
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、風邪等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 。

【日時】11月27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８６回『周南おりがみ研究会』例会

徳山下松港開港100周年記念協賛事業

【期間】11月3日(木)～11月6日(日) 【時間】10時～18時 ※最終日は17時まで
【場所】周南市文化会館 地下展示室（周南市徳山5854-41） 【入場料】無料
【問合せ先】周南船舶模型同好会 ℡：0833-72-3991（中村）

港・とくやま 夢とロマンの船舶模型展15
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◆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

中国講座「入門・初級」新規受講者募集中！

《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】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回になる場合あり）
新たに受講される方は講座開始の30分前に来ていただき、補講をします。※補講を受けても受講料は変わりません。

【受講料】月5,000円（テキスト2,640円）

你好！

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
内に折り紙を展示しています。10月・11月は黄緑の折り紙で折っ
た菊やイチョウなどを展示。また、12月・1月は“赤色”の折り紙で
飾りますので、新幹線をご利用される際は、ぜひご覧ください♪

《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】毎週月曜日 10時30分～11時30分（月4回 ※年末年始を含む月は３回になる場合あり）
【受講料】月5,000円（テキスト2,640円）

mailto:kuniom1119@outlook.jp
mailto:zhounan.rizhong@gmail.com
https://ameblo.jp/zhounan-rizhong


【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

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

１１月：１０日・２４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 体育館 ＊上履き持参

１１月２６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

１１月：４日・１８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

１１月：２日・９日・１６日・３０日

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】①11月13日(日) ②11月27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

☺

,

周南けん玉教室：１１月予定

いぬとねこの譲渡会：１１月

今年もケダマの会オリジナルカレンダーの販売が始まりました！
2022年にケダマの会に在籍した保護犬猫たちを掲載♪
スタッフたちが日々のお世話の合間に撮りためた、
愛情たっぷりの様子をぜひご覧ください！
-仕様：壁掛けタイプ
(見開きA3サイズ、折りたたみ時A4サイズ)

-価格：一部 1,000円(税込)
-販売方法：譲渡会会場で販売、

：または郵送にて承ります。

✿ ✿
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これからの寒い季節に大活躍の柚子胡椒！唐辛子で温活しましょう！

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】11月19日(土) 15時～17時 【場所】学び・交流プラザ 調理実習室
【講師】fu do ku kan Bamboo 須田 加弥子さん 【定員】15名（最少催行人数：7人）
【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】11月1日(火)～11月15日(火) ※申込期間内にお電話にてお申込みください
【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

fu do ku kan Bamboo 柚子胡椒作り

県では、働く場における女性の活躍を応援するため、産学公の代表者で結成した「やまぐち女性活躍

応援団」の取組として、市や地域の企業・大学等の関係者による「地域シンポジウム」を開催します。

【日時】11月11日(金) 13時30分～15時30分 (13時開場) 【会場】周南市学び・交流プラザ 多目的ホール

【対象】県内企業の経営者、人事労務担当者、大学生等、女性活躍に興味のある方 ほか どなたでも

【定員】会場：100名 ※要約筆記・手話通訳あり ／ オンライン：100名 【参加料】無料 ※要事前申込

【内容】 総合司会：佐藤 けい氏

★13：40～14：30 基調講演 『真の女性活躍推進を目指す～資生堂が歩んだ30年とこれから』

〈講師〉山本 真希氏（株式会社資生堂）

★14：40～15：00 地元企業事例紹介

〈企業〉東ソー株式会社 南陽事業所：総務部勤労課 課長 安増 信夫氏

〈〉中特グループ 株式会社ポータルハートサービス 代表取締役 篠田 直美氏

★15：00～15：30 パネルディスカッション 『地域における女性活躍の現状とこれから目指す先について』

〈ファシリテーター〉鍋山 祥子氏（山口大学副学長/ダイバーシティ推進室 室長/経済学部教授）

〈パネリスト〉安増 信夫氏（東ソー株式会社 南陽事業所 総務部勤労課 課長）

〈〉篠田 直美氏（中特グループ 株式会社ポータルハートサービス 代表取締役）

〈〉高田 隆氏（周南公立大学 学長）／ 周南市 ／ 山口県

☆13：00～15：00 地元企業・大学等の企画展示

会場ホールの後方エリアに東ソー株式会社、中特グループ 株式会社ポータルハートサービス、周南公立大学、周南市、

山口県の企画展示ブースを設置いたします。ぜひお早めに来られて、各ブースをゆっくりとご覧ください。

【参加方法】 専用フォームより事前にお申込みください。 【申込〆切】11月8日(火)

【イベント内容問合せ先】山口県男女共同参画課 ℡：083-933-2630

URL：https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/press/175439.html

【参加申し込み問合せ先】株式会社コア ℡：083-932-1300

メール：yamagchi-joseikatsuyaku@coresite.ne.jp

やまぐち女性活躍応援団地域シンポジウム in 周南

申込み専用フォーム
QRコード

11月11日は「介護の日」。いい日、いい日、毎日、あったか介護ありがとう。

【日時】11月13日(日) 13時～15時30分 【会場】ほしらんどくだまつ サルビアホール
【入場料】無料 【会場定員】概ね100名 【事前申込】必要 【申込〆切】11月12日(土)
【申込方法】オンライン申込 ※参加申込フォームからお申し込みください。
【タイムスケジュール】◆総合司会：さきはま みずえ氏
13：00 開会・RUN TOMOステージゴール

〈周南・下松・光・田布施・平生からつなぐタスキ オープニング中にゴールが決まる！〉
13：30 講演 『福祉をエンターテイメントに』 〈前﨑 知樹氏：福祉メイキングスタジオ うみべ(光市)〉
14：10 講演 『力をあわせて』 地域包括ケアシステムから地域共生社会へ

～誰もが住み慣れた場所で暮らし続けるために～ 〈小野 薫氏：おのクリニック院長(周南市)〉
【その他】当イベントは収録し編集した上で、後日、YouTubeチャンネルで公開を予定しています。
【問合せ先】山口県介護福祉会 周南ブロック「介護の日」実行委員長 宮内 ℡：080-2895-1418
ホームページ：https://www.yamaguchi-kaigo.jp/

「介護の日」記念イベント ～共に生きる～

https://forms.gle/JojfnREqqdq57kSB9
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/press/175439.html
mailto:yamagchi-joseikatsuyaku@coresite.ne.jp
https://form.run/@yamakaishunan-kaigoday2022
https://www.youtube.com/channel/UCcuI2-xy3gwRUdPUhLl6ctQ
https://www.yamaguchi-kaigo.jp/


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。

2023年度「児童・少年の健全育成助成」 〆切：11/30

【対象団体】次の要件①～⑤を満たしている民間の団体（法人格の有無は不問） ①申請時点で設立後1年以上の活動
実績がある団体 ②常時10名以上の構成員がいる団体 ※ただし、「子育て支援活動」「療育支援活動」を行う団体は、
活動の対象となる児童・少年の延べ人数を含める ③構成員の半数以上が18歳未満の児童・少年である団体 ※ただし、
「子育て支援活動」「療育支援活動」「フリースクール活動」を行う団体には、この要件を適用しません ④少なくとも月1
回以上を目処として定例活動を行っている団体 ⑤助成により購入した物品を直接・継続的に活用し管理できる団体
／【対象活動】次代をになう児童・少年が健やかに育っていくために、定期的に継続して行っている次のような活動
(1)自然と親しむ活動 (2)異年齢・異世代交流活動 (3)子育て支援活動 (4)療育支援活動 (5)フリースクール活動
／【助成額】物品購入資金として30万円～60万円/件／【〆切】11月30日(水)／【提出先】山口県健康福祉部こども・
子育て応援局 こども家庭課青少年・家庭福祉班／【URL】http://nihonseimei-zaidan.or.jp/jidou/02.html

➝

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！

子どもゆめ基金助成金令和5年度募集（一次募集） 〆切：11/29

【対象団体】社団法人、財団法人、NPO法人、法人格を有しない地域のグループ・サークルなど、青少年教育に関する活
動を行う民間の団体／【対象分野】①自然体験活動 ②科学体験活動 ③交流を目的とする活動 ④社会奉仕体験活
動 ⑤職場体験活動 ⑥総合・その他の体験活動 ⑦読書活動／【活動種類】(A)子どもを対象とする活動：子どもを対
象とする活動、経済的困難な状況にある子どもを対象とする活動 (B)子どもを対象とする活動を支援する活動：フォー
ラム等普及活動、指導者養成／【活動規模：参加者を募集する範囲】(1)全国規模：24都道府県以上で募集 (2)都道
府県規模：全国規模以外で、都道府県下全域または、都道府県を超えて募集 (3)市区町村規模：(1)(2)以外で、市区
町村単位または、複数の市区町村にて募集／【助成額】助成対象経費に対し、2万円以上限度額まで/件 ［限度額］全国
規模：600万円、都道府県規模：200万円、市区町村規模：100万円］／【〆切】一次募集：11月29日（火）※電子申請の
みでの申請／【問合せ先】（独）国立青少年教育振興機構 子どもゆめ基金 ℡：0120-579081
メール：yume@niye.go.jp 【URL】https://yumekikin.niye.go.jp/jyosei/

（公財）山口県予防保健協会 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、以下の要件①～③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)山口県予防保健協会 総務グループ 担当：石井・山根 ℡：083-933-0008 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ[9]
【URL】https://www.yobou.or.jp/

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
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