
～ 市民活動講座ってなに？ ～

今号の内容 

１ページ 

 ・第１回市民活動講座のご案内   
 ・やない市民活動センターＱ＆Ａ 
  （その４） 

２ページ 
 ・登録団体の紹介 
  「大屋自治会」 
  「ＣＭＡ」 

３ページ 
 ・市民活動講座レポート 
      第4回市民活動講座＆第2回交流会 
 ・登録団体のイベント情報   

４ページ 
 ・助成金情報 
 ・センター利用状況など 
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第1回市民活動講座のご案内 

 市民活動のためのチラシ作り講座 
  ～ パソコンを使った情報発信 ～ 

   イベントにもっと人が来てほしい！ 
   一緒に活動する仲間を増やしたい！ 
   そんな思いを叶えるチラシ作りを一緒に学んでみませんか？ 

日   時 6月12日（水）10：30～12：00 

場   所 やない市民活動センター内交流テーブル 

講   師 森山千鶴子氏（ＯＡインストラクター） 

定   員 ８団体（１団体２人まで） 

対   象 ワードの操作ができる方で、やない市民活動センターに 
      登録している団体・個人 

持参品 ノートパソコン 

申込み・問合せ やない市民活動センター  

市民活動団体やＮＰＯ団体が受けられる講座があるんですか？ 

やない市民活動センターでは、年に数回、講師の先生をお招きし、市民
活動に参加されている方々を対象とした“市民活動講座”を開催してい
ます。 

昨年度は、 
 イベントの企画・運営力アップ講座（講師：平田隆之氏） 
 インターネット広報講座     （講師：千々松葉子氏） 
 プレゼンテーション能力向上講座 （講師：岡本浩司氏） 
 助成金の活用講座（講師：伊藤彰氏、森永小波氏）を開催しました。 

センターでは、登録団体の皆さまの活動に役立つ講座を開催していきま
す。こんなことを勉強したい！この先生のお話を聞いてみたい！などの
お話がありましたら、お気軽にセンターにご連絡ください。 

それはいいですね！ 市民活動講座ではどんなことが学べるんですか？ 

センター相談員 

センター相談員 



◆ＣＭＡ 
 
 
 
 
 
 
           代表 小田 絵里さん  

－きっかけ－ 
 子どもたちは、小さい頃からテレビの前で見よう
見まねでダンスを踊っていました。成長するにつれ
「みんなの前で踊ってみたい」、「ステージで踊っ
てみたい」との思いを抱くようになり、５年前にダ
ンス愛好会CMAを立ち上げました。 
 この活動を通して子どもたちの心を育て、あわせ
て柳井のまちや人々に元気を与える活動を行えれば
と思い、昨年４月にやない市民活動センターに登録
しました。 

－活動のようす― 
 昨年は、柳井天神まつりや金魚ちょうちん祭りで
ダンスを発表しました。自分たちで好きな曲を選び
振付を考え、練習を重ね、発表前には、柳井市文化
福祉会館の軽運動室を借り本番さながらのリハーサ
ルも行いました。当日も楽しく踊ることができたの
ですが、見てくれた人たちが思った以上に喜んで下
さり子どもたちの大きな励みになりました。 

 先日は、やない市民活動センターで柳井桜土手を
守る会の方をご紹介していただき、同団体が今年４
月に開催した「柳井桜土手さくら祭り」のステージ
の部でダンスを披露しました。観客席の小さなお子
さんをはじめおじいちゃん、おばあちゃんも曲にあ
わせて手拍子したり、体を動かしリズムをとられた
り、一緒に楽しんでもらえて本当に嬉しかったです。         

－これから－ 
 今後も活動の場を広げていければと考えています。
イベントなどダンスを披露できる場がありましたら
是非お声がけください。 

登録団体の紹介 
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◆大屋自治会 
 
 
 
 
 
 
 

              自治会長 白地 謙三さん 

―現在の主な活動―  
 自治会の規約に沿って「環境」・「福祉」・「安
全」・「相互扶助」を念頭に取り組んでいます。 
 環境については、５月の一斉清掃、６月の日本列
島クリーン大作戦に加え、ふたば児童公園周りの草
刈り清掃を定期的に行っています。この公園は、近
くの保育園児や小学校の児童たちが遊んだり、大人
たちがランニングをしたりと地域の憩いの場となっ
ています。 
 福祉については、高齢化率が市平均に比べ高いこ
とから、昨年は、ふたば集会所を利用し「認知症サ
ポーター養成講座」や「認知症介護体験講演」を開
催しました。多くの人達が熱心に耳を傾けて下さい
ました。この取組は、今後も継続していく予定です。 
 また、安全面では、昨年に自主防災組織を立ち上

げ自治会での緊急避難場所を４か所指定したり、安
否確認のルール化などを行いました。 
 相互扶助については、昨年春から柳東地区でゴミ
出しや見守りなどの生活支援サービスを開始したの
に伴い、大屋自治会では、サービス希望者とサポー
ターがそれぞれ３人登録されています。  

―本年度の活動について― 
 今までは、老人クラブ、料理教室、卓球クラブな
どグループ単位の活動はありましたが、今年度は、
自治会員の誰もが参加できる「いきいきサロン」を
立ち上げる予定です。福祉員６名の協力も得ながら、
５月に第１回目の開催を予定しています。 
                 

地域の清掃活動の様子 

認知症サポーター
養成講座 

 

会員同士が協力して
地域の活性化に 
取り組んでいます。 

柳井桜土手さくら
祭りステージ 

ダンスを通じて 
柳井を元気に 
していきます。 



登録団体のイベント情報 
団体・イベント名  日時・場所 参加費 問合せ先 

柳美実践クラブ 
「第16回環境美化とふれあい    
の集い」 
 土穂石川周辺清掃 

6月2日（日） 
集合：13時30分 
 西高須自治会館前及び 
 各自治会指定の場所 
開始：13時45分 
解散：16時00分 

な し 0820-23-4778 
     （大野） 

一般社団法人倫理研究所 
家庭倫理の会 
「倫理の集い」 

6月  9日（日） 
7月14日（日） 
開始：10時30分 
終了：12時00分 
ふれあいタウン大畠 

無 料 090-5262-8635 
     （村川） 

柳井にっぽん晴れ街道協議会 
「古地図を片手に街道歩き」 
 柳井のダムめぐりとあじさ
いまつり 

6月22日（土） 
集合：9時15分柳井駅 
開始：9時25分 
終了：16時頃柳井駅 
雨天中止  

1,000円 
（弁当代、保険料込） 

別途バス代 230円 

0820-23-3655 
（9時～17時 
 柳井市観光協会） 

すこやか夢農園 
「しあわせの花ハーブで楽し
くすこやかに」 

６月23日（日） 
9時30分～12時30分 
伊陸の夢農園サロン 

1,000円 090-7543-7778  
（岡山） 

しあわせ花の会 
「ラベンダー収穫祭」 

6月29日（土） 
10時30分～14時00分 
いかちラベンダー園 
（伊陸下竹常） 

体験一人  500円 
ワークショップ100円 

      

080-4261-8209 
（原田） 

市民活動講座レポート 

←講座には、多くの方が参加
され、助成金に対する関心の
高さがうかがえました。 

午後には、個別相談会を実施。
書類作成のポイントを直接教
えていただきました。→ 

第4回市民活動講座＆第2回交流会 

 「市民活動講座・交流会」～ 資金づくりは「団体づくりで決まる」 ～ 

 日 時 平成３１年２月２３日（土）９時３０分～１２時００分 
 場 所 柳井市文化福祉会館 ２階大会議室 
 講 師 伊藤彰氏（やまぐち県民活動センター センター長）森永小波氏（公益財団法人山口きらめき財団 主事） 
 内 容 講座では、企画の立て方や助成金の申請書の書き方などについて、事例を挙げながら説明してい

ただきました。助成金の申請に当たっては、外部に対し共感が得られるかが大切であるなど、申請
書作成に向けたポイントも教えていただきました。 

     グループワークでは、交流を兼ねてお互いの活動の現状・目標・課題などについて意見交換の場
を持ち、参加者同士で改善に向けたアイデアを出し合うなど活発な話し合いが行われました。 

３ 
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助成金情報 

 ●やない市民活動センター利用状況 

         （平成３１年３月、４月） 

     ・情 報（収集・提供）           90 件 

     ・作 業（印刷機・コピー）   370 件 

     ・相 談（来所・電話）         141 件  

     ・交流テーブル           41 件 

 ●登録団体・個人数（平成31年４月末現在） 

   １１５団体、３個人 

 ●新規団体受付件数 
     ４団体 
 やない市民活動センターでは、随時新規登録を受
け付けています。お気軽にご相談ください。 

編集後記 

 吹く風も一段と心地よく半そで姿も見られるよ
うになりました。 
 この２か月間は、登録団体、個人の皆さまの更
新手続きの受付を行いました。手続きを通じて、
この一年間の楽しかったことや大変だったことを
お聞きすることができ、沢山の情報交換ができま
した。この機を通じセンターをより身近に感じて
いただきとても嬉しく思いました。 
 新元号になり、やない市民活動センターも益々
活性化に向け取り組んで行きます。               

                 相談員一同 

 

 

〒742-0021 

柳井市柳井３７１８番地 柳井市文化福祉会館１階 
TEL 0820-25-3535 FAX   0820-25-3583 
E-mail：yanaikatsudo@ark.ocn.ne.jp 
http://www.shiminkatsudo871.server-shared.com/ 
https://www.facebook.com/yanaikatsudo  
        
【開館時間】 

  火  ～  金 午前8：30から午後7：00まで 

  土・日・祝日 午前8：30から午後5：00まで 
 
【休  館  日】 
  毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は、火曜日） 
  ８月１３日～１６日、１２月２８日～翌年１月４日 
  そのほか、臨時に定める場合があります。 

 
 
 
 

●一般財団法人山口県環境保全事業団「平成３１年度環境保全活動支援助成」 

 対 象 山口県内で環境保全活動に取り組んでいる団体、又はこれから取り組もうとする団体等 
 内 容 県民を対象とした普及啓発活動、廃棄物等の環境保全に関する実践活動等 
 金 額 １事業５０万円以内 
 締切り 令和元年５月３１日（金）必着 
 問合せ 一般財団法人山口県環境保全事業団 
     〒753-0072 山口県山口市大手町９－１１ 山口県自治会館１Ｆ 
     ＴＥＬ 083-920-6829  
 
●社会福祉法人山口県共同募金会「２０１９年度募金（２０２０年度事業）県域助成申請募集」 

 対 象 地域福祉の推進を図るための社会福祉事業及び更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事       
業を経営する者 

 内 容 ・地域から孤立をなくすための活動 
     ・子どもの生活と子育てを支援するための活動 
     ・障害者の就労と地域生活を支えるための活動 
     ・地域福祉を推進するための活動 
     ・災害対策のための活動 
     ・その他緊急的な福祉を解決するための活動 
     ・更生保護を目的にした活動 
 金 額 活動経費の８０％以内とし、２００万円（法人格をもたないグループについては、原則５０万   

円）を上限とする。 
 締切り 令和元年５月３１日（金）必着 
 問合せ 社会福祉法人山口県共同募金会 
     〒753-0072 山口県山口市大手町９－６ ゆーあいプラザ県社会福祉会館内 
     ＴＥＬ 083-922-2803 
 
 センターでは、随時、助成金の案内や相談に応じています。お気軽にお越しください。        


