市民活動の情報などが満載！
2020 年

イベント情報
■ 第 6５回『周南おりがみ研究会』例会 ■
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

共通テーマ：
（Ｄａｈｌｉａ）
日時 9 月 22 日（火・祝）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
お願い 当日は朝自宅での検温をしていただき、高い方は、参加を控えてください。「マスク」を着用して、参加してください。
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

■ 坂本龍馬の実像と虚像 ■
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

幕末の志士で大人気の坂本龍馬について私たちはどれだけ知っているのでしょう？知らない龍馬を見つけに来ませんか！
日時 9 月 23 日（水）13 時 30 分～15 時 定員 20 名 参加費 無料 申込〆切 9 月 16 日（水）
講師 一坂 太郎先生（萩博物館特別学芸員）

■ ものづくり講座：折り紙 ■
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日時 10 月 16 日（金）9 時 30 分～11 時 30 分 定員 15 名 申込〆切 10 月 9 日（金）
参加費 無料 ▶プレゼントあり ※材料はこちらで用意します
＜↓以下、共通要項＞
会場 大道理夢求の里交流館（周南市大字大道理 1332 番地）
申込方法 電話、FAX、メールのいずれか お願い マスクの着用をお願いします
申込・問合せ先 大道理夢求の里交流館 TEL/FAX：0834-88-1830
メール：mukunosato@m2.ccsnet.ne.jp ホームページ：http://shunan-odori.jp/

■ いぬとねこの譲渡会 ■

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

,保護犬猫の家族になろう！新しい家族を必要としている保護犬猫の里親さんになりませんか？
まずは、ＨＰ内の譲渡条件に必ず目を通し、ご理解いただける方のみ事前アンケートにお進みください。
日付 ① 9 月 6 日（日） ② 9 月 20 日（日） 時間 13 時～15 時 場所 周陽市民センター(旧・周陽公民館)
注意 譲渡会当日の譲渡は行っておりません。
アンケートにご記入➔ご自宅でのトライアル飼育➔正式譲渡です ※飼育環境の確認に担当者が伺います。
お願い コロナウイルス感染予防のため、マスク着用や入場者数制限等の注意事項がありますので、
NPO 法人ケダマの会のホームページよりご確認をお願いします。（ホームページ：https://kedamanokai.org/ ）
問合せ先 NPO 法人ケダマの会 ℡：090-7979-8914
メール：kedamanokai1122@gmail.com

譲渡条件や里親募集中の
保護犬猫の情報は HP で！

→

ケダマの会

検索
１

■ お届け講座、いたします！ ■
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

内容 皆さまのお近くの会場にお伺いしての講座です☺ メニューは２つ！！
①「もったいない！」のきもちをカタチに！新聞紙で「マイバッグ」つくり
②「もったいない！」のきもちをカタチに！ダンボールや包装紙で「おとな手形アート」つくり
どちらの講座も最後の 10 分間は、
『しつこい電話勧誘撃退法』など、今どきの暮らしのお得情報いっぱい！
所要時間 1 時間半程度（夜間、土日祝は要相談） 講師 周南消費者協会の会員数名
会場 依頼者側で用意してください ※地区の市民センターや集会所など、できるだけ広い会場を（感染防止対策ができる広さ）
定員 4～10 人程度（要相談） 参加者費用負担 接着剤などの材料費実費として、お一人 20 円～50 円
お願い 新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、会場は広めに、人との間隔も広く、そして、お集まりの皆さま
には、マスクの着用をお願いします。詳しいことは、まずはお電話でお問い合わせください。
問合せ・申込先 周南消費者協会：河村 昌子 ℡：090-5261-1635
（※電話が繋がらない場合には留守電にメッセージを残してください。折り返しご連絡をいたします）

■ 社会を変えるための提案するチカラ ■
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

NPO が取り組んでいる社会課題の解決は、自団体だけで取り組むには限界があることがほとんどです。その多くは行政や地域、企業、他の
NPO などを巻き込みながら、協働して取り組んでいくことが必要と言えます。 その時に必要なのが、一緒にやろうと思ってもらえる「提案する
力」。このセミナーでは、それらを講義や具体的な事例紹介、行政の視点からの助言なども受けながら、実際のワークを通して学びます。
日付 ①9 月 1 日（火） ②9 月 15 日（火） ③9 月 29 日（火） 時間 10 時～15 時
会場 パルトピアやまぐち（山口市神田町 80-1）
内容 ①協働の推進や政策提言を見据えた事業計画づくりの講義 、岡山市の事例紹介
②協働の推進や政策提言を見据えた事業計画づくりの講義とワーク、岡山県や全国の事例紹介
③事業計画作成ワーク、岡山県や全国の事例紹介
※その他、助言者として行政職員から事業計画をブラッシュアップするための助言をもらいます

講師 ①NPO 法人岡山 NPO センター 事業部長 高平 亮氏 ②③NPO 法人岡山 NPO センター 代表理事 石原 達也氏
対象 社会課題の解決を目指す県民活動団体、県内の中間支援に関わるスタッフ 定員 30 名 ※オンライン参加可
注意・お願い 新型コロナウイルス感染症の状況によっては、全てをオンライン受講にするなどの変更の可能性があります。
会場ではマスク着用や手指消毒実施にご協力ください。発熱など体調不良のある方のご参加はお断りします。

申込 申込みフォーム（https://forms.gle/ENAaMUWc3iJNRt7S9）より必要事項を入力してください
問合せ先 一般社団法人 SANY ℡：0835-28-9365 メール：sanyamaguchi32@gmail.com
ホームページ：https://blog.canpan.info/sany/

申込みフォーム QR コード

🐾

🐾

【テーマ】鼓南地区(大島・粭島)の風景やそこで暮らす人々・動物など
【応募資格】地域・年齢を問わず、どなたでも応募可能
【作品規格】*アナログ・デジタルは問わない
*Ａ4 以下のサイズにプリントして応募

【応募〆切】10 月 9 日（金）必着

【撮影場所】周南市鼓南地区内(大島・粭島)に限る

*トリミング可 ※但し合成や不要物消去処理をしての応募は不可

*１人 2 点まで応募可

【応募方法】応募用紙に必要事項を記入し、作品裏面に添付し、持込み又は郵送にて「大島市民センター」へ提出
▶応募用紙は鼓南をよくする会 Web サイトからダウンロード可能（http://konan-yoku.jugem.jp/）

【審査】鼓南地区文化祭(11/3)当日、会場展示を行い、来場者投票により入賞者を決定 ※文化祭が中止の場合は大島市
民センター２階和室に期間中(10/17～11/3)展示を行い、来場者投票により入賞者を決定
【賞品】鼓南賞(１点)：賞金 1 万円／大島べっぴん賞(１点)：大島産無農薬米５㎏／粭島男前賞(１点)：粭島ウニとサザエセ
ット／貴船賞(１点)：粭島のウニとひじきセット／鼓南農産賞(１点)：大島みかんとピーナッツセット
【発表】11/15 発行の「わっしょい！鼓南 第 139 号」
、鼓南をよくする会 Web サイトにて発表します
【応募・問合せ先】鼓南をよくする会(鼓南地区コミュニティ推進協議会)

℡：0834-84-0310

〒745-0803 周南市大字大島 1601 大島市民センター内 鼓南をよくする会事務局
２

Web サイト QR コード

すばらしい自然や文化が数多く残る農山漁村。そこは、わたしたちの食料供給の地・・・心を癒すやすらぎの地でもあり、我々が失いか
けているかけがえのない宝が存在する聖地。農林水産業を営む人々や生き物たちの豊かな表情、子どもたちの澄み渡る笑顔やわたし
たちを優しく包む農山漁村の風景など・・・。あなたの“感動”、“守り続けたい！”を教えてください。多数のご応募をお待ちしています！
【テーマ】水・土・人・くらし 応募資格 山口県内にお住まいの方 【作品規格】Ｌサイズ 【応募〆切】１２月３１日（木）
【応募方法】応募用紙に貼付して送付してください。Ｅメールでの提出も可とします 【注意】山口県内で撮影した未発表のものに限る
【入賞】
《一般の部：高校生以上》 ＊山口県知事賞：１点（賞状、賞金１０万円） ＊山口県地球人会議会長賞：１点（賞状、賞金５万円）
＊水土里ネット山口会長賞：１点（賞状、賞金５万円） ＊山口新聞社賞：１点（賞状、賞金２万円）
＊中國新聞防長本社賞：１点（賞状、賞金２万円） ＊入選：１０点程度（賞状、記念品）

《児童・生徒の部：中学生以下》 ＊山口県地球人会議会長賞：１点（賞状、図書券） ＊優秀賞：３点（賞状、図書券） ＊入選：数点（賞状、記念品）
【応募・問合せ先】水土里ネット山口 総務企画課 ℡：083-933-0033 メール：midori@yamadoren.or.jp
ＨＰ：http://www.yamadoren.or.jp/

※その他、詳細や注意点などは左記のＨＰよりご確認ください。

新型コロナウイルス接触確認アプリ COCOA
イベントやセミナーなどが少しずつ開催できるようになってきましたが、開催するにあたり新型コロナウイルス感染症拡
大防止の対策をしっかり行う必要があります。そんな対策の一つとして“もしも”のときに役立つ、厚生労働省の『新型
コロナウイルス接触確認アプリ COCOA（COVID-19 Contact Confirming Application）』を知っていますか？
自分をまもり、大切な人をまもり、地域と社会をまもるため、主催する側・参加する側ともに接触確認アプリのインスト
ールを推奨しています。

【アプリについて】COCOA は、新型コロナウイルス感染症の感染者と接触した可能性について、通知を受け取ることがで
きる、スマートフォンのアプリです。

※
画
面
イ
メ
ー
ジ

厚労省 接触確認アプリ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/cocoa_00138.html

３

助成金情報
第 15 回 コープやまぐち女性いきいき大賞：
《一般枠用》
対象団体＊山口県内に在住、もしくは主たる事業所があり、５名以上のメンバーで構成された 団体とします。 ＊３年以上の活
動経験を持ち、構成員の主体が女性であり、代表者が女性もしくは運営の中心メンバーが女性である団体とします。 ＊推薦ま
たは自薦時点で活動が継続しているものとします。／対象分野①くらしづくり分野（健康、文化、環境、省エネ、リサイクル、食の
安全・安心など） ②子育て分野（子育て支援、教育、子どもの安全、母子保健、食育など） ③福祉分野（高齢者福祉、介護福祉、障
害者福祉など） ④地域づくり分野（街づくり、村おこし、地産地消、農業、地域伝統文化、平和、ボランティア支援など）／対象活
動県内でくらし、健康、子育て、子どもの安全、文化、福祉、環境、街づくり、村おこしなど自主的な活動を行い、創意と工夫に富
んだ活動／助成額副賞として１０万円～３０万円／〆切９月３０日(水)／問合せ先生活協同組合コープやまぐち 女性いきいき
大賞事務局 ℡：０１２０-２７-５５２０(組合員活動グループ) メール：info@yamaguchi.coop
URL：http://www.yamaguti-coop.or.jp/about/ikiiki/

地域愛鳥活動助成部門 2021 年度募集｛応募受付期間：2020 年９月１日（火）～ ９月３０日（水）
対象団体対象活動を行う小学校、中学校および高等学校のクラブ・委員会や子供エコクラブ、又は自治会やボランティア団体等
地域のグループ（学校による応募は不可）／対象活動地域に根ざした鳥類の保護・観察活動／対象活動の実施期間原則として２
０２０年４月～２０２１年３月／助成額助成対象経費に対し、上限２０万円/件／〆切９月３０日(水)／問合せ先三井住友信託銀行
個人資産受託業務部 公益信託グループ サントリー世界愛鳥基金 申請口 ℡：03-5232-8910（受付：平日９時～１７時）
FAX：03-5232-8919

URL：http://www.koueki-suntory-aityou.jp/

第 18 回 読売福祉文化賞
対象社会福祉の各分野で 21 世紀を切り開く創造的な業績をあげ、障害者や高齢者の暮らしやすい環境づくり、自立支援、社会
参加の推進や、困難な状況にある子どもたちの支援などに貢献している団体または個人 (1)公益性ある創造的な事業で、ハン
ディを持つ方や地域の人々に元気を与え、ネットワークを広げている (2)個人または団体が生き生きとした活動の場を持てる
支援を実践している (3)福祉の現場において、多様な文化の向上に尽くしている (4)明確なテーマを持って、目覚ましい実績
をあげ、将来も継続、発展が期待できる／対象活動以下の２部門に該当する活動・高齢者を支援する福祉活動を対象とする「高
齢者福祉部門」 ・障害者や子どもの福祉を中心に福祉全般を対象とする「一般部門」：＜活動例＞＊高齢者による地域社会への
貢献や福祉活動 ＊高齢者の日常生活のサポートや社会参加を促進 ＊障害者のスポーツ活動支援 ＊障害者の就労や自立を支
援 ＊障害者と健常者が共に参加する芸術活動 ＊障害を持つ子どもたちの支援 ＊大規模災害で被災した障害者・高齢者の支
援活動／支援金額１００万円／〆切９月３０日(水)／問合せ先読売光と愛の事業団・読売福祉文化賞係 ℡：03-3217-3473
URL：https://www.yomiuri-hikari.or.jp/report/18.html

令和 2 年度（第 3 回）子ども支援活動助成募集 ☆要推薦
対象ボランティア活動を行っているメンバーが２０名以上で、かつ営利を目的としない団体（任意団体、NPO 法人、財団法人、社
団法人、大学のボランティアサークル等） ※申請団体の活動について社会福祉協議会(地区社協は除く)、行政(県(庁)・市区(役所)・町村
(役場)の各担当部署)、又は全国の共同募金会の「窓口担当者」の方から、活動状況等に関するコメントが必要／応募課題子どもたちに夢

と笑顔を、そして輝く未来につなぐ支援活動：＜助成対象の活動例＞①子どもの居場所づくり活動（環境改善） ②子どもの学習
支援活動 ③貧困家庭の子ども支援活動 ④育児放棄や子どもの虐待防止活動／助成対象期間（領収書の有効日付）令和３年４
月１日（木）から１年間／助成額助成対象経費に対し、上限５０万円/件／〆切９月１５日（火）／問合せ先公益財団法人 大和証券
福祉財団 事務局 ℡：03-5555-4640 FAX：03-5202-2014
メール：fukushi@daiwa.co.jp

URL：https://www.daiwa-grp.jp/dsf/grant/outline4.html

【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/
開館時間：9 時 30 分～22 時
相談対応可能日時➔日・祝を除く 9：30～18：15
４

