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第２回市民活動講座＆第１回交流会

今号の内容
１ページ
・第2回市民活動講座＆第1回交流会
・やない市民活動センターＱ＆Ａ
（その５）

「あなたの団体の魅力を伝える１分間スピーチ」
～仲間を増やし、つながりを拡げるために～
この講座では、短い時間で団体の活動を伝える
ポイントが習得できます！
他の市民活動団体と交流しながら魅力的なＰＲ
方法を学びませんか？

２ページ
・登録団体の紹介
「柳井市防災士会」
「柳井市子ども会育成連絡協議会」
日

３ページ
・市民活動講座レポート
第１回市民活動講座
・登録団体のイベント情報

時

８月２日（金）１８時～１９時３０分

場 所 柳井市文化福祉会館２階 大会議室
講 師 岡本 浩司 氏
（柳井市消費生活相談員）
内 容 市民活動団体のＰＲ力向上のための話し方の
ポイントを学びます。活動の輪を拡げるため
に団体同士で情報交換しながら交流します。

４ページ
・助成金情報
・新しい仲間等

～ 助成金について耳よりなお話し ～
助成金ってどんな制度ですか？
主にボランティアグループや市民活動団体、社会貢献活動を行うＮＰＯを応
援する目的で民間、公益財団等から提供される返済の必要のない資金です。
センター相談員

それは興味がありますね！助成金についてもっと知りたいですね。

当センターでは助成金取得のコツ等について講座と個別相談会を毎年開催
しています。昨年度は１２月と２月に開催し早速、数団体が申込みされま
した。本年度は登録団体の中から既に５団体が助成金を取得されています。

８月２日（金）開催の第１回交流会では、この度助成金を取得した団体のお
話が聞けます。大いに参考になると思いますのでぜひご参加ください。
当センターでは、団体の活動内容に応じた助成金情報を提供しております。
いつでもお気軽にお問い合わせください。
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センター相談員

登録団体の紹介
♦柳井市防災士会
ー活動の内容ー
地域の皆様の災害対応のお役になればという思
いで防災に関する展示、防災講演会、避難所運営
訓練などの活動をしています。
その中で昨年9月に柳井市文化福祉会館で防災
講演会を開催しましたところ、予定以上に多くの
方に参加していただきました。改めて、皆様の防
災に対する関心の高さを感じこれまで以上に一致
団結して頑張っていこうと思ったところです。
防災に関する事で活動してみたい方、一緒に活
動をしてみませんか。ご連絡をお待ちしておりま
す。
（連絡先：藤本 ℡090-4695-0248）

今年も
防災講演会や
柳井まつりで
防災グッズ展示を
予定しています

代表 藤本 展久さん

ー活動の目的ー
防災士は、1995年の阪神・淡路大震災の教訓
から民間主導で誕生しました。「自分の身は自分
で守る」を基本に、地域、職場で共に助け合い、
市民、企業、自治体、防災機関等が協力すること
を理念に活動しています。
私たち柳井市防災士会は、平成２９年５月に立
ち上げ、現在防災士9人・自主防災アドバイザー1
人の合計10人の会員で構成しています。

柳井まつりで防災グッズを紹介しました

柳井市防災士会の仲間

将来その子どもたちがまた地域を支えていく、そ
んな未来へ続く活動ができたらいいなと思い、こ
れからも子ども会をサポートしていきます。

♦柳井市子ども会育成連絡協議会
私たちと一緒に
活動しませんか？

（連絡先：しらかべ学遊館内
市子連

事務局

尾崎 ℡22-4518）

代表 弘本 敬規さん

ー活動の目的ー
各々の子ども会の活動は、地域や自治会、学校
単位で行われています。
私たちは、柳井市内で活動している子ども会を
色々な面でサポートすることで、子どもたちの健
全育成を目指している団体です。

色々なニュースポーツに挑戦！
防災キャンプでは給水車から水を汲みました。

ー活動の状況ー
私たちは、４つの活動を柱として取り組んでい
ます。内容は①野外活動（防災キャンプ等）②レ
クリエーション（球技大会、ニュースポーツ等）
③体験活動（パン作り等）④伝承文化活動（和太
鼓等）です。その中から毎年３つを実施していま
す。子ども会では毎年柳井まつりの子どもみこし
に参加しており、協議会ではそのサポートを行っ
ています。
少子化が進んでおり、子ども会によっては人手
不足から運営が厳しくなり、中には解散する地区
が出てきています。
子どもの笑顔は私たち大人の共有の喜びです。
地域の人が子ども会や子どもたちを支え、そして

プロ顔負けの
パン作り
迫力満点！和太鼓に挑戦

市子連のシンボル行事の子ども
みこしでワッショイワッショイ
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市民活動講座レポート
第1回市民活動講座
「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～
日 時

令和元年6月12日（水）10時30分～12時

場 所 やない市民活動センター
講 師 森山 千鶴子 氏（OAインストラクター）
内 容 講座アンケートで要望の多かったチラシ作りを、これまでの大きい会場から市民活動センター
内へ移して少人数での実践型の講座を開催しました。
ワードの基本操作から文字の修飾、ワードアートの挿入等知らなかった機能を学ぶことができ
ました。受講された方々の日頃のお悩みも解決でき、「よりわかりやすく」「思いが伝わる」
チラシを作成するために役立つ内容でした。

森山先生の説明に従って、各自のパソコンで
操作し、学びました。

皆さん、真剣な表情です！

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・その他

すこやか夢農園
「夢をもち楽しく歌って
生き生き人生」
「ハツラツ元気な歌声に
パワーもらい若返り」

7月21日（日）
8月18日（日）
9時30分～12時30分
柳井市文化福祉会館

幼児～高校生

和紙ちぎり絵柳井サークル

8月4日（日）
１回目
13時30分～14時20分
2回目
15時～15時50分
柳井市文化福祉会館

大 人
850円
未就学児、学生
無料

090-1684-7145
（久保）

ブランニューフォース
「第40回柳北地区
総盆踊り大会」

8月11日（日）
19時～21時
柳北小学校グラウンド

なし

090-3748-7815
（河野）

ｍaam sweets（マームスイーツ）
「スイーツデコレーション
BOXづくり」

8月16日（金）
10時～11時30分
柳井市文化福祉会館

材料費
定 員

柳井友の会
「父と子の料理教室」

9月7日（土）
10時～12時
柳井市文化福祉会館

対 象：6歳以下の子ど
もさんと父親

映画「かみさまとのやくそく」
～あなたは親を選んで生まれてきた～

無料

問合せ先
090-7543-7778
（岡山）

詳細は連絡先まで
お問い合わせください。

650円
10人

090-6419-5911
（林山）

対 象：小学生（3年生以
下は保護者同伴）
持参するもの：エプロン

090-7893-4508
（片山）

詳細は連絡先まで
お問い合わせください。

「交柳プラス9月号」でイベントの掲載を希望される登録団体は8月20日(火)までにセンターにお知らせください。
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助成金情報
●公益信託 大成建設自然・歴史環境基金
対 象 国内に拠点を置き、自然・歴史環境の保全活用のために、活動や研究を行う非営利団体で適正
な運営、会計処理、情報公開を行っていること
金 額 総額1500万円程度、助成件数30件程度
締 切 令和元年7月31日（水）事務局必着
問合せ 『公益信託 大成建設自然・歴史環境基金』事務局
TEL：03-3274-9210 FAX：03-3274-9504
●緑化ボランティア団体活動支援事業
対 象 地域緑化の推進と小学生を対象とした森林環境教育促進の支援事業
金 額 ２０万円上限
締 切 令和元年7月31日（水）
問合せ 『公益財団法人 やまぐち農林振興公社』森林部 緑化企画室
TEL：083-924-5716
●一般財団法人 山口県厳島会
対 象 県民活動（ボランティア活動）を行うために、新たに立ち上げた団体及び新たに立ち上げる団体
であって、継続的に活動を行う計画のある県内の団体
金 額 10万円以内、助成件数５件程度
締 切 令和元年9月30日（月）
問合せ 一般財団法人 山口県厳島会
TEL：083-933-2267 FAX：083-932-6858
※助成金は、この他にも多数あります。団体の活動内容に応じた助成金をご紹介します。
詳しくは、やない市民活動センターまでお問い合わせください。

新しい仲間
★【レッツ・ダンスクラブ】社交ダンスを通じて健康づくり、交流親交を図ることを目的としています。
★【白潟東二自治会】会員相互の健康、安全について取組み、住みよい地域の形成を図ります。
★【蜜源の里山づくりプロジェクト】
耕作放棄地、休耕地の再生や農作業支援による地域の活性化を考えていきます。
★【サンワーク】味噌造りを通して、食による健康づくり、山里日積の活性化に寄与します。
★【古市自治会】地区住民同志の好ましい人間関係の構築に努め美しく住みよい地域社会をつくります。
★【中開作ふれあい文化センター運営委員会】
施設を最良に管理運営することで、地域住民のコミュニティ、文化及び福祉の向上を図ります。
★【ウインドミルフィルハーモニー管弦楽団】
音楽を通して山口県東部地域の活性化、音楽文化の発展並びに青少年健全育成に寄与します。
●登録団体・個人数（令和元年６月末現在）116団体、2個人
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
夏の日差しから逃れて木陰が恋しい季節となりまし
た。
センターでは各登録団体の活動内容を記したファイ
ルが閲覧できます。従来このファイルは登録申請順に
並んでいましたが、この度、各団体の活動分野ごとの
ファイルにしました。それによって同じ活動をしてい
る団体が一目瞭然！ 早速、その団体と情報交換をし
てみたいと申し出がありました。
センターとしてはこのように団体同士がつながりを
深め活動が盛んになればと思っています。
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
【開館時間】
火 ～ 金 午前8時30分から午後7時まで
土・日・祝日 午前8時30分から午後5時まで
【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～8月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。
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