
市民活動のイベント情報などが満載！

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！

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。

日時 5月22日（日） 9時～12時 ※毎月1回開催
場所 周南市役所 ２F 「シビック交流センター（交流室1）」
対象 小学生以上の方◎見学大歓迎！ 持参物 筆記用具
内容 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。
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
問合せ先 周南おりがみ研究会（松田）
℡：080-1942-9222 メール：kuniom1119@outlook.jp

第８２回『周南おりがみ研究会』例会

日付 ①5月8日（日） ②5月22日（日） 時間 13時～15時 場所周陽市民センター ※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

県・市からの自粛要請があった場合や、新型コロナウイルス感染症拡大状況によっては譲渡会の開催を中止することがあります。

中止の場合はホームページやインスタグラム（kedamanbou）でお知らせいたします。

【ご来場の前に、開催の中止がないかをご確認ください】

☺

,

フード・おやつ・ペットシーツ・
猫トイレ砂・グッズなど譲渡会
場や送付にて随時受付して
おります。また、アマゾンの欲
しいものリストを作成しました。詳しくはコチラ

いぬとねこの譲渡会

現在、周南市観光交流課とのコラボで「ＪＲ新幹線徳山駅」の構内に折
り紙を展示中！４月・５月は“黄色”の折り紙で折ったチューリップやキリン
などを飾っています。新幹線をご利用される際は、ぜひご覧ください♪
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周南ウオーキング協会からのお知らせ・お願い
お知らせ コロナウイルスの感染予防対策を実施することで、月例会を再開いたしました。
コロナウイルス感染症は依然、感染予防対策が必要です。万一、山口県から県内地域間の不要不急の外出自粛が発
出されたときは、開催を中止します。
お願い 月例会に参加される際は事前予約と「自己チェック表」の記入・提出が必須です。自己チェック表に必要事項(開催日2週

間前からの体調や体温など)を記入し、必ず当日にご持参ください。提出されない場合は、参加をご遠慮ください。
※「開催案内・自己チェック表」は周南市市民活動支援センターに設置あり、または周南ウオーキング協会に依頼してください。

≪みかんの花咲くウオーク【防府市】★コース：一般向き約１６㌔≫ ☂雨天中止

日時 5月14日（土） 9時25分～予定：16時30分頃 受付／集合 JR防府駅北口に9時25分集合

コース スタート：バス停 北側～みかんの花咲く道～江戸時代の里程標(りていひょう)～枡築(ますつき)らんかん橋〈防府市有

形文化財〉～三田尻塩田記念産業公園前～スーパーアルク～鞠生の松原、小鳥神社(こがらすじんじゃ)～ゴール：JR防府

駅を巡る、約16㌔を歩きます。【昼食予定場所：中関近隣の公園】

予約〆切 4月30日（土） 定員(周南ウオーキング協会会員外) 15名

≪菖蒲（しょうぶ）ウオーク【周南市】★コース：一般向き約１１㌔≫ ☂小雨決行

日時 6月5日（日） 11時30分～予定：15時30分頃 受付／集合 JR徳山駅新幹線口１階に11時30分集合

コース スタート：JR徳山駅～浜崎公園～東川～周南西緑地：花菖蒲開花！～周南陸上競技場前～周南総合ス

ポーツセンター～吉祥院：サツキ 開花！～ゴール：JR櫛ケ浜駅を巡る、約11㌔を歩きます。【昼食予定場所：浜崎公園】

予約〆切 5月22日（日）

持参物弁当・飲み物・昼食時の敷物・自己チェック表に記載の品物※弁当は駅のコンビニでも購入可

参加料＊一般（会員外）：500円 ＊ウオーキング協会会員：300円

＊周南ウオーキング協会会員・参加者同伴中学生以下：無料

予約(申込)・問合せ先 周南ウオーキング協会事務局 ℡：090-2003-1639（藤井）

第１５６回・第１５７回『周南ウオーキング協会』月例会

◆ ６月５日(日)“ウオーキング教室”特別同時開催！◆ ※要事前申込

【集合】JR徳山駅新幹線口１階に9時45分集合 【会場】JR徳山駅横の浜崎公園 【開催時間】10時～ 約1時間

【教室内容】歩き方、歩幅測定の実技 「ウオーキング教室」終了後、昼食を取り『菖蒲ウオーク』をスタートします。

【服装・持参物】歩ける服装、シューズ、帽子(着帽が良い)、タオル等 【定員】15名 【申込〆切】5月22日（日）

【参加費】一般（会員外）：200円 ／ 同時開催の月例会「菖蒲ウオーク」参加の一般（会員外）：100円

／ 周南会員・参加者同伴中学生以下：無料

テーマ鼓南地区の冬／鼓南地区の春 ▷過去の撮影写真でもOK！
賞品(地域の特産手芸品付き)鼓南賞（1名）：QUOカード １万円分／ 大島賞（1名）：芋焼酎「しろい鳩」

粭島賞（1名）：ホーランエー食堂シェアキッチン内お食事券 ５千円分
応募資格 どなたでも応募できます。 応募〆切 5月31日（火）必着
応募規定＊1人何点でも応募可能 ＊トリミング可、但し合成や不要物消去処理は不可

＊プリント作品はA4以下のサイズにプリントして応募 ＊応募は自作で未発表に限る
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、作品裏に貼り付けて持込又は郵送で大島/粭島
市民センターに提出。
②ネットによる応募（Instagram） →(1)「Instagram」で『鼓南をよくする会』のアカウント“konan_begood_”をフォロー。

→(2)「#鼓南の冬」または「#鼓南の春」のハッシュタグを付けて写真を投稿。
※Instagramで応募する場合はアカウントを持ち、『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。

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
その他詳しい内容は『鼓南をよくする会』のホームページよりご確認ください。 ➔ ➔ ➔ ➔

鼓南へ来んニャー ふるさとフォトコンテスト【冬・春の部】

https://www.konan-yokusurukai.com/


虫除けアロマワックスサシェを作りましょう
日時 5月29日（日） 10時～11時30分 場所周南市環境館 講師源値子さん（AEAJ認定アロマテラピーインストラクター）

内容 ろうそくと精油（エッセンシャルオイル）で虫除けサシェを作ります。ドライフラワーやハーブでデコレーションも楽しむサシェで
す。お部屋やクローゼットで、繰り返し使用できます。
対象周南市内在住で18歳以上の人 定員 10名 受講料 800円（材料費）
申込〆切 5月15日（日） ※定員を超えた場合は、抽選となります。

お家のごみをカンタン減量！ エコな生ごみ処理器 紹介します
日時 6月12日（日） 10時～11時30分 場所周南市環境館 講師山口 智子さん（やまぐちエコ倶楽部）

内容家庭から出る燃やせるごみのうち約30％が生ごみです。生ごみを減らすことで焼却に使用するエネルギーが削減でき、
CO2削減につながります。家庭でできる環境に負荷が少ない生ごみ処理の方法を紹介します。
★生ごみ処理器キエーロ、段ボールコンポスト他の使用方法、Ｑ&Ａ ・・・ライフスタイルに合った方法を見つけてください！
対象周南市内在住の人 定員 20名 受講料無料
申込〆切 5月29日（日） ※定員を超えた場合は、抽選となります。

ご利用ください！ 環境館こどもリユースコーナー
日時日時 5月3日（火）～5日（木） 9時～17時★ＧＷ ３日間限定
内容 リユース品として提供されたものを無料でお譲りします
対象周南市内在住で12歳以下のお子さま ひとり５点まで お譲りするもの 子ども服、おもちゃ など
お願い＊リユース品であることをご理解ください。 ＊持ち帰られた品に破損がある場合、交換などは対応できません。

不用になった絵本と制服を募集します ✿環境館にご持参ください
内容 リユース（再利用）と子育て支援を目的として不用になった制服と絵本を募集します。提供されたものは、環境館リ
ユースマルシェ（開催時期未定）で必要な方にお譲りします。
①絵本を募集します
対象となるもの・・・絵本、児童書／対象とならないもの・・・百科事典、月刊誌、参考書、漫画 など
②制服を募集します
対象となるもの・・・周南市内の幼稚園・保育園・小中学校・高校の制服、体操服、給食エプロン ※洗濯したものをお願いします

お願い＊名前は、可能な範囲で消してください。 ＊汚れているもの、傷みがひどいものはお断りします。
＊次に使用される方が、気持ちよく使える状態にして持参いただけると助かります。

ーー≪共通内容≫ーー
問合せ先周南市環境館（周南市臨海町5番地） ℡：0834-61-0302 メール：recycle@city.shunan.lg.jp
※月曜休館・・但し月曜が祝日の場合はその翌日 HP：https://www.city.shunan.lg.jp/site/kankyoukan/

周南市環境館からのお知らせ

昔遊びのおもちゃ「けん玉」には、楽しい遊び方がたくさんあります！親子で体験してみませんか？

問合せ先
周南けん玉教室 山本まり（日本けん玉協会 2 級指導員）

℡：090-8362-7608

令和４年度 周南けん玉教室 ５月・６月予定

★とくやま教室 第２・４木曜日 16：30～18：30
＊外靴でOK ※会場の都合により１8時までの時もあり
場所：市民センターとくやま１階・ホール / 参加料：無料
５月：１２日・２６日 / ６月：９日・２３日

★岐山練習会 第１・３・５金曜日 17：00～19：15
＊要スリッパ / 参加料：１回１００円（子供１人）
場所：岐山市民センター２階・奥の和室
５月：６日・２０日 / ６月：３日・１７日

★今宿スポーツクラブ（夜） 毎週水曜日 19：00～21：00
※会員制（要年会費） ▷卓球・ソフトバレー可
場所：住吉中学校体育館 ＊上履き持参
５月：11日・18日・25日 / ６月：1日・8日・15日・22日・29日

★今宿スポーツクラブ（朝） 第４土曜日 9：00～11：00
※会員制（要年会費） ▷バドミントン・ソフトバレー可
場所：今宿小学校 ＊上履き持参
５月２８日 / ６月２５日

mailto:recycle@city.shunan.lg.jp
https://www.city.shunan.lg.jp/site/kankyoukan/
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日時 6月2日（木） 10時～15時 場所周南市ファミリーサポートセンター（築港町13-15）
対象周南市在住の子ども好きな方で、ファミリーサポートセンターの活動（預かりや送迎など）に興味がある方 【資格不問】
内容※事前予約制
ファミサポの活動の様子や会員さんの声をご紹介します。
まずは話だけでも聞いてみませんか？
参加方法事前に電話でお申し込みください
申込・問合せ先周南市ファミリーサポートセンター

℡：0834-32-8191

ファミサポ

掲載している情報は概要です。詳しくは各URL先から助成要項をご確認ください。

その他助成金情報を知りたい方は、

で

検索・確認することが出来ます。

ぜひご活用ください！

県域公募助成令和4年度共同募金による令和5年度助成 〆切：5/31

【対象団体】地域福祉の推進を図るための社会福祉事業及び更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営
する者で、団体の規約等を備え、活動の実績・内容及び財務の状況を自ら公開できる等の要件に合致する団体 ※法人
格の有無は不問／【対象活動】①子どもの生活と子育てを支援するための活動 ②障害者の地域生活を支えるための
活動 ③高齢者の地域生活を支えるための活動 ④災害対策のための活動 ⑤更生保護を目的にした活動 ⑥その他
地域福祉を推進するための活動／【助成対象活動期間】令和5年4月1日～令和6年3月31日まで／【助成額】活動経費
総額の80％以内とし、上限200 万円 ※法人格を持たない団体は、原則として上限50万円／【〆切】5月31日（火）／
【問合せ先】（社福）山口県共同募金会 ℡：083-922-2803 メール：yamaguchi@akaihane.net
【URL】https://www.akaihane.net/doc/jyosei/3593

周南市子育て支援活動補助金 ☆随時募集

※申請前の事前相談をおすすめしています。
【対象団体】市内に活動拠点があり、自主的に活動している団体（子育てサークル、各種法人、企業、子育て支援団体
等）／【対象活動】参加者を広く募って市内の公共施設や民間事業所等で実施する活動 ≪①つくろう！地域の子育て
ネットワーク≫育児サークルなど、親子の交流・居場所づくりに関する継続した活動を６回以上行い、参加者が5人以上
かつ半分以上が周南市民 ≪②めざせ！地域の子育て支援力向上≫地域の子育て支援の充実に資する講習会や研修
会の開催で、対象者が子育て中の親や家族または地域住民であり、定員が15名以上かつ過半数が市民／【補助額】補
助基準額の1/2以内で、上限5万円

周南地域がつながる子どもの居場所づくり支援補助金 ☆随時募集

※申請前の事前相談をおすすめしています。
【対象団体】市内に主たる活動場所があること。組織及び運営に関する事項を定めた会則、規約等があること。山口県子
ども食堂登録簿に登録されている、又は登録を申請中であること。などの定める要件をすべて満たす団体／【対象活動】
子どもの居場所づくり活動を市内で実施すること。年３回以上開催すること。食事の提供をすること。などの定める要件
をすべて満たす活動／【補助額】開設準備費：上限10万円（開設年度に限る）｜運営費：実施１回につき１万円（ただし、
年間１０万円を上限とする）

《共通要項》
【問合せ先】周南市 こども・福祉部 こども局次世代政策課 企画担当 ℡：0834-22-8827
メール：jisedai@city.shunan.lg.jp 【URL】https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/29/ →→

ファミサポって
どんなところ？

どんなことを
サポートするの？

子どもが大好き！
わたしにも
できるかな？

➝
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