰ.支援金部門≫対象国内のある一定の地域に福祉活動拠

点を設け、この支援金でより活動を広げたいというグループ

／助成額助成対象経費に対し、上限１００万円/件／≪Ⅱ.リサ

イクルパソコン部門≫対象パソコンを利用して地域で活発な

福祉活動に取り組んでおり、台数を増やすことでより高齢者

や障害者に役立ち、活動の充実を図れるグループ／贈呈数１

グループにつき３台まで／≪共通項目≫〆切２０２０年３月３

１日（火）／問合せ先 NHK厚生文化事業団「わかば基金」係 

URL：https://www.npwo.or.jp/info/16422  

令和 2年度 街なか再生助成金 

対象団体(1)地区内の地権者や住民等で構成される準備組

合・協議会・任意団体 (2)特定非営利法人(NPO)で地区内

の地権者や住民等が主体となっている (3)まちづくり会社

や中心市街地整備推進機構 (4)その他の民間団体で、原則

として関係公共団体の推薦を受けたもの／対象事業①土地

区画整理事業等の面的整備事業の立ち上げに向けた取り組

み ②土地区画整理事業等の面的整備事業地区（事業中、事

業完了地区）における良好な環境づくりや賑わいづくりに向

けた取り組み ③地区内の既存ストックを活かした街なか再

生への取り組み／助成額助成対象経費に対し、上限１００万

円/件／〆切２０２０年４月２４日（金）／問合せ先公益財団法

人 区画整理促進機構 街なか再生全国支援センタ 

URL：https://www.sokusin.or.jp/town/subsidy.html   

令和 2年度 青少年健全育成事業の助成団体募集 

対象山口県内で実施する青少年育成事業（心身共にたくまし

い青少年を育成するための活動に関する事業や山口県に関

わる先賢の顕彰、歴史の伝承普及のための活動に関する事

業）を自主的に行っている団体／助成額助成対象経費に対

し、総経費の３分の１以内(原則として１０万円以内)／〆切２

０２０年３月３１日（火）／問合せ先一般財団法人 愛山青少年

活動推進財団 事務局 

URL：http://www.aizankai.com/grant.html  

(公財)ポーラ伝統文化振興財団 助成 

対象日本の無形の伝統文化の保存・振興をはかるため、伝統

工芸技術、伝統芸能、民俗芸能・行事の各分野で保存・伝承・

振興活動および調査・研究活動を行う個人または団体／助成

額助成対象経費に対し、30万円～200万円程度／件〆切

２０２０年３月３１日（火）／問合せ先公益財団法人 ポーラ伝

統文化振興財団 

URL：

http://www.polaculture.or.jp/promotion/jyos

eiapply.html  

わかば基金≪災害復興支援部門≫2020 年度募集 

対象①東日本大震災以降に激甚災害指定を受けた自然災害

の被災地に活動拠点があり、福祉活動を通してその地域の復

旧・復興をすすめているグループ ②被災地に必要な新たな

福祉事業を展開したい、と考えているグループ助成額助成対

象経費に対し、上限１００万円/件／〆切２０２０年３月３１日

（火）／問合せ先 NHK厚生文化事業団「わかば基金」係 

URL：https://www.npwo.or.jp/info/16422  

令和 2 年度グローバルやまぐち国際活動支援事業費補助金

対象山口県内の民間国際活動団体 ≪多文化共生推進・国際

交流事業※山口県内で実施される事業に限る≫①本県在住

外国人に対する生活支援事業 ②県民と外国人との交流事業 

③県民の国際交流・国際理解の促進に寄与する事業 等 ≪

国際協力事業※国外で実施される事業に限る≫開発途上国

に対する生活、医療、教育及び技術協力等の援助 等／助成

額助成対象経費に対し、総経費の２分の１以内(上限１０万円

以内)／〆切２０２０年３月３１日（火）／問合せ先公益財団法

人 山口県国際交流協会 

URL：https://yiea.or.jp/activity/furtherance/   

令和 2年度 小規模助成金 

対象】国際交流、国際理解または本県在住外国人への生活支

援など多文化共生の推進に関する事業を行う、県内に所在地

を置く民間国際活動団体／助成額助成対象経費に対し、上限

５万円／〆切２０２０年３月３１日（火）／問合せ先公益財団法

人 山口県国際交流協会 

URL：https://yiea.or.jp/activity/furtherance/   令和 2年度 きらめき活動助成  
※昨年度との主な変更点➔助成プログラムを、団体の立ち上げを支

援する自立支援「ゆめ」プログラムと、地域課題の解決を支援する「は

な」プログラムの２つに改編しました。 

対象山口県内に事務所があり、組織の運営に関する規則(会

則)や年間の活動計画等がある県民活動団体で、山口県内で

実施される公益的な事業／支援プログラム①自立支援「ゆ

めプログラム」、②課題解決支援「はな」プログラム／助成額

①助成対象経費の１/２以内で、２０万円以内/年、②助成対象

経費の２/３以内で、５０万円以内/年／〆切令和２年３月３１

日（火）／問合せ先公益財団法人 山口きらめき財団  

℡：083-929-3600 FAX：083-924-9096 

URL：http://www.y-kirameki.or.jp/  

４ 

【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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