
市民活動のイベント情報が満載！

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 。

【日付】3月11日（土）・12日（日） 【場所】テアトル徳山Ⅰ／ シネマ・ヌーヴェル

【チケット】 ★1日券・2日間フリーパスポートは3月10日(金)まで販売！

《前売券》 1dayチケット(1日券)：1,500円／ 2日間フリーパスポート：2,500円

《当日券》 ※1作品につき ▶▶▶ 一般・シニア・大高生：1,000円／ 小中生：500円／ 小学生未満：無料

【前売券プレイガイド】 [周南市]周南市文化会館・まちのポート｜[下松市]スターピアくだまつ｜[光市]光市民ホール

（[防府市]アスピラート｜[山口市]山口情報芸術センター｜[宇部市]シネマ・スクエア７）

【スケジュール】

【問合せ先】周南映画祭実行委員会 事務局 ℡：080-8159-1467（月曜～土曜 10：00～17：00）

メール：shunankizuna@gmail.com

第１２回 周南「絆」映画祭

シネマ・ヌーヴェル

9：50～10：00

オープニング

10：00～11：57
喜劇 愛妻物語

（117分）

12：00～13：00
トークショー

ゲスト：足立紳監督&晃子さん

14：30～16：00
歩きはじめる
言葉たち（90分）

16：00～17：00
トークショー

ゲスト：野村展代監督・升毅さん

18：30～20：27
喜劇 愛妻物語

（117分）

テアトル徳山Ⅰ
10：30～12：18

凪の島
（108分）

13：30～15：31
バーニング・ダウン

（121分）

16：30～19：00
北風アウトサイダー

（150分）
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テアトル徳山Ⅰ
10：30～12：31
バーニング・ダウン

（121分）

13：10～15：07
喜劇 愛妻物語

（117分）

15：50～17：51
バーニング・ダウン

（121分）

シネマ・ヌーヴェル
10：00～11：30
歩きはじめる
言葉たち（90分）

12：00～14：30
北風アウトサイダー

（150分）

14：30～15：30
トークショー

ゲスト：崔哲浩監督

16：10～17：58
凪の島
（108分）

18：00～19：00
トークショー

ゲスト：長澤雅彦監督

19：00～
クロージング

最新情報は、公式HPで！
https://shunan-eiga.com/

〚Project L 最後の上映〛レスリー・チャン没後20年の節目を機に、2023年4月2日をもって上映会の活動を終了します。

【日付】4月2日（日） 10：30～ / 13：30～ 【会場】シネマ・ヌーヴェル

【上映作品】 欲望の翼 –デジタルリマスター版-

【チケット（1回分）】前売券：1,500円／ 当日券：1,800円 ※入替制

【チケット購入方法】プレイガイドにて購入、またはメールか電話でお申込みください。

✉メールの場合は郵便番号・住所・氏名・電話番号・チケットの枚数 をご明記ください。

【プレイガイド】 [周南市]周南市文化会館・演奏堂・まちのポート｜[下松市]スターピアくだまつ｜[光市]光市民ホール

（[防府市]アスピラート｜[山口市]山口情報芸術センター｜[宇部市]シネマ・スクエア７）

【申込み・問合せ先】Project L 事務局 ℡：080-8159-1467（月曜～土曜 10：00～17：00）

メール：projectleslie0912@gmail.com HP：http://projectleslie.web.fc2.com/

レスリー・チャン 没後20年 メモリアル自主上映会
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Project Ｌホームページ
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共通テーマ：チューリップ（ Tulip ）
【日時】3月26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９０回『周南おりがみ研究会』例会：３月

【日時】①3月12日(日) ②3月26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：３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】

☺

,

＊わんこ用／ドライフード（大袋）：シニア用・成犬用 、
ペットシート(超大判サイズ・スーパーワイドサイズ・他サイズ)、
ペット用牛乳(シニア犬用)、マナーパンツ（男の子用・Sサイズ）、
療法食(ロイヤルカナンの肝臓サポート缶)
＊にゃんこ用／ウェットシート、トイレ用木製チップ
などが現在、特に不足しております。
Amazonの欲しいものリストも作成していますので、
どうか温かいご支援のほどよろしくお願いいたします。
詳しくはケダマの会ホームページ内の
「ケダマのおねがい」からご確認ください。 &

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。
2月・3月は“桃色”の折り紙を展示！！
新幹線をご利用される際は、ぜひご覧ください♪

【日時】3月21日（火・祝） 10時～11時 【場所】シビック交流センター 交流室6

【講師】国村 恵美子さん（山口マイスター・1級フラワー装飾技能士）

【定員】15名 【参加費】3,500円

【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

ミモザのスワッグ作り

mailto:kuniom1119@outlook.jp
https://kedamanokai.org/
mailto:kedamanokai1122@gmail.com
https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/ls/1OSL06TCJL8A4?ref=cm_sw_em_r_wl_dp_dUmEounbQRU0A


モルックとは・・・フィンランドで1996年に開発されたスポーツです。モルックという木製の木棒を投げて、

スキットルと呼ばれるピンを倒し、点数を競うシンプルなスポーツで、大人から子どもまで楽しめます！
【日時】3月11日（土） 10時～12時 【会場】周南市徳山保健センター

【講師】佐藤 貴志さん（和田の里づくり推進協議会遊ゆう部会長） 【定員】35名程度（先着順） ※参加無料

【申込方法】最寄りの市民センターへ電話、または参加申込書を提出してください。 【申込〆切】3月3日（金）

中央ブロック地域づくり講演・体験会

～ モルックを体験してみませんか ～

、mん🄱ｂｂｂｂ

■ 第168回 周南ウオーキング協会（SHWA） 月例会：4月① ■

《 桜ウオーク ［防府市］ ★コース：健脚向き約22㌔》

☂ 天気予報で防府市地区に降雨、落雷の警報・注意報発令時は中止。

↑開催有無の判断が難しい時は事務局にお問合わせください。

【日時】4月2日(日) 9時23分～予定15時50分

【集合/受付】JR防府駅北口に9時23分集合

【コース】 スタート：JR防府駅～アルク新田店～向島運動公園：桜開花！～防府スポーツセンター前～サンマート～(防府駅近隣)

～桜本児童遊園～防府天満宮・天神山公園：桜開花！～公園周回～ゴール：JR防府駅を巡る、約22キロを歩きます。

＊距離は22キロですが、コースは平坦な道です。 〚昼食予定：防府スポーツセンター近隣〛

＊希望の方は、1次ゴール(コース途中の防府駅近隣約16キロ地点)でゴールも選択可能です。

【持参物】弁当・飲み物・昼食時の敷物 ※コース途中に購入店あり

【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

【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。

周南ウオーキング協会 月例会 開催案内

事前予約必要
※事前予約制のため3月19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。

■ 第169回 周南ウオーキング協会 4月例会② 開催 ■

《 つつじウオーク [防府市] ★コース：健脚向き約22㌔》

【日時】4月30日（日） 9時23分～予定15時50分

✿詳しい内容は「情報ひろば 4月号（来月号）」に掲載します！

昔遊びのおもちゃ「けん玉」には楽しい遊びがたくさんあります！親子で体験してみませんか？

▶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３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

３月：9日・23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
3月２５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
3月：３日・１７日・31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
3月：１日・８日・１５日・２２日・29日

２月１５日(水)に
徳山駅前賑わい交流施設で

きさらぎオープントーク＠周南けん玉教室を
開催しました！けん玉の技やコツなどを
分かりやすく教えていただき、センター
スタッフもけん玉検定に初挑戦！
見事５級をゲットしました！！

https://m.facebook.com/shunan.kendama/


周南市湯野地区の楞厳寺に納められている黄金仏の月に１度の特別拝観や、
旅館・紫水園にて自然薯を様々な料理で楽しめるツアーです。
じねんじょう山芋(レシピ付き)のお土産付き！

【日時】3月17日（金） 8時20分～15時15分 【集合・解散】JR徳山駅みなと口（新幹線口）

【定員】40名（受付順） ※最少催行人員30名 【旅行代金】お一人様あたり、6,800円（税込）

【申込〆切】3月10日（金）

【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

HP：https://kanko-shunan.com/ （一般財団法人 周南観光コンベンション協会）

★お申込の際は右記のQRコードから、詳細をご確認ください。

≪URL：https://kanko-shunan.com/publics/index/236/≫

【行程】 〈＝＝貸切バス ……徒歩〉

県指定文化財 黄金仏の特別拝観とじねんじょう満喫ツアー

＜観賞＞ ＜特別拝観＞ ＜買い物＞ ＜昼食・温泉＞ ＜買い物＞

徳山駅＝＝海が見える花の園＝＝楞厳寺＝＝自然薯専門店ハナタカメン …… 紫水園 ＝＝道の駅ソレーネ周南＝＝徳山駅
出発9：00 9：55～10：15 11:00～11：40 12：00～12：15 12：25～13：40 14：05～14：35 15：15到着

周南「絆」映画祭直前！マニィ大橋の「映画」と「映画祭」がもっと楽しくなるトーク
3月11日(土)・3月12日（日）に開催する『第12回 周南「絆」映画祭』の上映作品について、

映画祭実行委員長のマニィ大橋が、じっくり、たっぷり、解説します。

トークを聞けば絶対に映画を観たくなる！そんな魅力いっぱいの時間を一緒に楽しみましょう！！

【日時】3月4日（土） 15：00～16：00 ※開始時間が14:00から15：00に変更いたしました。

【場所】1階共有スペース 【参加費】無料 【対象】どなたでも

【定員】15名程度 【申込】不要 ◎当日、直接会場にお越しください。

【団体】周南映画祭実行委員会

結婚しましょう
周南市を中心に独身男性・女性に出会いの場を提供し結婚をサポートする活動を行っている婚活支援-Shunan。

結婚に関するご相談はもちろん、結婚サポータも募集していますので、ご興味のある方はぜひお声がけください！

【日時】3月11日（土） 16：00～17：30

【場所】１階共有スペース ＊別室にてご相談対応いたします！

【参加料】無料 【対象】どなたでも 【定員】なし 【申込】不要 ◎当日、直接会場にお越しください。

【団体】婚活支援 –Shunan

【問合せ先】周南市市民活動支援センター ☎0834-32-2200 メール：shiencent@city.shunan.lg.jp

周南市徳山駅前賑わい交流施設の共有スペースを利用し、
市民活動団体や地域団体の活動紹介などを行います。
オープンな雰囲気での開催となりますので、気軽にお越しくださいませ！

講
演

活
動
紹
介

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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