市民活動のイベント情報などが満載！

掲載情報について

新型コロナウイルス感染症の拡大状
況によっては、イベント等の中止や延
期または、内容が一部変更になる可
能性があります。詳細は、各情報の
問合せ先にご確認ください。またイベ
ント等に参加される際は、検温やマス
クの着用、風邪などの症状がある場
合は参加を控えるなど、感染拡大防
止対策へのご協力をお願いします。

市民活動支援センターHP の“月別の催しもの”もご覧ください！

期間 令和 3 年 10 月～令和 4 年 3 月

場所 周南市徳山社会福祉センター 2 階ボランティア室

申込〆切 9 月 24 日（金）

日時
点訳 毎週 金曜日 13 時～15 時 （計 24 回）／初回：10 月 1 日（金） 《点字の基礎から、パソコンによる点字図書製作まで》
音訳 隔週 第 2・4 木曜日 13 時～15 時 （計 13 回）／初回：10 月 13 日（木）
《音訳は、目の不自由な方々のために録音図書を製作します。声により正しく伝える為の基礎から、パソコンの音訳まで》
定員 各 5 名（先着順）

受講料 無料 ※ただし、初回のみ資料代 1,500 円をお持ちください

持参物 筆記用具

※講習期間中は図書館のパソコンを使用しますが、講習終了後はご自身のパソコンで図書製作にご協力お願いします。
申込・問合せ先 NPO 法人 周南視覚障害者図書館 ℡：0834-34-9351（月・火・木・金の 9：00～15：30） FAX：0834-34-3952
消費者セミナー

【１回目】 日時：9 月 29 日（水）10 時～12 時／場所：新南陽ふれあいセンター2 階大会議室／講師：弁護士 通山 和史氏
【２回目】 日時：10 月 25 日（月）10 時～12 時／場所：周南市役所シビック交流センター2 階交流室 1／講師：司法書士 内山 敬二氏
受講料 無料

対象 会員、各回新規加入の市民 5 人（先着順）・・・当日入会手続き：年会費 500 円

申込方法 どちらも、9 月 25 日（土）9 時～11 時の間に電話で申込みください。※時間厳守
申込・問合せ先 周南消費者協会 河村 ℡：090-5261-1635

子どもや家族と笑顔で過ごすヒントを一緒に考えてみませんか？
《家計簿のじかん》 ＊家計簿をつけよう 羽仁もと子案家計簿、クラウド家計簿 kakei+
日時 9 月 16 日（木）10 時～12 時 ※開始 5 分前までに受付をすまされますようお願いします
場所 友の家（周南市大字徳山 5593-8） 参加費 300 円＋保険料(子どものみ)５０円

持ち物 筆記用具

対象 乳幼児、小学生、中学生のお子さんを持つお母さん
《お一人でも、親子でも参加できます。例年は託児も行っていますが、現在はありません。お子さんをお連れの方は、親子一緒にご参加ください。》

申込方法 電話、メール、または徳山友の会の会員まで、事前にお申込みください。
申込・問合せ先 徳山友の会
☎友の家：0834-31-4729（火・木）
☎山口：070-2637-0018

☺

メール：tokuyamatomonokai@yahoo.co.jp

１

申込〆切 9 月 9 日（木）

『周南おりがみ研究会』
今回のテーマ：
日時 9 月 26 日（日） 9 時～12 時

場所 周南市役所(2F) シビック交流センター 交流室 1

９月(第 77 回)の例会は

となりました。

内容 毎月１回、小学生～７０代まで幅広い世代の方が“おりがみ”を通して交流しています。

78 回)の例会も中止となります。
対象 小学生以上の方１０月(第
◎見学大歓迎！
持参物 筆記用具
※11 月以降の例会の開催は未定です。申込方法 電話・メール
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
再開しましたら改めてお知らせいたします。
問合せ先 周南おりがみ研究会（松田）
℡：080-1942-9222 メール：kuniom1119@outlook.jp

７月例会テーマ

蝉（Cicada）

〆切 なし

《
“おりがみ”のメリット・・➀会話のツールになる ②メンタルヘルスができる ③国際交流ができる》

・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・

日付 ①9 月 5 日（日）←中止となりました。 ②9 月 19 日（日）

時間 13 時～15 時

場所 周陽市民センター(旧・周陽公民館) ※駐車場あり
▷必要な方は、スリッパをご持参下さい。廊下の床は P タイル、会場はフローリングです。スリッパが無くても入場できます。

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、マスク着用のお願いや入場者数制限等の注意事項があります。
NPO 法人ケダマの会のホームページよりご確認いただき、ご来場をお願いします。
問合せ先 NPO 法人ケダマの会 ℡：090-7979-8914 メール：kedamanokai1122@gmail.com
\

【ご支援のお願い】Amazon の欲しいものリストを作成しました

✨

新聞のカラー刷り部分を使って、ちぎり絵を楽しみましょう。秋の味覚「柿」を作ります。
日時 10 月 16 日（土） 13 時 30 分～15 時

場所 周南市環境館（周南市臨海町 5 番地）

内容 古紙の分別方法について、新聞紙でごみ箱作り、ちぎり絵の制作
講師 古屋 繁代さん

対象 周南市内在住の人

定員 20 人

受講料 無料

持参物 新聞紙、のり、ピンセット、シャープペンシル、ウエットティッシュ
申込方法 電話またはメールで“氏名・住所・電話番号”を添えて環境館にお申込みください
申込〆切 10 月 2 日（土） ※定員を超えた場合は抽選となります。定員に達しない場合は 10 月 2 日以降も受付けます。
申込・問合せ先 周南市環境館 ℡：0834-61-0302（月曜休館 但し月曜が祝日の場合はその翌日） メール：recycle@city.shunan.lg.jp

２

中山間地域づくり

日時 10 月 23 日（土） 13 時～15 時 45 分（受付：12 時 30 分～）

場所 山口県セミナーパーク 講堂（山口市秋穂二島）

＜お車でご来場の方へ：駐車場は十分にありますが、混雑時は建物近くのスペースから埋まります。時間に余裕を持ってご来場ください＞

定員 150 名

対象 山口県内在住または在勤で、中山間地域づくりに関心のある方

参加費 無料（要事前申込）

プログラム
13：10 基調講演 『住民が安心して暮らし続け、次世代に引き継がれる地域の体制づくり』
▷有田 昭一郎氏（島根県中山間地域研究センター 研究企画監）
13：55 シンポジウム 『２つの視点からひもとく やまぐちの中山間地域の可能性』
▶県内地域よりパネリスト
《山口市阿東地福》 西村 新二氏（阿東地域づくり協議会 会長）／高田 新一郎氏（NPO 法人ほほえみの郷トイトイ 副理事長・事務局長）
《長門市俵山》 中原 英樹氏（NPO 法人ゆうゆうグリーン俵山 副理事長）／藤永 義彦氏（株式会社 SD-WORLD 代表取締役）
▶コメンテーター：有田 昭一郎氏（島根県中山間地域研究センター 研究企画監）
▶進行：小柳 朋子氏（NPO 法人市民プロデュース 理事）
15：05 質疑応答、県支援事業のご紹介 ほか
申込方法 参加申込フォーム（https://bit.ly/chusankan_2021sympo）より必要事項をご入力の上、お申込みください➔
※１地域（団体）複数人のご参加をおすすめします

申込〆切 10 月 18 日（月）

問合せ先 NPO 法人市民プロデュース（平日 9：00～17：00） ℡：083-932-4919

メール：shiminproduce@gmail.com

「協働」がテーマの NPO 法人。市民と行政・企業・大学など多様なセクターをつなぎ、みんなで創る社会づくりを目指しています。

内容 周南市鼓南地区コミュニティ「鼓南をよくする会」は、地区の魅力発信のためフォトコンテストを開催しています。
今年度から春夏秋冬の季節別に、4 回に分けて募集することになりました。
第 3 回は“夏”をテーマに、新たに部門を設けました。様々な視点から鼓南の魅力を再発見しましょう！
募集部門・テーマ・賞品

１
２
３
４

夏を切り取れ！
夏の自然部門
訪ねて感じた
夏の歴史・文化部門
わっしょい鼓南！
夏のイベント部門
奇跡の１枚！
夏のミラクルフォト部門

鼓南地区の夏の自然を体感できる写真
鼓南地区の夏の歴史・文化を感じられる写真
鼓南地区の夏の祭り・イベントを味わえる写真
鼓南地区で撮られた夏のイチオシ・奇跡ショット

大島産 無農薬米 ５kg
（ファーム川友 提供）
粭島産ひじき
&地元野菜の詰め合わせ
シーホースお食事券
&クルーズチケット
受賞作品入り！
オリジナルプリントＴシャツ

応募〆切 9 月 30 日（木）必着
応募資格 どなたでも応募できます ※Instagram で応募される場合は、『鼓南をよくする会』のアカウントをフォローしている方に限ります
応募方法
①持込・郵送による応募（プリント）：応募用紙に必要事項を記入し、作品裏面に貼付けて持込又は郵送にて、大島市民センターに提出
②ネットによる応募：（1）スマートフォンで「Instagram」のアプリをダウンロードし『鼓南をよくする会』（konan_begood）のアカウントをフォロー
（2）「#鼓南の夏」のハッシュタグと、応募部門がわかるコメント又はハッシュタグを付けて写真を投稿

その他 応募に関する規定や詳細等はフォトコンテストのチラシ又は『鼓南をよくする会』のホームページをご確認ください。
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
ホームページ：https://www.konan-yokusurukai.com
３

助成金情報
市民活動

令和 3 年度 県民活動支援事業助成金 ＜追加募集＞

〆切：9/30

【対象団体】県民活動（ＮＰＯ活動やボランティア活動など）を行うために、新たに立ち上げた団体やこれから新たに立ち上げる団体であって、
継続的に活動を行う計画のある山口県内の団体／【対象活動】社会福祉、環境保全、スポーツ・文化、青少年の健全育成、まちづくり、
地域の安心・安全など公益的な分野の活動／【助成額】新規：助成対象経費に対し、１０万円以内（助成対象経費の２分の１以内）／
【助成件数】３件程度 ※今回は追加募集につき、新規申請のみ／【〆切】９月３０日（木）／【問合せ先】（一財）山口県厳島会
℡：(083)933-2267
市民活動

メール：info@yamaguchiitsukushimakai.or.jp

URL：http://www.yamaguchiitsukushimakai.or.jp/

第 16 回 コープやまぐち女性いきいき大賞

〆切：9/30

≪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
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

３年以上の活動経験

推薦または自薦時点で活動が継続し

ているものとする／【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、各賞に応じて１０万円～３
０万円／【〆切】９月３０日(木)／【問合せ先】生活協働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）
環境保全

メール：info@yamaguchi.coop

URL：http://www.yamaguti-coop.or.jp/about/ikiiki/

公園・夢プラン大賞 2021

〆切：9/30

≪Ⅰ．「実現した夢」部門≫【募集内容】公園で行われ、皆さんの「夢の実現」となった、素敵なイベントや活動を募集／【応募条件】①過去
５年間(２０１７年１月１日以降)に、公園で実施されたイベントや活動。イベントや活動の主催者は問わないが、市民が主体となり実施したイ
ベントや活動とする ②過去に「公園・夢プラン大賞」に応募したイベントや活動も応募可能 ※入賞・入選プランを除く ③応募の際、実施
状況写真(３枚まで)は必ず添付すること／【表彰内容】各賞に応じて、賞状と副賞(１万円～１０万円のギフト券)を贈呈
≪Ⅱ.「やりたい夢」部門≫【募集内容】公園で「やってみたい」「できたらいいな」という楽しいイベントや活動のアイデアを募集／【応募条件】①
応募プランは、実際に公園のイベントとして実現することがあり ②応募プランの実現に際しては、内容の一部が変更される場合あり ③指定
管理者等、公園管理に携わる方のアイデアも大歓迎／【表彰内容】各賞に応じて、賞状と副賞(１万円～５万円のギフト券)を贈呈
＜Ⅰ・Ⅱ共通要項＞【対象者】個人・グループ・団体・企業を問わず、どなたでも／【〆切】９月３０日（木）／【問合せ先】（一財）公園財団
℡：03-6674-1188

メール：yumeplan@prfj.or.jp

福祉

URL：https://yumeplan.prfj.or.jp/

チャリティプレート助成金

〆切：9/30

【対象団体・選考条件】①団体またはグループであること ②アクティビティ・センター(自立生活センター、グループホームなど)または、小規模作
業所であること ③設立日時：助成年度の前年の４月１日までに設立されていること ④職員について：人数および雇用上身分・地位について
は問わない ⑤在籍する障害者について(職員を除く)全体で５名をこえること ⑥総予算が年間２,０００万円をこえないこと ⑦事業収入が８０
０万円をこえないこと ⑧公費助成のうち、運営費助成(対利用者)が年間予算総額の７５％をこえないこと ⑨週１回または、それ以上開設さ
れていること ⑩授産活動を行っているか否かは問わない ⑪将来の見通しが立っていること など／【申請物件】設備・備品・車両のうち、でき
るだけ 1 種類／【助成額】助成対象経費に対し、上限５０万円/件／【〆切】９月３０日(木)／【問合せ先】特定非営利活動法人 日本チ
ャリティープレート協会 ℡：03-3381-4071

メール：info@jcpa.net

URL：www.jcpa.net/jcpa/?page_id=13

【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
※相談対応可能日時➝日曜・祝日を除く 9：30～18：15

MAIL：shiencent@city.shunan.lg.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://shunan-chiikijoho.jp/support/
４

