
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。

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。

≪あじさいウオーク【周南市】★コース：健脚向き 約１９㌔≫ ☂小雨決行※雷注意報・警報発表時は中止

周南市四熊（しくま）を訪ねて・・・6月の花“あじさい開花”鑑賞します。

日時 6月18日（土）9時10分～予定15時20分 受付／集合 JR新南陽駅に9時10分集合

コース スタート：JR新南陽駅～富岡公園～＜上り坂（一部急坂）＞～倉の峠（くらのたお）＜最高地点＞～四熊市民セ

ンター～＜上り坂＞～峯さん牧場：アジサイ園～四熊市民センター～倉の峠～菊川公園～道標観音寺～ゴール：JR新

南陽駅を巡る、約19㌔を歩きます。 【昼食予定場所：四熊市民センター】

✿峯さん牧場：アジサイ園・・・100種類以上のあじさいをみることができる“あじさい桃源郷”

要事前予約 6月4日（土）までに、事務局へ電話にてご予約ください。
持参物弁当・飲み物・自己チェック表に記載の品物 ※弁当はコース途中のスーパーで購入可能
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１５８回『周南ウオーキング協会』月例会

★外国人のための日本語講座（初級レベル） ※①４月～７月②９月～１２月 各１２回

日時 毎週木曜日 19時～21時 ・・・６月：2日・9日・16日・23日・30日｜７月：7日・14日
場所徳山保健センター クラス レベルや目的に合わせて４クラスで学習 受講料①・②1,500円／各12回
問合せ先日本語クラブ周南 石井℡：090-7137-2324

★日本語でおしゃべりしよう♬（初級後半レベル以上）
日時～2023年2月第2・4日曜日 10時～11時30分 ・・・６月：12日・26日｜７月：10日・24日
場所徳山保健センター クラス小グループで日本人と対話交流 受講料 100円／１回
問合せ先日本語クラブ周南 浅田℡：090-2009-7336

周南の日本語教室：６月・７月

６月例会のテーマ ： クローバー （ Clover ）

日時 6月26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
申込・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８３回『周南おりがみ研究会』例会

https://www.facebook.

com/shunan.nihongo/

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！６月・７月は“空色(水色)”の折り紙で折った折
り紙を飾ります。新幹線をご利用される際は、ぜひご覧ください♪

4月・5月の
展示の様子

mailto:kuniom1119@outlook.jp
https://www.facebook.com/shunan.nihongo/


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

日時 第1回：7月1日（金） 13時30分～15時30分 場所 周南市学び・交流プラザ 交流室４
✤✤ 第2回：7月15日（金）／第3回：8月19日（金） どちらも13時30分～15時30分
内容 デジタルサポーターとしての基礎となる技術や知識の習得 講師 シニアネット光の皆様
対象＊身に付けた知識や能力を発揮し、学びサポーター（ボランティア活動）として活躍する意欲のある方

＊デジタル機器（パソコン・スマホ・タブレット）の扱いに慣れている方
受講後の活動
①市民の方（主にシニア世代）を対象に、デジタル機器の使用方法や活用技術教室での指導※教室は市内全域
②サポーター同士の情報交換：スキルアップを目的とした自主学習活動
受講料無料 定員 10名 持参物 ノート、筆記用具、ノートパソコンやスマートフォン
申込期間 6月6日（月） 10時～定員に達するまで 申込方法電話にてお申込みください
申込・問合せ先周南市学び・交流プラザ ℡：0834-63-1188

学び・交流プラザ 学びサポーター養成講座 3回連続講座

まなびデジタルサポーターになりませんか！！

🦴 🦴

日時 7月22日（金） 13時30分～15時 場所周南市学び・交流プラザ 交流室４
内容毎日継続できるできる、骨粗しょう症予防のため食生活のポイントと簡単メニューをお伝えします。
講師 看護栄養学部 栄養学科 准教授白野 容子氏

受講料無料 定員 30名（先着順） 申込期間 6月22日（水） 10時～定員に達し次第締切
申込方法電話で住所・氏名・電話番号をお知らせください。窓口でも受け付けます。
申込・問合せ先周南市学び・交流プラザ（周南市中央町4-10） ℡：0834-63-1188

令和4年度山口県立大学・周南市 サテライトカレッジ

食と栄養講座 食生活の工夫で健康に

n
。

日付 ①6月5日（日） ②6月19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

https://kedamanokai.org/
mailto:kedamanokai1122@gmail.com


３年ぶりの大道理芝桜まつりの開催にあたり、フォトコンテストも帰ってきました！カメラ部門と新しくスマ
ホ部門をもうけ、気軽にどなたでもご応募いただけます。今回はプロのカメラマンに選考をお願いし、作品の
展示と入賞者の発表をふるさとまつりで行います。プロを唸らせる写真！お待ちしております。

題材 大道理の四季折々・人・暮しの風景 応募 10月15日（土）まで 随時受付中
撮影場所大道理地区内限定 撮影時期 2021年10月～2022年10月に撮影された写真
作品規格＊一人２点まで。どちらかの部門のみ応募可能 ＊応募者本人が撮影し、未発表の作品に限る

＊合成や不要物消去処理、加工を施した写真は不可

表彰内容各賞に応じてギフトカードや大道理産米などを贈呈
その他 フォトコンテストの詳細等は大道理ホームページ内のブログからご確認ください。
問合せ先大道理夢求の里交流館 ℡：0834-88-1830

ホームページ：http://shunan-odori.jp/

人と自然が繋がる里おおどうり

フォトコンテスト ２０２２ 作品募集！

【カメラ部門】応募方法
カラーでＡ４サイズに印刷したものと
応募票を持参または郵送
応募先：〒745-0242 周南市大道理1332番地

大道理夢求の里交流館

【スマホ部門】応募方法
右記のＱＲコードから必要事項と
スマホで撮影した写真をメール →→

mukunosato.p@gmail.com

※データ容量は１０MB以内

日時 6月4日（土） 9時～12時 ※雨天中止 ※集合時間は自由、景品交換受付12時終了
集合場所富田東小学校
内容 富田東小学校を起点に、ごみを拾いながら富田東地区を散策します。チェックポイントやミッション等を用意しておりますが、
ルート選択やかける時間は基本的に参加者の自由です。ごみ拾い後に受付へ戻っていただければ、ささやかな景品をお渡しします。

注意事項＊安全のため、小学生以下は保護者同伴とします。
＊受付ではごみ袋のみお渡しします。軍手等は各自ご用意ください。
＊受付時はマスク着用の徹底をお願しいます。
＊駐車場は用意しておりません。学校周辺道路への駐車は禁止です。
＊暑くなる可能性もありますので、熱中症対策をお願いいたします。

申込右記のＱＲコードから事前申込をして頂けるととても助かります。 ※当日参加も可
問合せ先富田東レクスポ推進委員会 メール：tonda.reku@gmail.com

Cleeeeeean Walk in 富田東

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。

令和４年度 県民活動支援事業助成金 〆切：6/30

令和４年度からは、新たな立ち上げ団体に加え、「従前から活動している団体」も助成対象になりました。
【対象団体】山口県内に事務所を置き、山口県内において組織的・継続的に県民活動（NPO 活動やボランティア活動な
ど）を行う新たに立ち上げた団体、これから新たに立ち上げる団体、従前から活動している団体／【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】助成
対象経費の2分の1以内で、1年目：10万円以内/2年目：5万円以内／【〆切】6月30日（木）
【ＵＲＬ】http://www.yamaguchiitsukushimakai.or.jp/

日時 6月25日（土） 10時～／ 11時～ 定員各回5名 参加料 1,200円 対象小学生
場所観光案内所&特産品セレクトショップ まちのポート （周南市みなみ銀座1-14）

講師 (有)吉沢木工 吉澤賢宏さん 持ち物持って帰る袋（高さ30～40㎝が入る大きさ）
内容自分だけのオリジナル七夕飾りをつくろう！

①好きな笹の枝を選ぼう ②木の土台に穴をあけて笹をつけよう
③木の短冊に色を塗ろう ④木の短冊に願いを書こう

問合せ先観光案内所&特産品セレクトショップ まちのポート ℡：0834-22-8691

七夕ワークショップ ～木の短冊に願いを書こう～

http://shunan-odori.jp/
mailto:mukunosato.p@gmail.com
mailto:tonda.reku@gmail.com
http://www.yamaguchiitsukushimakai.or.jp/


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！

➝

イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン

【目的】イオン全従業員が地域への社会貢献活動をおこなう「イオン・デー」（毎月１１日に開催）に、地域で活躍されている
「ボランティア団体」などに対して、イオンがその活躍に役立つよう物品をもって助成するもの。
【対象団体】活動内容が対象分野のうちのいずれかにあてはまる団体。店舗の近隣にて過去６ヶ月以上の活動実績があ
り、活動分野の目的を遂行しながら、今後も継続的に活動できる団体。などの定める基準を全て満たす団体。
【対象活動分野】

【助成内容】毎月11日にお買い物されたお客さまが、精算時に受け取った黄色いレシートを応援したい団体のBOX（応
援登録団体別に仕切られ活動内容が表示されている投函BOX）に投函。イオンは団体別にレシート金額を集計し、「合
計金額の１％相当」の希望する品物を贈呈。 （例）レシート合計が100万円なら1万円相当の品物を贈呈
【URL】 https://www.aeonretail.jp/campaign/yellow_receipt/

活動分野 活動事例

１ 福祉の増進を図る活動
お年寄り・障がい者の介護、福祉施設、点訳・手話・朗読サークル、授
産施設、特別支援学校（養護学校、盲学校、聾学校）、フリースクール

２ 環境保全・環境学習の推進を図る活動
リサイクル推進活動、環境教育活動、自然保護保全活動、地球温暖
化防止活動、動物保護

３ 街づくりの推進を図る活動
町の清掃活動、緑化活動、景観保持活動、事故防止・町の浄化活動
推進、地域に根ざした国際交流・協力活動

４ 文化・芸術の振興を図る活動 伝統芸能の保護活動、文化事業の推進、芸術ボランティアの育成

５ 子どもの健康と安全の増進を図る活動
スポーツを通した子どもの育成活動、ボーイ/ガールスカウト、子ども
会など、子どもの育成を目的とした各団体の活動

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/ →→

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