
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。

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】①9月11日(日) ②9月25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：９月予定

保護犬猫の写真

詳しくはコチラ

どうか温かいご支援のほど
よろしくお願いいたします。

犬猫フードとペットシートが
不足し困っております。特に
シニア犬・成犬用のドライ
フードが不足しています。
フ ー ド や ペ ッ ト シ ー ト の
メ ー カ ー は 問 合 せ ん 。
また、Amazon欲しいもの
リストも公開しております。

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

９月：8日・22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

９月２４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

９月：2日・16日・30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

９月：7日・14日・21日・28日

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


★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 ・・・９月１５日・２２日・２９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 ・・・９月１１日・２５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；９月

https://www.facebook.

com/shunan.nihongo/

【日時】10月１日(日) 第Ⅰ部：９時～12時30分 ／ 第Ⅱ部：14時～15時30分 【参加料】無料

【会場】周南市徳山保健センター（周南市児玉町1丁目1番地）

【内容】

第Ⅰ部：食を通した交流会・・・留学生による食文化紹介と餃子づくりを通した交流会

第Ⅱ部：音楽を通した交流会・・・シャンシャン楽団による二胡の演奏を通した交流会

グロリア・リンガーズによるハンドベル演奏を通した交流会

【定員】第Ⅰ部：24名 ／ 第Ⅱ部：50名 【対象】周南地域にお住まいの中国文化に関心のある人

【持参物 ※第Ⅰ部の参加者】エプロン、三角巾（髪を覆うことができるもの）

【申込方法】電話または申込書をFAXしてお申し込みください

【申込・問合せ先】周南地区日本中国友好協会 ℡：090-5265-9976(事務局：山本)

FAX：0834-28-0728

★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 → → →

周南地区日本中国友好協会からのお知らせ！

《 しゅうなん日中文化交流会 》

《 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）

好吃！

https://www.facebook.com/shunan.nihongo/
mailto:zhounan.rizhong@gmail.com
https://ameblo.jp/zhounan-rizhong


【日時】9月17日(土) 14時～15時 【場所】遠石市民センター 和室（周南市若草町6-33）※駐車場あり

【内容】周南市鹿野にある鹿野高齢者生産活動センターで作られている、山代和紙を使ったちぎり絵で手形・足形をお子

様と一緒に作りませんか。和室でお子様ものんびり過ごしながら、楽しく作りましょう！遠石市民センターは授乳室も完備さ

れています。ご参加お待ちしております。 【対象】１歳くらいまでのお子様と保護者の方

【参加費】700円 【定員】10組(最少催行６組) 【申込期間】9月1日(木)～9月15日(木)

❖「山代和紙」は、錦川の上流にある「山代地方」で作られているコウゾを原料とした手すき和紙です。

江戸時代に和紙の生産地として発展した鹿野では伝統を受け継ぎながら手すき和紙の生産を行っています。

【日時】10月2日(日) 13時～16時 【場所】周南市学び・交流プラザ 調理実習室 ※駐車場あり

【内容】＊限定のお土産付き！！

周南市湯野にある『じねんじょうまつり』で作られているスムージーとバタークッキーを作ります。やまいもまつりについても学びます。

【講師】村田 真知子さん(じねんじょうまつり 店長) 【参加費】1,500円 【定員】15名(最少催行７名)

【持参物】エプロン、三角巾、手拭きタオル 【申込期間】9月1日(木)～9月25日(日)

【内容】 ☆子ども・ファミリー向け

山口県周南市の徳山下松港100周年事業にジェリーの謎解きゲームが登場！

徳山駅周辺をめぐって謎を解こう！

[会場：まちのポート・ふれあいパーク街あい・DRAFTビル・徳山ポートビル・徳山駅みなと口]

【開催期間】開催中～11月6日(日) 10時～17時まで開催 【料金】１キット３００円(税込)

【参加方法】➀まちのポートで問題用紙を購入しよう！(300円)

➁問題用紙にかかれた地図に、パネルの場所が示されているよ。

③パネルと問題を見比べながら謎を解こう！

④最後に答えがわかったらまちのポートに報告しよう！

【受付・クリア報告】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

【その他】イベントの詳細等は右記のQRコードからご確認ください。(https://www.tanteijelly.com/shunan) → →

《共通要項》
【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 〈(一財)周南観光コンベンション協会内〉

TEL：0834-22-8691

《 山代和紙のちぎり絵で赤ちゃんの手形・足形を作ろう！ 》

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からのお知らせ！

《 やまいもまつり 自然薯のスムージーとバタークッキーのおやつ作り 》

《 体験型謎解きゲーム たぬき探偵ジェリー“徳山下松港に届いた宝の謎”》

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

https://www.tanteijelly.com/shunan
https://eplus.jp/sf/detail/3665090001-P0030001


➝

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！

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/

令和4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】山口県に事務所を置き、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】①新たに立ち
上げた・立ち上げる団体：新たに行う活動 ②従前から活動している団体：新たな分野の活動、緊急の社会的問題に対し
て新たに取り組む活動／【活動分野の例】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／【助成額】新規：助成対象経費に対し、助成1年目：10万円以内（助成2年目：5万円以内）※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（金）／【問合せ
先】(一財)山口県厳島会 ℡：083-933-2267 メール：nfo@yamaguchiitsukushimakai.or.jp
【URL】http://www.yamaguchiitsukushimakai.or.jp/

地域貢献助成 2022年募集 〆切：9/16

【対象団体】日本国内を主たる活動の場とする、次の(1)～(3)のすべてに該当する団体：(1) NPO法人、任意団体、市
民団体など (2)設立1年以上の活動実績を有する団体（基準日：2022年8月17日） (3)直近の年間収入が300万円
以下の団体（前年度の繰越金を除く）／【対象活動】①自然災害に備え、いのちを守るための活動 ②地域の自然環境、
生態系を守る活動 ③温暖化防止活動や循環型社会づくり活動 ④子どもや親子の孤立を防ぎ、地域とのつながりを生
み出す活動 ⑤困難を抱える子ども・親がたすけあい、生きる力を育む活動／【助成額】助成対象経費に対し、上限30
万円/件／【〆切】9月16日（金）／【問合せ先】こくみん共済 coop 本部 地域貢献助成事務局
メール：90_shakaikouken@zenrosai.coop
【URL】https://www.zenrosai.coop/zenrosai/csr/josei.html

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。

がん患者団体助成（2023年度助成） 〆切：10/17

【対象団体】国内で活動するがん患者会、がん患者やその家族を支援するグループ（医療機関内の患者会等を含む）な
ど ※法人格の有無は不問／【対象事業】相談窓口の開設や小冊子の発行、シンポジウムの開催、インターネットによる情
報発信など、企画運営が対象／【助成額】助成対象経費に対し、50万円以下/件／【〆切】10月17日(月)／【問合せ先】
（公財）正力厚生事務局 ℡：03-3216-7122 メール：skouseikai@yomiuri.com
【URL】https://shourikikouseikai.or.jp/works/kanja/doc.html

（公財）山口県予防保健協会 2022年度助成事業 〆切：11/30

【対象団体】山口県内に所在する民間団体(法人、任意の種別は不問)とし、次の要件を備えている団体：①助成対象団
体としての意思決定により助成にかかる活動を執行でき、確実に経理処理すること ②規約を有していること ③代表者
が明らかであること／【対象活動】山口県内におけるがんをはじめとした生活習慣病等の疾病の予防と健康の保持増進
へ向けた普及啓発活動 等／【助成額】助成対象経費に対し、上限10万円/件／【〆切】11月30日（水）／【問合せ先】(公
財)山口県予防保険協会 総務グループ（担当：石井・山根） ℡：083-933-0008
【URL】https://www.yobou.or.jp/
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