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交流会のご案内

今号の内容
１ページ
・令和元年度第２回やない市民活動
センター交流会
・資金力パワーアップ研修を開催しました
・利用登録更新手続きをお願いします
２ページ
・登録団体の紹介
「柳井平郡人会」
「サンワーク」
３ページ
・柳井まつりで登録団体の活動紹介を
しました！
・登録団体のイベント情報

令和元年度第2回

やない市民活動センター交流会
日

時 令和２年2月８日（土）9時30分～11時30分

場

所 柳井市文化福祉会館 大会議室

内

容 ・団体の活動紹介
（発表：３団体程度、パネル展示２６団体）
・少人数テーブル内で各団体の紹介
・テーブルをシャッフルし交流

これまでも、多くの団体が交流会を通じ
て知り合い、協力してイベントを行うなど
の活動を始められています。
多くの方のご参加をお待ちしています。

４ページ
・助成金情報
・新しい仲間

研修会の報告

資金力パワーアップ研修を開催しました
登録団体の皆様へ

日 時 令和元年１２月７日（土）

利用登録更新手続きをお願いします

場 所 柳井市文化福祉会館 ３階集会室

センター登録団体の皆様には、毎年度
利用登録更新の手続きをお願いしています。
令和２年度分については、２月１日（土）
から受付を開始しますので、３月３１日
（火）までに、以下の書類をご提出くだ
さい。
提出書類
１ 利用登録更新申請書
２ 令和元年度の活動実績がわかる書類
（イベントチラシ、写真、事業報告等）
３ 利用変更届※登録内容に変更がある場合
４ ロッカー・保管棚・情報ボックス
利用申込書※利用を希望される場合

講 師 伊藤彰氏（やまぐち県民活動支援センター長）
森永小波氏（公益財団法人 山口きらめき財団主事）
今回は、新規団体の参加が多く、伊藤センター長から「助
成金」の基本からお話しいただきました。
また本年度の助成金を獲得した団体の発表では、申請時の
苦労話やアドバイス等あり、大変参考になりました。
研修後の個別相談では、各講師から活動内容に見合った
申請時のポイントを詳しく丁寧に聞くことができました。
センターでは、いつでも助成金のお知らせや相談等受け
付けています。お気軽にお声かけください。

※ロッカー、保管棚、情報ボックスの利用は、先着順
となります。あらかじめご了承ください。

説明会の様子
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個別相談の様子

登録団体の紹介
―今年の取組について―

♦柳井平郡人会

会長
加藤 秀雄さん

9月に行った梨狩り旅行は、総勢60名が参加し、
楽しく交流しました。
また、１１月の柳井まつりでは、平郡の美味し
い食材を知っていただくため、ブースを出店しま
した。平郡産のさつまいもの販売や平郡で採れた
ひじきを使ったペペロンチーノの試食体験を行っ
たところ、多くの方から美味しいと好評をいただ
きました。

副会長
副会長
岸田 秀義さん 大野 重則さん

―会を設立したきっかけ－
昭和62年12月1日に柳井市在住の平郡出身者の
みで「平郡人会」を設立し、活動してきました。
平成３０年４月に、平郡島出身者のみならず、
平郡との交流・支援といった会の目的に賛同され
る人は、誰でも入会できる団体として「柳井平郡
人会」に名称変更し、現在まで活動しています。

梨狩りの様子

ペペロンひじき

―今後について―

―会の目的や活動について－

若い年代の会員の方も増えたことで、活動の幅
が広がっています。
今後も、平郡の良さ
を知ってもらえるよう
なイベントを企画し、
様々な交流活動を実施
していきます。

柳井平郡人会は、平郡との交流支援に加え、ま
ちづくり、文化振興、会員の親睦と融和等を目的
として活動しています。
毎年４月には、団体主催の活動として地域住民
との交流花見会（桜土手まつり会場内）を開催し
ています。また、平郡東地区で開催している交流
運動会（５月）や交流文化祭（１１月）等にも積
極的に参加しています。

ミーティングの様子

地元の米麹と地元の大豆でつくる味噌づくりワ
ークショップでは麹菌に関する知識を学べ、作っ
た味噌（700g）は持ち帰りできるので、大変満
足して頂いています。

♦サンワーク
糀の良さを伝え、
食による皆さんの健康
作りをお手伝いします！

－今後について－
麹味噌や麹調味料づくりをきっかけにより多く
の人（特に子供たち）に食や食品の安全性、地元
の農産物などに目を向けてもらいたいです。
この活動を通じて、地産地消を促していけたら
なと思い、日々麹づくりに勤しんでいます。

代表 髙井 千里さん
連絡先：090-7998-5380

－活動のきっかけ－
定年を迎えて今から何をしようかと考えていま
した。我が家でお米を作っていたこともあったの
で、お米を使って何か出来たら良いなと思ってい
ました。そんなときに息子が「おばあちゃんがい
つも作ってた味噌を作ってよ！」と言ってきたん
です。それが麹づくりをはじめたきっかけです。
地元で採れたお米を使って、地元で消費して、
地元の人が健康になって、 地元の人が笑顔に
なれるそんな未来を夢見て、これから麹の魅力を
多くの人に広めていきたいと思い、昨年4月に、
市民活動センターに登録しました。

糀を食そう会

レシピの説明

夏休みの自由研究に！

－活動の内容－
柳井市中央公民館をはじめ、柳井市内を中心に
味噌づくり、塩麹・醤油麹づくりのワークショッ
プを開催しています。

分量は大丈夫？

２

美味！

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した！
【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】 日頃の登録団体の活動をポスターや作品でＰＲするコーナーや体験コー
ナーを設けたところ、昨年より100人以上も多い479人の方々にご来場
お馴染みのシンボルタワー
いただきました。参加団体も、昨年より８団体多い２６団体が出展されま
体験コーナー
した。
団体のみなさんが来場者に活動内容を熱心に説明したり、ブース内に設
けた交流テーブルで、登録団体や来場者同士で情報交換する光景が見られ
ました。
また、体験コーナーは、大盛況で、行列ができるほどの人気ぶりでした。
今回の展示を通じて、多くの方に市民活動に関心を持っていただけたので
はないかと思います。ご協力ありがとうございました。
スイーツデコボックス作り
【展 示】２６団体
・ｍaam sweets （マームスイーツ） ・和紙ちぎり絵柳井サークル ・琴伝流大正琴柳月会
・やない自遊倶楽部 ・しあわせ花の会 ・新庄花とみどりの会 ・サンワーク ・Seeds（シーズ）
・タブレットを使ってみよう会 ・柳井友の会 ・中馬皿自治会 ・柳井少年少女合唱団
・発達障害支援サークル星の子 ・柳井市観光ボランティアの会 ・柳井市更生保護女性会
・すこやか夢農園 ・陶芸クラブ「八幡窯」 ・特定非営利活動法人つばさ ・柳井盆栽水石会
・仙崎一座 ・柳井UJIターン応援の会 ・元祖川柳を学ぶ会 ・CMA ・柳井桜土手を守る会
・こちゃママ ・やない市民活動センター

【体 験】２団体

和紙ちぎり絵色紙作り

・ｍaam sweets （マームスイーツ） ・和紙ちぎり絵柳井サークル

登録団体のイベント情報
団体・イベント名・イベント内容

■発達障害支援サークル星の子
「星カフェ」
子どもの発達が気になる保護者、支援者、
興味のある方、お茶を飲みながらおしゃべ
りしませんか？

■サンワーク
「健康は腸から 十五夜味噌作り教室」
日積産米麹を使用した十五日で食べられる
味噌作り（作った味噌は持ち帰り出来ます！）

■しあわせ花の会
「新年のハーブ教室」
呼吸器系に良いハーブを使って、
エキナセア・エルダーフラワーのティーと
タイム・セージのうがい薬をつくります。

■すこやか夢農園
「夢.すこやか☆老いも若きも子ども食堂」
・にしぽん筆文字セミナー
・楽しい仙骨体操

参加費・その他

問合せ先

1月15日（水）
2月19日（水）
3月18日（水）
10：00～11：30
柳井市文化福祉会館

各日100円
（会員でなくて
も参加可能。た
だし、2回目以
降年会費500
円）

090-7127-7055
（西田）

１月18日（土）
10：00～12：00
柳井市文化福祉会館

１月は1,800円
（月によって変
わります）
※要予約

090-7998-5380
(髙井）

1月18日（土）
12：00～13：30
柳井市文化福祉会館

700円
※要予約

080-4261-8209
（原田）

1月19日（日）
9：30～
柳井市伊陸4279

500円（資料代、 090-7543-7778
カレー代）
(岡山）
子どもは無料

日時・場所

夢 すこやか☆サロン

「交柳プラス3月号」でイベントの掲載を希望される登録団体は、2月2１日(金)までにセンターにお知らせください。

３

助成金情報
●令和2年度「きらめき活動助成事業」
対 象：山口県内に事務所があり、組織的かつ継続的に活動を行っている「県民活動団体」
内 容：山口県内で自主的・主体的に取り組まれる公益的な事業
①自立支援「ゆめ」プログラム
②課題解決支援「はな」プログラム
締切り：令和２年３月末（当日消印有効）
金 額：①20万円以内 ②50万円以内
問合せ : 公益財団法人山口きらめき財団 TEL 083-929-3600 FAX 083-924-9096

●2019年度社会貢献基金助成
対 象：非営利組織（財団法人、社団法人、社会福祉法人、NPO法人、その他任意団体、市民ボラン
ティアグループも対象）又は大学、研究機関
内 容：（1）研究助成事業 （2）高齢者福祉事業（3）障害者福祉事業（4）児童福祉事業
（5）環境・文化財保全事業（6）地域つながり事業（7）冠婚葬祭継承事業
締切り：令和2年2月末日必着
金 額：総額1000万円（1件当たりの助成額上限は200万円。ただし研究助成事業は100万円が上限）
問合せ：一般財団法人冠婚葬祭文化振興財団 TEL 03-3596-0061
※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。

新しい仲間
★【仙﨑一座】地域のいきいきサロンや老人施設、介護施設への慰問を行い、古典芸能の技術の向上と継承
を実現するために活動します。
★【琴石グリーン村】琴石山麓の動植物の生態研究・調査・保護、登山道・林道の保全整備、里山の再生、
耕作放棄地を活用しての営農、歴史や民族の研究調査などの活動を通じて豊かなコミュニティーづくりを目指
し、地域の活性化に寄与します。
★【阿月防災アドバイザー会】防災アドバイザー相互の情報交換や相互連携を図ると共に、阿月地区全域の
防災活動の推進役を担い、住民と共に防災・減災及び地域防災力の向上啓発事業を行い、地域住民の安全確
保に寄与します。
★【猫幸の家】柳井健康福祉センターに収容された犬猫の救助、繁殖現場における猫の救助またはTNRの
実施や動物の適正飼養の普及啓発を目的とし、そのために必要な活動を行います。
●登録団体・個人数（令和元年12月末現在） 12１団体、２個人
編集後記
新春のお慶びを申し上げます。
年賀状に初めて書く「令和」の元号に何とも言
えない新鮮な気持ちになりました。
お陰さまで当センターをご利用くださる方々が
年々増えております。気軽にご利用いただけるよ
う、常に明るい雰囲気づくりに今後
も努めてまいります。
本年もよろしくお願いいたします。

〒742-0021
柳井市柳井３７１８番地 柳井市文化福祉会館１階
T E L 0820-25-3535 F A X 0820-25-3583
E-mail yanaikatsudo@ark.ocn.ne.jp
U R L https://shiminkatsudo871.com
【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。

相談員一同

４

