
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。

【期間】10月21日(金)～10月23日(日) 【時間】9時30分～17時（※最終日は16時まで）
【場所】スターピアくだまつ ハート・フロア（下松市中央町21番1号） 【入場料】無料
【内容】顧問・クラブ会員(12名)が撮影した写真作品５２点を展示します！
【問合せ先】周南写友クラブ 代表：内山 和則 ℡：080-1900-4538

周南写友クラブ 第２８回作品展

周南地域(光市・下松市・周南市)では、さまざまな子育て支援活動が展開されています。今年度の交流会
は、子育て中のご家族・子育て支援者・子育て支援の応援をする団体が集い、ハロウィンの雰囲気の中で
様々な遊びを通して、家族でそして地域で子育てをしることの楽しさを味わってもらうことを目的に開催
します。ご家族のみなさんが楽しめる遊びを準備しています。みなさんのご来場をお待ちしています。

【日時】10月29日(土) 10時～12時 【会場】下松市地域交流センター(下松市生野屋南一丁目11番1号)

【内容】♦しゃぼん玉であそぼう ♦たのしい紙芝居 ♦おかしパックン
♦サーキットであそぼう ♦ハロウィンフォトスポット

【対象者】未就学の子どもとその家族 【会場定員】30組
【申込方法】右記のQRコード(申込みフォーム)より事前にお申し込みください → 
【申込期間】10月1日(土) ～ 定員になり次第締め切り
【問合せ先】周南地域子育て支援ネットワーク 虹色ねっと ℡：080-5230-9783(担当：靏本)
メール：rainbow-kou@nijiironet.sakura.ne.jp ホームページ：https://nijiironet.sakura.ne.jp/ → → →

第１８回 虹色ねっと子育て交流会 ～ハロウィンを楽しもう♪～

共通テーマ：菊（Chrysanthemum）
【日時】10月23日(日) 9時～12時 【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
【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

第８５回『周南おりがみ研究会』例会

★ 『周南写友クラブ』 新会員を募集！ ★
山口県生涯教育計画の一環で写真講座が開催され、その参加者が講座終了後にクラブを設立。

活動内容は、勉強会（１回／月）、作品展（１回／年）を定期的に行い、随時、撮影旅行も実施しており、

“写真を楽しむ”をモチベーションに集う仲間で、顧問の先生を中心に写真技術等のレベルアップも目指しています！

https://nijiironet.sakura.ne.jp/postmail2/index.html
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創業明治23年(1890年)のシマヤ！シマヤの“みそソムリエ”から
歴史と味噌作りへの思いに触れたあと、自宅で育てる味噌作りに挑戦します。

【日時】10月15日(土) ①10時～11時30分 ／ ②13時～14時30分
【場所】周南市学び・交流プラザ 調理実習室
【定員】各回15名 【参加料】2,000円 ☆お土産つき 【講師】(株)シマヤ 原田大介さん
【持ち物】エプロン・三角巾・手拭きタオル 【申込期間】10月1日(土)～10日(月)
【申込・問合せ先】まちのポート ℡：0834-22-8691

(株)シマヤ 育てる 無添加味噌作り

①大豆をつぶす
②麦麹と塩をまぜる
③大豆と麦麹、塩をまぜる
④容器に入れて、
自宅で寝かせる

狛犬に誘われて街歩き、いつもの街に面白いを探します
【日時】11月23日(水・祝) 9時～15時予定 ☂雨天の場合27日(日)に延期
【集合場所】山陽本線 嘉川駅前集合 【定員】先着50名程度 【参加費】200円(資料代：当日徴収)
【日程】山陽本線 嘉川駅 9時30分スタート → ５か所の神社、12キロの歩程 → 宇部線 上嘉川駅解散(15時予定)
【申込方法】 参加申込みページから、または電話・メールにて事前にお申し込みください 【申込〆切】11月15日(火)
【準備物】歩きやすい服装と靴、昼食や飲み物ほか必要と思われる物は各自で用意してください
【その他】参加に関する詳細や注意事項等は「山口狛犬楽会」のホームページをご確認ください
【申込・問合せ先】山口狛犬楽会 ℡：090-6436-6947（藤井） メール：katu_fj@yahoo.co.jp
ホームページ：http://www.ccsnet.ne.jp/~katu/

狛犬ウォーク vol.１７ ～山口市嘉川地区～

【日時】10月29日(土) 10時～12時 【場所】山口県総合保健会館 多目的ホール(山口市吉敷下東3-1-1)
【参加費】無料 【定員】150名 【対象】山口県内在住または在勤で中山間づくりに関心のある方
【内容】
10:10～ 《基調講演》 地域のチカラを発揮し、暮らしを支える「地域づくり」のヒント
◎講師：高崎経済大学地域政策学部 教授 櫻井 常矢氏

10:55～ 《シンポジウム》 中山間地域の「いま」を俯瞰し「未来」を描く
◎パネリスト：あわいDesign 代表 桑名 宏樹氏 ／ ローカルジャーナリスト 島根県立大学 准教授 田中 輝美氏

株式会社ヨシダキカク 代表 吉田 知弘氏

◎コメンテーター：高崎経済大学地域政策学部 教授 櫻井 常矢氏 ◎進行：NPO法人市民プロデュース 理事 小柳 明子
11:40～ 質疑応答 など
【申込方法】 参加申込フォームより事前にお申込みください ※1地域(団体)複数人のご参加をおすすめします

【申込〆切】10月24日(月)
【問合せ先】NPO法人市民プロデュース（平日9:00～17:00） ℡：083-932-4919
メール：siminproduce@gmail.com

中山間地域づくり

これからの集落のあり方を考えるシンポジウム

【展示期間】10月4日(火)～10月10日(月・祝)
【展示会場】周南市役所 シビック交流センター２階 市民ギャラリー

※展示時間は各会場の営業時間に準じます。

【入場料】無料 【申込】不要
【問合せ先】里親養育サポートセンター れりーふ
℡：0835-28-8776
メール：foster@relief-kaihoku.com

里親制度 啓発ポスター展 in 周南

【その他の展示会場】
✿シーモール下関 1階コンコース

10月11日(火)～10月16日(日)
✿長門市役所 １階ロビー

10月17日(月)～10月21日(金)

参加申込みページQRコード

参加申込フォームQRコード

https://customform.jp/form/input/103550
mailto:katu_fj@yahoo.co.jp
http://www.ccsnet.ne.jp/~katu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEWR5B-ZdjaObKKFMdCq7r3TQET2Tp_F4moJpdRoDrJ-qbQw/viewform
mailto:siminproduce@gmail.com
mailto:foster@relief-kaihoku.com
https://www.relief-kaihoku.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】

【日付】①10月16日(日) ②10月30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：１０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

１０月：１３日・２７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

１０月２２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

１０月：７日・２１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

１０月：５日・１２日・１９日・２６日

詳しくはコチラ

ご支援のお願い

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 カーは問いません 。
また、Amazon欲しいもの
リストも公開しております。 ✧

9月に開催した
譲渡会での１枚！
マーキング予防のため
オムツではなくマナー
ベルトをしています^^

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


森村豊明会助成金 後期 〆切：11/15

【対象団体】※個人の場合は別途ご相談ください (1)社会奉仕の精神と志に富み、公益性かつ実効性の高い事業を行
う団体 (2)規約・役員・経理などをはじめとする内部管理体制が整備されており、永続性のある非営利活動団体（法人
格の有無は不問）／【対象事業】①学術・科学技術、文化・芸術の振興を目的とする事業 ②労働意欲のある者に対する
就労の支援を目的とする事業 ③公衆衛生の向上を目的とする事業 ④児童または青少年の健全な育成を目的とする
事業 ⑤教育・スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする
事業／【助成内容】選考により決定した助成対象に対し、助成金・奨学金を授与／【〆切】後期：11月15日（火）／【問合
せ先】(公財)森村豊明会 ℡：03-6268-8308 【URL】http://morimura-houmeikai.jp/support/

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！

第33回 コメリ緑資金 〆切：10/31

【対象団体・場所】(A)自然環境保全活動・・・原生の状態を維持している山林などで行う環境保全活動：①原生自然環
境保全地域（環境省指定の5ヶ所） ②自然環境保全地域（環境省指定の10ヶ所、都道府県指定の546ヶ所） ③世界自
然遺産などには該当するが、上記①②に該当しない地域 (B)里地里山保全活動・・・原生的な自然と都市の中間に位置
する里地里山などで行う環境保全活動：④重要里地里山（環境省指定の500ヶ所） ⑤その他里地里地 (C)緑化植栽
活動・・・都市の緑地帯などで行う活動。花や緑にあふれるふるさとづくりを目的とした、道路沿いの緑地帯等の空間、公
園隣地等で行う「花いっぱい運動」など、地域住民が自ら行う植栽活動、また美化活動に資する活動 ※対象団体：活動
地域が団体所在地の市町村であり、営利を目的に活動していないなどの要件を満たす団体／【助成額】有識者を中心と
する審議委員により公正に審議し、助成額を決定／【〆切】10月31日(月)／【問合せ先】(公財)コメリ緑育成財団 事務
局 ℡：025-371-4455 メール：midori@komeri.bit.or.jp 【URL】http://www.komeri-midori.org/

2023年度 ヤマト福祉財団助成金 〆切：11/30

【対象団体】《I．障がい者給料増額支援助成金》…障がい者の給料増額に努力し取り組む事業所・施設に対し、さらに多
くの給料を支払うための事業の資金として助成 【対象事業】(1)障がい者の給料増額のモデルとなる効果的な事業
(2)現在の事業を発展させ給料増額につながる事業 (3)新規に行い、給料増額が見込まれる具体的な事業 【助成額】
助成対象経費に対し、50万円～上限500万円/件 《Ⅱ．障がい者福祉助成金》…給料増額にはこだわらず、障がいの
ある方の幸せにつながる事業・活動に対して助成 【対象団体】ボランティア団体やサークル等（福祉事業所に限らない）
【対象事業・活動】以下①～④の対象となる事業・活動を1つ選択 ①会議・講演会 ②ボランティア活動 ③スポーツ活
動・文化活動 ④調査・研究・出版 【助成額】1件あたり 最大100万円／＜以下、共通項目＞【〆切】11月30日（水）／
【問合せ先】(公財)ヤマト福祉財団 ℡：03-3248-0691
【URL】https://www.yamato-fukushi.jp/works/subsidy-2023.html

西京教育文化振興財団令和4年度助成（一括選考） 〆切：10/31

【対象団体】山口県内において、教育、文化、地域の課題解決、芸術、スポーツの各部門に著しい成果をみせ、他の模範
となるような学校、団体(非営利団体)／【助成内容】物品の寄贈または資金の補助／【〆切】一括選考：10月31日(月)
／【問合せ先】(公財)西京教育文化振興財団 ℡：0834-22-7664 【URL】http://secf.jp/c_solicit.html

2023年度「県域安全事業」助成 〆切：10/14

【対象団体】】次の①～⑤いずれかの団体で、申請時点で助成対象事業のいずれかに該当する事業の実績を過去3年以
内に有する団体：①公益社団法人及び公益財団法人 ②一般社団法人及び一般財団法人 ③NPO法人 ④営利法人
を除き、①、②及び③以外の法人格を有する団体 ⑤法人格を有しないが、助成対象事業を実施するための体制を有す
ると、財団が認める団体／【対象事業】1つの都道府県の域内において、複数の市町村にわたって行われるもの ＜対象
事業の区分＞(1)地域社会との連携による安全・安心なまちづくり (2)子どもを守る対策 (3)女性等を守る対策 (4)
高齢者を守る対策 (5)少年の非行防止と健全育成 (6)組織犯罪対策 (7)薬物乱用防止対策 (8)犯罪被害者支援
(9)出所者の再犯防止対策 (10)その他犯罪情勢に対応した対策／【助成額】助成対象経費に対し、上限80万円/件
【〆切】10月14日(金)／【問合せ先】(公財)日工組社会安全研究財団 事務局 FAX：03-3219-2338
メール：anzen23@syaanken.or.jp 【URL】https://www.syaanken.or.jp/?p=12257
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