
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】令和５年１月28日(土) 開演：10時30分 【会場】周南市文化会館 ３階展示室

【入場料】全席自由：500円 ※先着100名様限定 【販売場所】文化会館にて販売中

【演者】漫談家：松鶴家 一若 ／ 落語家：桂 梅團治、笑福亭 風喬

【問合せ先】周南市文化会館 9:00～17:30 ℡：0834-22-8787（第1・3水曜日、12/29～1/4 休館）

笑う門には福来たる！！新春寄席

▶ご参加の際は、マスク・検温・消毒を忘れずに！
【問合せ先】
周南けん玉教室 ℡090-8362-7608

周南けん玉教室：2023年１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

１月：１２日・２６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

１月２８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

１月：６日・２０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

１月：１１日・１８日・２５日

共通テーマ：鶴（ Crane ）
【日時】2023年１月15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

【お願い】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88回『周南おりがみ研究会』例会

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。
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♪

※写真は12月の様子です。

https://m.facebook.com/shunan.kendama/
mailto:kuniom1119@outlook.jp


【日時】2023年①1月15日(日) ②1月29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：2023年１月

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】

☺

,

今年もケダマの会オリジナルカレンダーを販売しています！
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。

【日時】2023年１月27日(金) 19時～20時30分 【方法】オンライン（Zoom）

【ゲスト】CATS-B（橋守隊）発起人代表今井 努さん 【参加料】無料

【参加方法】参加申込フォームより事前にお申込みください

【問合せ先】県民活動アンバサダー事務局(NPO法人市民プロデュース) ℡：083-932-4919

FAX：083-932-4929 メール：yumehana@nposp.org

語り合い 聞き合う みんなの語り場

いどばたカフェ in 周南

$
o

★外国人のための日本語講座（初級レベル）

【日時】毎週土曜日 14時～16時 ・・・１月：7日・14日・21日・28日｜２月：4日・11日・18日・25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】1,000円／８回（中学生以下無料） 【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】第2・4日曜日 10時～11時30分 ・・・１月：8日・22日｜２月：12日・26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：2023年１月・２月
https://www.facebook.

com/shunan.nihongo/

mailto:kedamanokai1122@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNRg0yS-aVmMfeAls1FS_QEjPQZp5an7jg7PwdF8_zxBQlyw/viewform
mailto:yumehana@nposp.org
https://www.facebook.com/shunan.nihongo/
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■ 山口県ウオーキング協会(YWA) 令和5年1月開催 ■

《 500選 錦帯橋・岩国城下町と岩国往来のみち [岩国市]★コース：一般向き 約14㌔ 》 ☂小雨決行

【日時】令和５年１月15日(日) 10時25分～予定15時頃

【集合/受付】JR山陽本線 岩国駅改札口前に10時25分集合

【コース】スタート：JR岩国駅東口～岩国市役所前広場～岩国往来(起点:今津札場跡)～〈岩国往来〉～長山公園

～クスノキ巨樹群～〈岩国往来〉～ＪＲ西岩国駅～城下町・岩国往来～錦帯橋～錦城橋～吉香公園・旧目加田家

住宅・香川家長屋門～錦帯橋バスセンター～JR西岩国駅近くのバス停：ゴールを巡る、約14キロを歩きます。

●近隣のバス停から路線バス乗車、JR岩国駅へ⇠日暮れが早いため路線バス利用 《昼食予定場所：JR西岩国駅》

■第166回 周南ウオーキング協会(SHWA) 月例会：2月 ■

《梅の花ウオーク [光市] ★コース：一般向き 約13㌔》 ☂ 小雨・小雪決行

【日時】令和５年２月11日(土・祝) 9時33分～予定15時10分頃

【集合/受付】JR山陽本線 島田駅に9時33分集合

【コース】スタート：JR島田駅～光市民ホール前～島田川：菜の花…順次開花！～アルク光店前～光市役所前～光

井コミュニティセンター～冠山総合公園～コバルトライン＜萩の平展望台・折返し＞～冠山総合公園…梅まつり開催～冠

山総合公園近くのバス停(戸仲)：ゴールを巡る、約13キロを歩きます。

●ゴール後路線バスでJR光駅へ⇠日暮れが早いため路線バス利用 《昼食予定場所：冠山総合公園近隣》

≪以下、共通要項≫

【昼食】持参：弁当・飲み物・昼食時の敷物 ※コース途中にスーパーあり

【参加費】 一般(会員外)：500円／ ウオーキング協会会員：300円

周南ウオーキング協会会員・参加者同伴の中学生以下：無料

※(1月15日)中学生以下の同伴がある時は、事前に周南ウオーキング協会事務局に電話をお願いします。

【お願い】ウオーキングに参加される方は、指定の「新・自己チェック表」に各開催日の２週間前から体調・体温等を記録し、

参加当日必ず持参・提出してください。提出されない場合は参加をご遠慮下さい。

※指定の「新・自己チェック表」は、周南市市民活動支援センター内にあります。または、事務局にご連絡ください。

【予約・問合せ先】周南ウオーキング協会 事務局 ℡：090-2003-1639

※初めての参加を検討の方は、事務局に月例会の要領をお尋ねください。

山口・周南ウオーキング協会 開催案内

事前予約不要

事前予約必要
※事前予約制のため1月28日の
「予約申込期限」までに事務局へ
電話連絡をお願いします。

周南市３酒蔵の地酒から、日本酒の楽しみ方を学びます。日本酒を改めて学びたい方も大歓迎です！
※当日は試飲がございます。公共交通機関をご利用ください。

【日時】2023年１月28日(土) 13時～15時 【場所】徳山駅前賑わい交流施設３F 「交流室１」
【講師】日本酒学講師 山本 忠明氏 【定員】30人 【参加費】2,000円（試飲代・資料代含む）
【対象】20歳以上 【持ってくるもの】筆記用具 【申込期間】2023年１月４日(水)～１月25日(水)
【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

初級編！日本酒の楽しみ方を学ぼう

【日時】2023年２月５日(日) 13時～15時 【場所】周南市学び・交流プラザ 調理実習室
【講師】和洋菓子なかがわ 店主 【対象】どなたでも 【定員】15人
【参加料】1,200円 【持参物】エプロン・三角巾・手拭きタオル
【申込期間】2023年１月４日(水)～１月31日(火)
【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

アレルギー対応！卵を使わないバレンタインクッキー作り



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。

令和５年度 しゅうなん元気活動支援事業助成金 〆切：2/24

≪申請受付期間：令和５年１月16日(月)～２月24日(金)≫
【対象団体】主に周南市において市民活動を推進する団体であって、その組織の運営に関する規則(会則等)の定めがあ
り、継続的に活動を行っているもの及び行う意思があると認められる団体／【対象事業】令和5年度内に周南市内で実施さ
れる事業・・・市民活動団体が活動の第一歩として新たに行う事業、または新たな展開を図ろうとする事業であって、地域
社会が抱える課題の解決に向けて自発的に取り組む事業。 ※国又は地方公共団体から多制度による補助、
助成又は委託を受ける事業は非対象／【助成額】助成対象経費に対し、上限10万円(助成率10分の10)/件
【〆切】令和5年2月24日(金)／【問合せ先】(公財)周南市ふるさと振興財団 ℡：0834-33-7701
メール：furusatoseminar@gmail.com 【URL】http://gokan-furusato.org/?page_id=93

一般助成（教育・福祉） 〆切：1/30 ★要推薦

【対象】実際に日本国内で活動あるいは研究に従事しており、活動拠点となる事務所(代表者宅でも可)や組織と代表者及
び会計責任者が確立しているなどの定めた要件を満たす団体ないし個人・グループ（法人の有無は不問）／【一般助成
区分】≪事業・活動(団体・個人)：50万円以内≫①身体障害などの理由により困難な状況にある幼児･若年者の順調な育
成・教育の支援 ②社会的、家庭的事情により一般の教育施設での教育を受けられないものに対する教育の支援 ③市
民、特に若年者の健全な社会的生活に必要な各種の啓蒙活動や支援 ④障害者・老齢者・各種施設居住者の諸活動の
支援 ⑤障害者・老年者・更正施設の人たちに対する芸術的慰問 ｜ ≪研究(大学院生)：30万円以内≫※大学院生(個
人)による事業・活動の①～⑤に関する研究（原則として修士・博士論文の研究費） ｜ ≪研究(一般)：30万円以内≫※個
人またはグループによる事業・活動の①～⑤に関する研究（原則として学生以外） ｜≪設備・備品：80万円以内≫※学校
やその他の教育施設における身障者の学習を援助する機器や備品の購入 ※事業・活動の①～⑤に関連して必要な備
品の購入や施設の整備 ｜ ≪会議参加：20万円以内≫※事業・活動の①～⑤に関連する海外での会議・シンポジュウム
への参加 ｜ ≪会議開催：40万円以内≫※事業・活動の①～⑤に関連する会議・シンポジュウムの国内での開催
【〆切】2022年1月30日（月）／【問合せ先】(公財)倶進会 メール：mail@gushinkai.com FAX：03-5366-5040
【URL】http://www.gushinkai.com/jyosei/index.html

市民活動団体、地域団体が、令和5年度に周南市内で実施する新たな事業を対象とした「しゅうなん元気
活動支援事業」の申請申込が令和５年１月より始まります。様々な団体が事業を行う際、資金源の一つとして
選択されることも多い助成金ですが、その特徴や長所・短所について県の助成財団である山口きらめき
財団、周南市の助成財団であるふるさと振興財団の助成制度に関する説明相談会を開催します。

【日時】令和５年１月18日(水) 18時30分～20時30分 【会場】徳山港町庁舎会議室（周南市徳山港町1-1）

【対象】助成金の活用を検討されている市民活動団体もしくは地域団体 【定員】15名程度

【内容】(1)周南市ふるさと振興財団の助成制度と活用について

(2)山口きらめき財団の助成制度と活用について

(3)質疑・個別相談 ※個別相談は事前にお申込みください

【申込〆切】令和５年１月16日(月) 【申込方法】申込フォームよりお申込みください ➔ ➔

【問合せ先】(公財)周南市ふるさと振興財団 ℡：0834-33-7701 メール：furusatoseminar@gmail.com

助成金説明・相談会 開催
～きらめき活動助成金・しゅうなん元気活動助成金～

➝

その他の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！

mailto:furusatoseminar@gmail.com
http://gokan-furusato.org/?page_id=93
mailto:mail@gushinkai.com
http://www.gushinkai.com/jyosei/index.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNDhnVKvSkQfxDpAzXxgyxrfqnN7uW306hvg3y84YkyAEbmQ/viewform
mailto:furusatoseminar@gmail.com
mailto:shiencent@city.shunan.lg.jp
http://shunan-chiikijoho.jp/support/
https://www.kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp/
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