市民活動のイベント情報などが満載！
２０２０年

１２
イベント情報
■ 第６８回『周南おりがみ研究会』例会 ■
*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・・*・*・*・*・*・*・*・*・*
：サンタクロース（Santa Claus）🎅

日時 12 月 13 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 対象 小学生以上の方 持参物 筆記用具
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 申込方法 電話・メール 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）

10 月例会のテーマ
バラ（Rose）

℡：080-1942-9222 メール：kuniom1119@outlook.jp
各例会ではテーマを決め、
参加者のみなさんには宿題として
実際に折ってきてもらっています。

■ ふるさと朝市 ■
*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*

皆さん、御存知でしたか？
以前“ふるさと産品の店こあ”で開催されていた朝市が、
今も“こあ”の側で、規模を縮小しつつも開催されています。
機会があれば是非、のぞいてみて下さいね！

出店グループ

朝市会場 食堂リズムさん 道路向かいの駐車場（周南市花畠町）
※天候や出店者の都合により、お休みする場合もあります。
問合せ先 公益財団法人周南市ふるさと振興財団
℡：0834-33-7701

FAX：0834-31-3655
元気で頑張っちょるよ～！！

■ やまぐち防災つながりカフェ Vol.1 ～いざというとき顔の見える関係づくり～ ■
*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*

このカフェを通じて、誰もが災害支援ができることを知ってもらい、いざというとき慌てないよう、平常時から顔の見える関係
づくりを目的に開催します。参加者のみなさんと、お互いができることを話し合うことにより、災害に強い山口県を目指します。
日時 12 月 8 日（火）14 時～16 時 会場 パルトピアやまぐち 2 階 大ホール（山口市神田町 1-80）
対象 山口県内の災害支援活動に関心のある方・団体

参加費 無料

内容
① 9 月に県センターが NPO 団体向けに実施した「災害時におけるボランティア活動支援についてアンケート」
調査結果報告：やまぐち県民活動支援センター
② 今回のトピック「今までの災害支援活動から出てきた課題と、つながりの必要性について」
：災害復興支援団体
山口災害救援 杉本邦夫さん（山災塾主宰）
③ お互いを知ることからはじめよう《参加者交流》
申込〆切 12 月 6 日(日) 申込方法 右記の QR コード(申込フォーム)からお申込みください
問合せ先 やまぐち県民活動支援センター ℡：083-934-4666 FAX：083-934-4667 メール：yamas@mbs.sphere.ne.jp
１

◆◇ 助成金活用講座 【市民活動編／コミュニティ活動編】 ◇◆
*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*

活動の資金源の一つとして選択されることも多い助成金。周南市内で活動するにあたり、身近な助成金制度として
活用事例も多い 2 つの財団の助成金制度について、それぞれの担当者から学ぶ講座になります。
日時 12 月 3 日（木） 19 時～21 時 会場 周南市役所シビック交流センター 交流室 1
内容 ①しゅうなん元気活動助成金について ②きらめき活動助成金について ③質疑

※個別相談の時間は設けていません

対象 市民活動団体もしくは地域団体に所属している方、市民活動や地域活動に興味がある方

日時 12 月 5 日（土） 10 時～12 時 会場 港町庁舎 1 階会議室（ふるさと振興財団事務所横）
内容 ①特色あるコミュニティ活動助成金について ②きらめき活動助成について ③質疑

※個別相談の時間は設けていません

対象 地域コミュニティ内で活動されている方、コミュニティ活動に興味がある方
【 以下、共通内容 】
★講座の様子はふるさと振興財団の Facebook ページにてライブ配信します。

※ライブ配信を視聴するには、Facebook のアカウント登録が必要になります。事前にご登録をお願いいたします。

参加費 無料 定員 各１５名
申込 12 月 1 日(火)までに ①氏名 ②団体名 ③連絡先(電話・メール)を添えてお申込みください
新型コロナウイルス感染症に対する感染予防策について
＊主催者に於いて、三密や濃厚接触を避けるための対策を講じたうえで、本講座を開催します。
＊参加される場合は、マスク着用などの咳エチケットの励行や事前検温による体調の把握などのご協力をお願いします。
＊風邪症状や、事前検温時に 37.5 度以上の発熱がある場合は、参加を自粛していただきますようお願いします。

申込・問合せ先 周南市市民活動支援センター ℡：0834-32-2200 FAX：0834-32-2201
メール：shiencent@city.shunan.lg.jp

■ 『市長と語るまちづくり』参加団体募集 ■
*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*

「市長と語る まちづくり」は、市長が直接まちづくりに対するご意見をお聞きする場です。
まちづくりに対する思いや将来展望について、市長と意見交換をしてみませんか。
テーマ 安心して子育てができるまちづくり 日時 令和 3 年 2 月 5 日（金）14 時～15 時 30 分
会場 周南市役所（周南市岐山通 1 丁目 1 番地）1 階 多目的室 募集人数 10 名程度（1 団体 2 名程度）
募集対象 （※団体・・・グループや法人も含みます）
・主に、市民で構成される団体、市内で活動を行っている団体のいずれかに該当すること。
・原則として５人以上で構成されている団体であること。
・今年度の「市長と語る まちづくり」懇談会に参加していない団体であること。
申込方法 申込書に必要事項を記入し、市民の声を聞く課まで持参または、メールにて提出 申込〆切 12 月 18 日(金)
申込・問合せ先 周南市役所 2 階 市民の声を聞く課(②番) ℡：0834-22-8808 メール：koekiku@city.shunan.lg.jp
＊申込書や、その他詳細などについては右記の QR コードよりご確認ください。
◎今年度中に「健康で活力のあるまちづくり ～何歳になっても活躍できるまちにするには～」のテーマでも別途実施する予定です！

■ 家が整うと 心が整う！ 今日からあなたも整理収納名人 ■
*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*

整理収納の基本を学びましょう。受講者同士で楽しく交流しながら、あなたも、整理収納名人になりませんか！
日時 令和 3 年 1 月 29 日（金）13 時 30 分～15 時 場所 周南市学び・交流プラザ 2 階 交流室 4
講師 整理収納アドバイザー もりかわ ゆきさん 受講料 無料 持参物 ノート、筆記用具
対象 周南市民の方 定員 20 名（先着順） 申込期間 12 月 8 日(火)10 時～ 定員に達するまで
申込方法 電話 申込・問合せ先 周南学び・交流プラザ ℡：0834-63-1188
２

■ 周南地区日本中国友好協会 会員募集中！ ■
*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*

中国に関心がある方ならどなたでも大歓迎！
中国に関心がある方ならどなたでも大歓迎! 中国をキーワード💬に楽しく交流しましょう！！
中国をキーワード💬に楽しく交流しましょう!!
💬中国文学って面白い 💬中国の歴史に惹かれます 💬文化遺産・自然遺産に行きたい
💬書・絵・工芸に関心がある 💬中国料理大好き 💬中国音楽いいな 💬中国の人と友達になりたい
💬仕事で中国に行った 💬華流ドラマ・映画にはまっています 💬中国語をかじったことがある

入会方法 入会を希望される方は、入会申込書を事務局までご提出ください

※申込書は周南市市民活動支援センターにあります

年会費 ※納入については、入会後に振込用紙をお送りします
個人会員：5,000 円以上を１口として１口以上 *** 賛助会員：1,000 円以上を１口として１口以上
入会申込・問合せ先 周南地区日本中国友好協会 事務局（山本）℡/FAX：0834-28-0728 携帯：090-5265-9976
〒745-0807 周南市城ケ丘１丁目 2 番 17 号 山本 義明方
周南地区日本中国友好協会の主な活動（令和元年度）
【交流活動】＊徳山大学中国人留学生との交流

し は く

＊山東省淄博市人民政府関係者来日時の対応・交流会

【中国文化紹介】＊周南きさらぎ文化祭：山東省文化写真展

＊県民活動フェスタ：山東省文化写真展

＊周南市ふるさとふれあい物産展：山東省文化写真展、山口県国際交流員による中国文化講演会、二胡の演奏

■ サルサダンス教室 ～ラテンダンス はじめませんか？～ in 周南 ■
*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・・*・*・*・*

アフリカのジャンベのリズムが、黒人奴隷達によって、中米・カリブの島々へ伝わり、様々な音楽がソースの
ように混ざり合ってできた。それが、サルサ！ 陽気で楽しいサルサは、世界中に広まり愛されています！
開催日 第 1～第 4 日曜日 時間 19 時～21 時 会場 中央地区市民センター（1F ホール）※無料駐車場 10 台あり
定員 5 名程度 受講料 1,000 円／回(会場費込み) ＞＞ 連続参加されると半額の 500 円となります
お願い
＊マスクの着用をお願いします。 ＊レッスン前・後に手洗いをお願いします。
＊少しでも体調がすぐれない場合は（熱っぽい、咳・痰が出る等）、参加を見合わせてください。
＊運動時は、各人の間隔を２ｍ以上とってください。
＊万が一、家族等に感染者・濃厚接触者が判明したら、すみやかに講師まで連絡ください。
その他
・公民館の講座として実施するため、清掃などの館内維持にご協力をお願いします。
その分、受講料を安くさせていただいております(^^)
・都合により、講師が変更となることがございます。
・参加者がいない場合は、休講します。初回にグループ LINE に登録をお願いしています。

ホームページ

問合せ先 周南ラテン文化クラブ ℡：090-6412-0387（大木） ホームページ：http://latinashunan.jpn.org/
周南ラテン文化クラブは、活動に賛同される方々のご協力により運営しています。
興味のある方は随時メンバーを募集していますので、ご連絡ください！

■ ボランティアに参加してみませんか！ ■
*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*

『みどりの会 11』は、周南市緑地公園の緑を守ることに賛同した人達で結成されたボランティア・グループです！
内容 12 月を除き毎月の最終日曜日に「万葉の森」奥側にある管理棟の前に集合して活動しています。当日が雨天で
活動中止の場合、原則翌日曜日に順延となります。※12 月のみ最初の日曜日が活動日となります。
（8 時 30 分～9 時集合、9 時～12 時まで作業・樹木観察等の勉強会もしております）
申込・問合せ先 周南市公園愛護会 みどりの会１１ メール：info.midorinokai11@gmail.com
メールアドレス

info.midorinokai11@gmail.com

ホームページ

ブログ

https://midorinokai11.web.fc2.com/

３

https://midorinokai11.blog.fc2.com/

助成金情報
山口県 頑張る県民活動団体応援事業補助金 〆切：12/2
【内容】新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、県民生活に生じた様々な課題の解決のため、新しい生活様式に対応した社会貢
献活動等に積極的に取り組んでいる県民活動団体の活動に要する経費を支援します！
【対象団体】次のグループＡ・Ｂいずれかに該当する県民活動団体 ▸申請グループＡ：県内に主たる事務所を有する特定非営利活動
法人（NPO 法人） ▸申請グループＢ：市町から推薦のあった市民活動団体及びボランティアグループ等 ※特定非営利活動法人以外の
団体においては、主たる事務所の所在する市町からの推薦が必要となります。 ただし 、団体の組織形態については、法人格の有無を
問いません／【対象事業】①新型コロナウイルス感染症の感染リスクに配慮する「新しい生活様式」に対応する取組 ～３つの密対策の
徹底、WEB 会議・リモート支援 など～ （従来の取組を引き続き実施するに当たり、「新しい生活様式」に対応するために生じる課題への
対応に要する経費が該当） ②新型コロナウイルス感染症に伴い発生した「新たな困りごと（地域課題）」に対応する取組 ～子ども・学
生・外国人等の支援、日常生活や社会生活を営む上で困難を有する方への支援 など～（従来の取組では対応しきれない、「新たに生
じた困りごと・地域課題」への対応に要する経費が該当）／【助成事業期間】令和 2 年 6 月 19 日(金)から令和 3 年１月 31 日(日)まで
の間に支払われた経費を対象／【補助額】助成対象経費に対し、上限 20 万円/件（補助率：10 分の 10）／【申請方法・提出先】すべ
ての資料を、メール又は郵送により提出 ▸申請グループＡ：やまぐち県民活動支援センター ▸申請グループＢ：活動拠点又は代表者が
居住する市町の県民活動担当課〈周南市→周南市地域づくり推進課〉 ※申請に当たっては、事前にやまぐち県民活動支援センターへ
ご相談いただくことをお勧めします／【〆切】12 月 2 日（水）17 時(必着)／【問合せ先】やまぐち県民活動支援センター（本事業運営事
務局）※月曜・祝日定休 ℡：083-934-4666 FAX：083-934-4667 メール：sb2019@kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp
【URL】https://sb-yamaguchi.net/lp/ganbaru/

第 37 回(2021 年度)市民活動支援募集 〆切：1/12 ★電子申請のみ
【募集地域】広島県、山口県（主な活動拠点および団体様の所在地が両県内であること）／【対象】青少年健全育成のための、民間の
非営利活動 ※「青少年」の範囲は概ね６歳～２４歳 ①ボランティア育成 ②若者の居場所づくり ③自然とのふれあい ④科学体験・
ものづくり ⑤地域連帯、コミュニティづくり ⑥国際交流・協力 ＊特に、青少年の参画度の高い活動、創意工夫を育てる活動、地域で
の様々なささえあい活動、学校と地域が連携する活動、次世代のリーダーを育てる活動等を期待する／【支援期間】2021 年 4 月 1 日
～2022 年 3 月 31 日の 1 年間／【支援金額】助成対象経費に対し、10 万円～50 万円/件／【〆切】2021 年 1 月 12 日（火）／
【問合せ先】(公財)マツダ財団 事務局 ℡：082-285-4611(代表)・082-565-1344(担当)

メール：mzaidan.sj@mazda.co.jp

【URL】https://mzaidan.mazda.co.jp/bosyu/city/index.html

★説明会：コロナ禍のため現地説明会の代わりにオンライン説明会を開催します。
説明会の詳細→ https://mzaidan.mazda.co.jp/bosyu/city/2021invitation.html

2021 年度 POSC 社会貢献活動支援のための助成 〆切：12/11
【対象団体】日本国内に事務所・連絡先がある民間の非営利組織で、金融機関に申請団体名義の口座がある団体（法人格の有無や
種類は不問）／【対象事業】≪一般助成≫①パチンコ・パチスロ依存問題の予防と解決に取り組む事業・研究への支援 ②子どもの健
全育成支援 ③昨今の社会情勢により生活に困難を抱えている若い世代(親子を含む)への支援 ④障がいを持つ子どもたちや孤立する
高齢者に対する支援 ⑤日本国内各地の災害被災者の支援や被災地復興のための支援 ≪特別助成≫①パチンコ・パチスロ依存問
題の予防と解決に取り組む研究機関への、研究成果周知に対する支援／【対象期間】原則として 2021 年 4 月～2022 年 3 月に展開
する事業／【助成額】▸一般助成：助成対象経費に対し、上限 200 万円/件 ▸特別助成：助成対象経費に対し、上限 300 万円/件／
【〆切】12 月 11 日（金）／【問合せ先】(一社)パチンコ・パチスロ社会貢献機構 ℡：03-5227-1047 FAX：03-5227-1049
【URL】http://www.posc.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/
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

