市民活動のイベント情報などが満載！

掲載情報について

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！

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、風邪ある場合は参加を控え
などの症状がるなど、感染拡大防止
対策へのご協力をお願いします。

令和４年度 周南けん玉教室 ７月予定
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？
とくやま教室 第２・４木曜日 16：30～18：30

今宿スポーツクラブ（朝） 第４土曜日 9：00～11：00

＊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
７月：１４日・２８日

※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
７月２３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
７月：６日・１３日・２０日・２７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
７月：１日・１５日・２９日

【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

いぬとねこの譲渡会

【日付】①7月10日(日) ②7月24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
【ご来場の前に、開催の中止がないかをご確認ください】
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。

☺

,

ご支援のお願い
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

第８４回『周南おりがみ研究会』例会
７月例会のテーマ ： ハス （ Ｌｏｔｕｓ ）
【日時】7月24日（日） 9時～12時 ※毎月1回開催
【場所】県総合庁舎 ７F 「きずなルーム」
【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
【その他】当日は朝、自宅で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。
【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

周南の日本語教室；７月
★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 ・・・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
https://www.facebook.
com/shunan.nihongo/

★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 ・・・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

しゅうなん地域マーケット“夏”開催！
【日時】8月20日（土） 15時～19時 ▷夏期開催のため夕方に開催します
【会場】徳山駅北口駅前広場周辺、徳山駅前賑わい交流施設 ２階インフォメーションスペース
【出店店舗数】約３０店舗
地域の特産品や加工品、特産品を使ったハンドメイド雑貨などを販売
★詳細や最新情報はしゅうなん地域マーケットのインスタグラムアカウントでお知らせします！ → → →
【問合せ先】公益財団法人周南市ふるさと振興財団 ℡：0834-33-7701

省エネライフセミナー

家庭におけるストップ温暖化診断＆余り布でリメイク
地球温暖化の原因となる二酸化炭素。二酸化炭素の排出を減らすため、
家庭でできることを提案します。また、使っていない布をリメイクで活用しましょう。
【日時】7月17日（日）10時～12時 【場所】周南市環境館(周南市臨海町５番地)
【講師】清木 和子さん（山口県地球温暖化防止活動推進委員）
【内容】家庭からの二酸化炭素排出量を診断／省エネな暮らし方の提案／余り布でひんやりマフラー作り
【対象・定員】市内在住の人 10人 【受講料】無料 【持参物】布(35㎝×90㎝程度)、裁縫道具
【申込方法】電話またはメールで、①氏名 ➁住所 ③電話番号 を添えて環境館までお申し込みください。
【申込〆切】7月10日（日）※定員を超えた場合は、抽選となります。
【申込・問合せ先】周南市環境館（月曜休館 但し月曜が祝日の場合はその翌日）
℡：0834-61-0302 メール：recycle@city.shunan.lg.jp
◇『家庭におけるストップ温暖化診断』とは・・・調査票をもとに、家庭での地球温暖化対策への取組状況や
省エネ製品等の導入状況などを調査し、診断員が診断結果をもとに、家庭に合った省エネアドバイスを行います。
◇診断のメリットは・・・診断結果が省エネ行動につながり、光熱費などの節約にも役立ちます。
◇診断方法は・・・光熱費や暮らし方に関する調査票を記入し、郵送で提出していただきます。診断結果は、
約２週間後に山口県地球温暖化防止活動推進センターからご自宅へ郵送します。

自由研究！「なぜ眼鏡をかけるのか」

セミオーダーメガネを作ろう
【日時】8月3日（水）10時～11時30分 【場所】シビック交流センター 交流室６(周南市岐山通１丁目１)
【講師】山口県唯一のオプトメトリスト メガネのフジタ 藤田 倫明さん
【内容】
①なぜ眼鏡をかけるのか だまし絵を使って学びます。
➁好きな形の眼鏡を選んでUVカットレンズ入りのセミオーダーメガネを組み立てましょう。
★作ったメガネは持ち帰りできます。ぜひかけてください！ ※度入り希望の方は、後日フジタにて交換できます。(有料)
【対象】小学4年生～6年生 【定員】12名（最少催行8名） 【参加料】3,500円(税込) 【持ち物】筆記用具
【申込期間】7月1日(金)～7月25日(月) 【申込方法】電話にてお申込みください
【申込・問合せ先】観光案内所&セレクトショップ まちのポート ℡：0834-22-8691

令和４年度 しゅうなん出前トーク
【出前トークとは】市民の皆さんの市政に対する理解を深めていただくため、市職員が直接、皆さんの所へお伺いし、市の
施策や事業について分かりやすく説明するとともに、意見交換を行なうものです。市政に関する情報を、市民の皆さんと共
有することによって、市民協働のまちづくりを進めていきます。
【対象】市内に在住または在勤、通学する人で、おおむね10人以上が参加できる団体やグループ
【開催時間と会場】
平日の午前10時～午後9時の間で、おおむね1時間から1時間30分が目安です。
（土・日曜日、祝日の実施を希望される場合は、ご相談ください。）
担当課の都合で、日程を調整させていただくことがあります。
実施会場は、原則市内の公共施設とし、お申し込み団体でご用意ください
【申込方法】
「令和４年しゅうなん出前トーク一覧表」より希望講座名を選んでください。
希望講座名、日時、会場、グループ名、連絡先、参加予定人数など必要事項を申込書に記入のうえ、開催を希望する
日の3週間前までに、直接、実施担当課へお申し込みください。
【お願い】苦情や要望、陳情をお伺いする場ではありません。趣旨をご理解のうえお申し込みください。
＊政治・宗教・営利活動を目的とした集会、会合などは対象外となります。
＊業務の都合で、日程調整が必要な場合があります。ご理解ください。
【問合せ先】周南市学び・交流プラザ ℡：0834-63-1188
出前トークの一覧表は、市民活動支援センターに設置、または学び・交流プラザのホームページからご確認できます。

第２０回 周南市美術展２０２２ 作品募集
第20回周南市美術展2022の開催にあたって、作品を募集します。
第18回、第19回は新型コロナウイルスの影響で中止したため、3年ぶりの開催です。今年度は新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、応募方法が事前申込となりますので、ご注意ください。皆さんの力作をお待ちしています。
【第20回周南市美術展2022とは】周南市の新たな美術の創造と振興を図るため、市民美術展を開催します。広く一
般から作品を募ることにより美術に対する関心を高めるとともに、美術鑑賞を通して市民文化の発展に寄与するものです。
【募集部門】平面、立体、書、写真 ※出品点数：部門ごとに２点まで
【応募資格】周南市に在住・在勤・在学の方、または市内の文化講座・文化団体に所属する方（年齢不問）
※応募資格外の作品は審査対象外とします。
【出品料】部門ごとに１点の場合は1,000円、２点の場合は1,700円 ※18歳以下(平成16年4月2日以降に生まれた人)は無料。

【応募方法】必ず開催要項をご確認いただいた上で、郵送・Fax・持参または出品申込フォームにてお申込みください。
【賞】各賞に応じて、賞状または賞状と副賞5千円～10万円
【申込〆切】8月26日（金）必着
【その他】注意事項や詳細については、周南市のホームページ(文化スポーツ課ページ)でご確認ください。
【問合せ先】
・運営全般に関すること：周南市地域振興部文化スポーツ課(文化担当) ℡：0834-22-8622
・作品・展示に関すること：周南市美術博物館 ℡0834-22-8880

周南市美術展の開催要項は市民活動支援センター等に設置、または市のHP(文化スポーツ課ページ)からご確認できます。

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。 助成分野
まちづくり

2022年度 地域振興助成

〆切：8/31

【対象団体】NPO法人、学校法人等の法人格を有する非営利法人／【対象事業】➀地域における資源、伝統、文化等の
保全、継承、活用を基本とした地域の活動：＜参考例＞地域の自然保護活動、歴史文化活動｜学校法人が課外活動と
して行う地域交流、地域調査等の活動｜地域循環圏の活用、広域連携活動 ➁地域に根ざした食やエネルギーに関わ
る活動：＜参考例＞地域の農林水産業や食を通じた地域振興に関する活動（例えばフードバンク活動、子供食堂等も含
む）｜地域における再生可能エネルギーを活用した活動｜地域のSDGs等への取組み／【助成額】助成対象経費に対し、
上限100万円/件／【〆切】8月31日（水）／【問合せ先】（公財）前川報恩会 TEL：03-3642-1566
【URL】https://www.mayekawa.org/
環境保全

公益信託 大成建設自然・歴史環境基金 2022年度助成

〆切：7/29

【対象団体】国内に拠点を置き、自然･歴史環境の保全活用のために、活動や研究を行う非営利団体で適正な運営、会
計処理、情報公開を行う団体（個人による申請は不可）／【対象事業】国内ならびに開発途上国の自然・歴史環境の保全
活用にかかわる活動や研究／【助成額】総額1,500万円程度（助成件数：30件程度）／【〆切】7月29日（金）／【問合せ
先】みずほ信託銀行(株) 個人業務部 信託業務開発チーム『公益信託 大成建設自然・歴史環境基金』 事務局
TEL：03-6631-7640 メール： koueki.tb@mizuhotb.co.jp
【URL】https://www.taisei.co.jp/about_us/society/kikin/html/gist.html
福祉

2022年度 福祉助成

〆切：8/31

【対象団体】対象①：NPO法人、社会福祉法人等の法人格を有する非営利法人であること。｜対象②：非営利団体で、
実務者（NPO法人、社会福祉法人等の職員）の参加が含まれること。／【助成対象】対象①：障がい者の生活支援や就
労支援の環境改善に資する物品｜対象②：障がい者の福祉向上に資する取り組み／【助成額】助成対象経費に対し、上
限100万円/件／【〆切】8月31日（水）／【問合せ先】（公財）前川報恩会 TEL：03-3642-1566
【URL】https://www.mayekawa.org/category/grant/welfare_grant
福祉

第57回「NHK障害福祉賞」体験作文募集

〆切：7/31

【対象者】障害のある方、または障害のある方とともに歩んでいる方／【募集部門】＜第1部門：障害のあるご本人の部門＞
…学校や施設での生活、自立や就労への挑戦、また自分の生きてきた道など、自身の体験や思いをお寄せください。
＜第2部門：障害のある人とともに歩んでいる人の部門＞…教育・支援の実践、家族の成長や変化の記録、仕事や余暇
活動での交流など、ともに生きてきた体験記をお寄せください。／【表彰内容】各賞に応じて賞状と賞金5万円～50万円
／【〆切】7月31日（日）／【問合せ先】ＮＨＫ厚生文化事業団「障害福祉賞」係 TEL：03-3476-5955
【URL】https://www.npwo.or.jp/info/22221
福祉

チャリティプレート助成金

〆切：9/30

【対象団体・選考条件】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。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。などの定める条件を満たす団体またはグループ。／
【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(金)／【問合せ先】特定非営利活動法人 日本チャリティプレート協会 TEL：03-3381-4071
メール： info@jcpa.net
【URL】www.jcpa.net/jcpa/?page_id=13

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！
➝

