
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。

【日時】8月28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
【お願い】見学を希望される方は、必ず一度お電話ください。

第８５回『周南おりがみ研究会』例会

★中級、上級の講座も継続して行っています！

【場所】周南市役所２F 周南市シビック交流センター 交流室３
【申込・問合せ先】周南地区日本中国友好協会
℡：090-9066-2223（安達）
メール：zhounan.rizhong@gmail.com
URL： https://ameblo.jp/zhounan-rizhong

中国語講座「入門・初級」９月開講：受講者募集中！

《入門クラス》
中国語をこれから始める方、または、以前学んだことがあるが、もう一度学び直したいという方のための講座です。

【日時】初回：9月6日(火)［毎週火曜日 18時30分～19時30分（月4回 ※年末年始を含む月は３回）］
【受講料】月5,000円（テキスト2,640円）

《初級クラス》 中国語を少し学んだことがある方のための講座です。
【日時】初回：9月7日(水)［毎週水曜日 18時30分～19時50分 ※80分（月3回）］
【受講料】月5,000円（テキスト2,640円）

你好！

９月もまだまだ暑い日が続きます。暑い日こそHOTなものを！
周南市須金に移住した夫婦が作る唐辛子を使った調味料作りです。

【日時】9月3日(土) 10時～11時30分 【場所】学び・交流プラザ 調理実習室
【定員】15名(最少催行人数7名) 【講師】fu do ku kan Bamboo 須田 加弥子さん
【参加料】2,000円(持ち帰り用容器付き) 【持ち物】エプロン・三角巾・手拭きタオル
【申込期間】8月1日(月)～8月25日(木)
【申込・問合せ先】周南市観光案内所&特産品セレクトショップ まちのポート ℡：0834-22-8691
🌶「三升漬」は、北海道・東北地方の郷土料理で、醤油・唐辛子・麹を合わせて漬けた物です。

ピリッとした唐辛子の辛みが絶妙で、炊きたてご飯との相性は抜群です！！

タバスコ・三升漬け作り

２０２２年

８月号
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県内外のクラフトビール３０種類以上が大集合！クラフトビールと一緒に周南グルメを味わおう！
【日時】9月23日(金/祝)＆24日(土) 11時～20時 ☂雨天決行・荒天中止

【場所】青空公園（周南市飯島町2-29） 【入場料】入場のみは無料
【内容】クラフトビールが最大９時間飲み放題！

山口県内県外のブルワリーが多数集まり、３０種類以上のクラフトビールを飲み比べることができます。
【チケット】お得な１日飲み放題：4,000円／ 1杯券：600円 ／ 5杯券：2,500円

前売りチケット：3,500円 ☆前売りチケットは500円引き！イープラスで販売しています。→ →
🍺イベントの最新情報はインスタグラムの公式アカウント〔tokuyamabeerfes〕でお知らせします！
【問合せ先】徳山駅前ビアフェスティバル実行委員会 ℡：090-8502-2894（担当：石田）

第２回 徳山駅前ビアフェスティバル in 青空公園

海外の学校とのオンライン交流の取組事例を振り返りながら学校と外部の連携について共に考える。
【日時】8月8日(月) 14時30分～17時 ◎オンライン参加での視聴も可能
【場所】山口県周南市 徳山駅前賑わい交流施設交流室２ 【参加費】無料
☆オンライン配信(無料)も行います。会場に来られない方も、オンラインにてご視聴いただけますので、お気軽にお申し込みください。

【参加対象】教育関係者、教育に関心のある学生・企業・社会人。周南市や山口県外の方々もぜひご参加ください。
【内容】教育や子どもたちの未来に関心のある方々が、業界や立場を超えて集い、対話を深る機会を設けることにしました。
山口県周南市での取り組み実践例をベースにしながら、これからの教育、これからの社会にむけて、気づきや学びを共有す
る地域教育フォーラムです。
【登壇者】松本 悦子先生(周南市教育委員会 学校教育課) ／ 勝間田 文子先生(山口市立柚野木小学 校長)

國兼 裕司氏(公益財団法人周南市ふるさと振興財団) ／ 古川 雄介(NPO法人Colorbath 代表理事)

【プログラム】
■DOTSのご紹介 ｜ ■社会に開かれた学校：松本先生(周南市教育委員会)

■ICT活用と海外交流：勝間田先生(柚野木小学校) ｜ ■地域振興と人のつながり：國兼氏(ふるさと振興財団)

■パネルディスカッション ｜ ■企業による教育への関わり
【申込〆切】8月4日(木) 【申込方法】webサイト内にある申込みフォームからお申込みください。 → → →
【問合せ先】NPO法人Colorbath webサイト：http://color-bath.jp/

周南の子どもたちの未来を共に考える会
ー 世界の学校とのオンライン交流を通して ー

見て 聴いて 参加して！市民文化祭を楽しもう！
【日時】9月11日(日) 10時～16時30分 【会場】周南市文化会館大ホール ／ １Fロビー 【入場料】無料

【問合せ先】『文化を楽しむ会』事務局
℡：090-3881-5276（長谷川）

第２３回 周南市民文化祭『文化を楽しむ会』

♬ 舞台発表の部：大ホール ♬
10:00～ エデナ・ハワイアンズ／津軽三味線／カルチェラタンエクスプレスオーケストラ／ひまわりハーモニー／シャンソンを楽しむ会

花柳流なぎさ会／ザ・とくやま健康ダンス体操／吟詠神心流
12:00ごろ～ オカリナ周南バード／かみにし ギター教室／菊川マンドリンクラブ／広佳・秋月会(三味線)／幸之会銭太鼓
周南エスペランサ／ウォーキングダンス／竹勇会(尺八)／オカリナ風花ふ～が♪／幸之会民謡／ワールドダンス／ギターと歌

15:00ごろ～藤本流さざ波会／菅源流／ウクレレファミリー／若柳吉美弘会／MIKA KID`S DANCE

❁ 作品展示の部：１Ｆロビー ❁
書苑書道会作品展／汀舟会(かな)／介護予防のための手品教室／日本画／ニット&クラフト
草月流いけばな／ステンシル教室／花遊明(押花・手織り)／向道湖ふるさと芸術村／ほのぼの絵手紙さーくる

✿ 災害復興バザー開催！ ✿
こすもすの家／セルプ周陽／あけぼの園 他、作品展示にて

ぶ ・ ん ・ た ・ の ・ カフェ・・・・///・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BUN-TANO CAFE(期間限定カフェ)Open！
10:00～13:00｜14:00～16:00＊Coffee：150円

おいしいコーヒーとお菓子でゆったりとご鑑賞ください！

Facebookからも文化を楽しむ会の
スケジュール等がご覧いただけます。

https://eplus.jp/sf/detail/3665090001-P0030001
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-yCXH_6Ez_2iQMFzxZh-kn2DyFhYhWjlnKtd3OO8_9zNcSQ/viewform
http://color-bath.jp/


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】

【日付】①8月7日(日) ②8月21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

いぬとねこの譲渡会

☺

,

【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：８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

８月：25日 ※11日は祝日のためお休みです。

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

８月：5日・19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

８月：3日・10日・17日・24日・31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

８月27日

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

https://kedamanokai.org/
mailto:kedamanokai1122@gmail.com
https://m.facebook.com/shunan.kendama/


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。

第17回 コープやまぐち女性いきいき大賞 《一般枠用》 〆切：9/30

【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 ３年以上の活動
経験を持ち、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 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】➀くらしづくり分野（健康、文化、環境、省エネ、リサイクル、食
の安全と安心など） 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～30万円／【〆切】9月30日
(金)／【問合せ先】生活協同組合コープやまぐち 女性いきいき大賞事務局 TEL：0120-27-5520
メール：info@yamaguchi.coop 【URL】http://www.yamaguti-coop.or.jp/about/ikiiki/

2022年度子どもたちの“こころを育む活動”大募集 〆切：9/2

【対象】①家庭、地域、学校、企業などのさまざまなグループで、継続している活動 ②子どもたちに持ってほしい“3つの
こころ”が育まれる活動→ 「自分に向かう“こころ”」…自立心や自尊心を確立し、人間らしさや自分らしさを理解するこ
ころ 「他者に向かう“こころ”」…人と人とのかかわりを大切にし、他者を思いやり、傷つけないこころ 「社会に向かう
“こころ”」…さまざまな価値観を尊重し、社会と自分との関係性を理解するこころ ※法人格の有無は不問 ※複数団体
が合同で行なっている活動、コロナ禍の影響で一時的に休止している活動、オンラインの活動なども応募できます。／
【表彰内容】全国大賞(1件)…賞状および賞金50万円｜優秀賞(5件程度)…賞状および賞金20万円／【〆切】9月2日
（金）17時／【問合せ先】（公財）パナソニック教育財団 TEL：03-55216100
【URL】www.kokoro-forum.jp/project_kokoro/

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

➝

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！
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