
今号の内容
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・助成金説明会のご案内
「資金力パワーアップ研修」

・令和元年度第３回やない市民活動
講座のご案内
「市民活動パワーアップ講座」

２ページ
・登録団体の紹介
「柳井市剣道連盟」
「中馬皿自治会」

３ページ
・センターからのお知らせ
「柳井まつりで登録団体の活動を
紹介します！」

「センターのホームページをリニュ
ーアルしました！」

・登録団体のイベント情報
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・助成金情報
・新しい仲間
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参加費
無 料

参加費
無 料

助成金説明会のご案内

資金力パワーアップ研修
～新プログラム対応版！助成金活用術を学ぼう～

市民活動を行う上で資金面の不安はありませんか。
この機会に助成金制度の上手な使い方を一緒に学
んでみませんか。

日 時 令和元年12月7日（土）9時30分～12時

場 所 柳井市文化福祉会館３階集会室

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 ・助成金制度の活用方法
・助成金獲得団体からの活動紹介

昨年度助成金を獲得した団体から、
申請した事業の概要、獲得までの経緯、

工夫した点等を教えていただきます。
・きらめき財団の新プログラム紹介
・個別相談（希望の方は、11月30日（土）
までにご連絡ください。）

センターに直接または電話、メールで12月6日（金）
までにお申し込みください。

令和元年度第３回やない市民活動講座のご案内

日 時 令和2年1月17日（金）13時～16時

場 所 柳井市文化福祉会館 2階大会議室

講 師 小柳 明子 氏（NPO法人市民プロデュース理事）

内 容 ・ミニ講座（情報誌作りのコツ）
・グループワーク（アイデアの出し合い）
・参加団体の情報誌ビフォーアフター（講師の解説）
定 員 30名

センターに直接または電話、メールで令和2年1月1６日（木）までにお申し込みください。

※今の情報誌の改善点を講師に添削していただけます。ご希望の方は、12月２７日（金）まで

に加工できる形式データ（ワード、パワーポイントなど）をセンターへご提出ください。

市民活動パワーアップ講座
～伝わる情報誌（会報誌・広報誌）の作り方～
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登録団体の紹介
♦柳井市剣道連盟

～現代社会に立ち迎える
優しくて粘り強い子に！～

―連盟の目的－

剣道の理念に基づき、礼節を尊び信義を重んじ
、質実剛健の気風を身に付けた青少年及び一般成
人の人間形成に寄与することを目的とし、昭和62

年1月31日に発足しました。「子ども達の健全な
る成長」と「充実した親子関係の確立」を応援し
ています。
―活動の内容―

4月に柳井天神まつり奉納剣道大会、9月に山口
県少年剣道選手権大会、さらに3月には剣道昇級
審査会＆剣道級別大会及び剣道審判員講習会を実
施しています。

最近のイベントでは、10月14日の体育の日に
柳井市武道館において開催した「初心者剣道教室
」には、小さなお子さんが多数参加してください
ました。このような取組が、若年層の剣道人口の
増加につながればと思っています。
－武道館活用―
平成26年11月老朽化した旧武道館の3倍の広さ

の新武道館が完成しました。夏は涼しく冬は暖か
い無垢の材料を使った床や、女性トイレに袴掛け
を設置したりと全国的にも珍しい構造です。
今後も、新武道館を稽古や大会等を実施するこ

とで、大いに活用していきたいと思います。
―今後について―

毎週火曜日・木曜日に柳井市武道館で行ってい
る定例稽古会の更なる充実と、市内にある少年剣
道3団体（カワノ道場、新庄少年剣友会、清徳館
）の支援をしながら剣道の普及に努めていきます
。

♦中馬皿自治会
～深めよう絆！大好き柳北！～

―自治会について―

自治会は、同じ地域に住む人が、日常生活を営
む中で地域に起こる諸問題に連帯して対応したり
、イベントを通して親睦・交流を図るなど、住み
よい地域社会を目指してお互い協力し、様々な活
動を行う住民の自治組織です。

中馬皿自治会は、柳井市街より北に位置し、柳
北と呼ばれる地域に属しています。世帯数は220

世帯、人口は617人で、自治会を20班の班に分け
ています。自治会長を中心に、各班１名ずつ選出
された理事と班長で地域住民の意見を集約・調整
して運営しています。

―特徴的な活動は―

自治会の活動の中で、平成15年10月に立ち上げ
た福祉員のサロン活動は目覚ましいものがありま
す。以下に年7回の福祉員会議にて企画する今年
度のサロン活動をご紹介します。

4月：フクロナデシコの花見

６月：読み語り教室

７月：日本手ぬぐい帽子づくり

８月：盆踊りへの参加

９月：ミニ金魚作り

１０月：健康講座

１１月：グルメツアー果子乃季

１２月：独居老人慰問

１月：三者親睦会（民生委員・自治会役員・福祉員）

２月：お楽しみ会・ビンゴゲーム

３月：柳北小６年生の卒業を祝う会

これらのサロン活動は、地域のみなさんの元気
の源になっています。

今後も地域住民同士の交流を図り、住みよい中
馬皿自治会を目指して活動していきます。

自治会長
檜垣 忠彦さん

福祉員 会長 余田 清二さん
サロン活動代表 高橋 敬子さん

皆で楽しく健康講座 小学生と一緒に訪問活動

会長 河野 通晴さん 事務局 溝口 昭憲さん

10月14日 初心者剣道教室の様子



団体・イベント名 日時・場所 参加費・その他 問合せ先

山口県東部海域にエコツーリ
ズムを推進する会（東部エコ
ツー）
「無人島探検(小水無瀬島)と

海域クルージング」

11月30日（土）
集合：8時30分片添港
出港：9時片添港
帰港・解散：15時30分～16時

片添港

10,000円

荒天・雨天中止

080-6314-9678

（藤本）

柳井にっぽん晴れ街道協議会

「古地図を片手に街道歩き」

12月 7日（土）
12月22日（日）

1月11日（土）
[遠崎コース]柳井港駅
集合 12時15分解散13時50分
[阿月コース]柳井駅
集合 14時30分解散18時03分

[遠崎コース]

500円
(入館料保険料込
み)

[阿月コース]

300円
(別途バス運賃
1,070円必要)

090-7509-3163

（岸田）
※平日の連絡は17時
30分以降にお願いし
ます。

柳井友の会

「友愛セール」
遊休品・ハンドメイド作品等
即売会

12月３日（火）
10時30分～12時
柳井市文化福祉会館１階教養室

な し 090-8363-4826

（山本）
0820-74-4926

（三原）

ブランニューフォース

「第18回
おしくらまんじゅう大会

・どんど焼き」

令和2年1月13日(月・祝）
どんど焼き火入れ11時45分
おしくらまんじゅう大会
12時45分～

な し
おしくらまじゅう
は5人1組で参加

先着500名豚汁
無料サービス
（お椀等持参）

0９0-3748-7815

（河野）
090-1018－4348

（楠原）

３

「交柳プラス1月号」でイベントの掲載を希望される登録団体は、１2月20日(金)までにセンターにお知らせください。

登録団体のイベント情報

柳井まつりで登録団体の活動を紹介します！

【日 時】 令和元年11月23日（土）9時～15時

【場 所】 バタフライアリーナ

【内 容】 登録団体の年間を通じての活動を、写真やパネル、作品にて展示します。

昨年大好評だった体験コーナーには、粘土で作るスイーツデコボックス（午前）と

和紙ちぎり絵色紙作り（午後）を設けています。チャレンジしてみませんか？

皆さまのご来場をお待ちしています。

センターのホームページをリニューアルしました！
～ホームページのアドレスが短くなりました！～

【アドレス】 旧 http://www.shiminkatsudo871.server-shared.com/

新 https://shiminkatsudo871.com/

【機 能】 スマートフォンとタブレットへの表示対応が出来るようになりました。

【内 容】 団体のイベント情報などをホームページで紹介できます！

イベント情報などを発信したい方は、センターへお知らせください！

センターからのお知らせ

団体の活動PRなども掲
載できます！



４

助成金情報
●2020年度青少年スポーツ振興に関する助成金(前期)
対 象：青少年スポーツの振興に関する事業を積極的に行い、奨励し、または自ら行い、かつ３年以上

継続して活動している、次の要件を満たした団体
（１）スポーツ振興を主たる目的とする公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人又は一般
財団法人（２）上記以外の団体で、次の要件を備える団体（特定非営利活動法人等）①定款、
寄附行為またはそれらと同等の規約があること。②団体の意志を決定し、執行する組織が確立
していること。③経理処理能力があり、監査する等の会計組織をもっていること。④団体活動
の本拠としての事務所をもっていること。

金 額：１００万円（上限）
締切り：令和元年１２月２０日（金）（当日消印有効）
問合せ：公益財団法人ヨネックススポーツ振興財団 事務局

TEL 03－3839－7195 FAX 03－3839－7196

●第36回（2020年度）市民活動支援募集について―青少年健全育成関係―
対 象：青少年の健全な育成のための、以下の活動内容で民間の非営利活動を支援します。

自然とのふれあい、ボランティア育成、地域連帯・コミュニティづくり、国際交流・協力、
科学体験・ものづくり

金 額：総額８００万円（1件あたり10万円～50万円）
締切り：令和２年１月7日（火）【必着】
問合せ：公益財団法人マツダ財団事務局 応募方法「電子申請」のみ (郵送不可)

TEL 082－285－4611

●社会福祉助成プログラム（後期分）
対 象：社会奉仕の精神と志に富み、公益性かつ実効性の高い事業を行う団体
内 容：保健・医療・福祉、社会教育、学術・文化・芸術・スポーツ、

環境保全、子どもの健全育成、科学技術
金 額：総額8500万円程度（予定）
締切り：令和元年12月12日（木）必着
問合せ：公益財団法人森村豊明会 事務局

TEL 03-6268-8308 FAX 03-3501-7322

※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。

〒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。

編集後記

山頂から木々が色づきはじめ、秋の深まりを感
じます。おかげさまで当センターは、今月で開設
7周年を迎えます。センターへ来所される方々も
年々増え続け、その中で、来所者同士で思わぬ出
会いがあります。それがご縁で後にコラボをして
とても楽しかったとの報告を受け、うれしい限り
です。相談員冥利に尽きます。さあ、次はどんな
出会いがあるでしょうか。

相談員一同

●登録団体・個人数（令和元年10月末現在） 117団体、２個人

新しい仲間
★【伝統文化を守る会】伝統的な篠笛や太鼓や獅子舞の継承と発展を目指すと共に、篠笛を通じて会員
相互の親睦と融和を図り、地域づくりに貢献することを目的とします。

★【おはなしサークルことこと】絵本やお話を通して想像力・思考力・共感力を高め、こどもの健全育
成に寄与し、親子の安らぎの場を提供することを目的とします。


