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令和３年度第１回市民活動講座

クラウドファンディング講座初級編

～共感と支援の仕組みづくりを学ぼう～

近年、新たな資金調達の手法として注目されている
「クラウドファンディング」の実例や実践に向けた具

体的な取組方法について学びます。

日 時 令和３年６月１９日（土）１０時～１１時３０分

場 所 柳井市文化福祉会館２階

視聴覚室

講 師 M＆Sコンサルティング代表

溝田 修司 氏

対 象 市民活動に興味のある方

定 員 ２０人程度（先着順）

申込期限 令和３年６月１１日（金）

申込先 やない市民活動センター

今号の内容

１ページ

・令和３年度第１回市民活動講座
・イベント情報

２ページ
・登録団体の紹介「YAP風鈴亭」
・評価委員会の委員募集

３ページ
・登録団体の活動報告
「柳井市老人クラブ連合会」
「柳北地区コミュニティ協議会」
「しあわせ花の会」

４ページ
・助成金情報
・新しい仲間

和紙ちぎり絵展覧会

日 時 令和３年５月２０日(木)～２３日(日)

９時～１７時（最終日は１６時まで）

場 所 やない西蔵ギャラリー

主 催 和紙ちぎり絵柳井サークル

問合せ ０８２０-２７-１９１７（島元）

ラベンダー収穫祭
日 時 令和３年６月１９日（土）

１０時～１４時

内 容 お花やハーブの摘み取り、ラベンダー
のリース作り、ハーブティー試飲

参加費 お花やハーブの摘み取り３００円等

場 所 いかちラベンダー園（伊陸下竹常）

主 催 しあわせ花の会

問合せ ０８０-４２６１-８２０９（原田）

ＹＡＦキッズサッカーフェスティバル
日 時 令和３年６月１９日（土）

１６時３０分～１７時３０分

（１６時受付開始）

内 容 動き作り、鬼ごっこ、ボール遊び、

サッカーゲーム

場 所 柳東小学校（天然芝グランドor体育館）

主 催 （一社）山口県サッカー協会（周東ＦＣ所属）

その他 対象者や携行品等の詳細については、お
問い合わせください。

問合せ ０８０-１９３２-３０８８（児玉）

※交柳プラス７月号でイベントの掲載を希望され
る登録団体・個人は、６月１５日（火）までに

センターへお知らせください。

イベント情報 センター登録団体が開催される企画をご案内します。

参加費

無 料



登録団体の紹介

◆YAP風鈴亭

－活動のきっかけ－
柳井まつりで大道芸を披露したことをきっか

けに、平成５年に「白壁技芸団」を立ち上げ、

柳井市を訪れる観光客を南京玉すだれを披露し
お迎えする活動を始めました。

平成１９年に会の名称を「YAP風鈴亭」に改
め、大道芸に加え、音楽演奏、イベント企画等

を行うパフォーマンス集団として活動を始めま
した。

（※ＹＡＰ=Yanai Art and Performance の略）

－活動の内容－
各種イベントに参画し、様々な企画を行って

います。柳井まつりでは、パラソルショップの

出展や、ちびっこ三輪車レース、音楽ステージ
など開催しました。三輪車レースは、町並み資

料館周辺道路を会場に、子どもたちによる白熱
したレースが行われます。声援を送る保護者の

方々の熱い視線を集めながら、会場は、大いに
盛り上がります。

また、本会の活動は、市内にとどまりません。
お誘いを受けた際には、

各地へ赴き、南京玉すだ
れを初めとした大道芸の

披露や芸の普及活動も行
っています。

－今後について－
大道芸やダンス、音楽に興味のある人を集め

ながら、町おこしに貢献していく団体として頑
張って行きます。活動に興味がある方やイベン

トを企画されている方がいらっしゃいましたら
ご連絡をお待ちしています！

皆の力で柳井市を盛り
上げていきましょう！

代表 三島 好雄さん
TEL ０９０－９４６６－１２５０

海外の人たちの体験会

花香遊で大道芸を披露

２

応募資格 次の要件を全て満たす住民

▼令和３年４月１日現在、２０歳以上である方

▼市政や市民活動に関心がある方

▼平日の日中に開催予定の委員会

（年３回予定）に出席できる方

▼国・地方公共団体の議員・公務員でない方

募集人員 ２人（書類選考）

任 期 令和３年７月３０日～令和５年７月２９日

出務日当 日額４，８００円

募集期限 令和３年６月１５日まで（消印有効）

応募方法

応募の動機、市民活動の推進のために必要な

ことについて８００字程度（様式自由）にまと

め、住所・氏名・年齢・電話番号を明記したも

のを提出してください。窓口・郵送・ＦＡＸ・

Ｅメールにより受け付けます。

応募・問い合わせ

柳井市役所総合政策部地域づくり推進課

ＦＡＸ：０８２０－２３－４５９５

Ｅメール：chiikizukuri@city-yanai.jp

やない市民活動センター評価委員会の委員を募集します

やない市民活動センターの効果的かつ効率的な管理運営等を推進する
評価委員会の委員を募集します。



登録団体の活動報告

３

コロナ禍で活動が難しくなっています。
そんな中でも頑張って活動されている
登録団体を紹介します。

■柳井市老人クラブ連合会

お弁当作り（３月１２日：柳井市文化福祉会館調理室）

柳井市老人クラブ連合会の女性部２３人が集まり、お弁当作りを

行いました。これは、新型コロナウイルス感染症の拡大により、会

の定期的な集まりが中止となったことから、コロナ禍でも安心して

楽しく会員の親睦を深める方法を考え、開催したものです。

会場となった調理室では、テーブル毎に料理を分担して調理し、

えびのかき揚げや煮しめ等、色とりどりのおかずが詰まったお弁当

が出来上がりました。

日頃の料理の腕を振る舞いながら、久しぶりに会った会員同士で

楽しい時間を過ごすことが出来ました。

■柳北地区コミュニティ協議会

桜のライトアップ（４月３日：石井ダムパーク）

柳北地区コミュニティ協議会が始めた「桜の郷プロジ

ェクト」の一環として、石井ダムパークの桜がライトア

ップされました。

これは、令和元年度に柳北小児童が「まちの幸福論」

の授業を受けた際に、柳北の将来に向けた活動として提

案した企画です。このたび、同協議会が柳北夢プランで

取 取り組むプロジェクトの１つとして行われました。

コロナ禍で遠方への外出が難しい日々が続く中、当日

は地域の多くの人が立ち寄り、思い思いに満開の夜桜を

満喫しました。

■しあわせ花の会

ハーブ教室（４月１７日：柳井市文化福祉会館）

しあわせ花の会では、季節ごとに花開くハーブを心身の健康に取

り入れるための勉強会を毎月開催しています。勉強会では、お茶や

スプレーづくり等、ハーブの活用方法を学んでいます。

この日は、カモミールを使いボディクリーム作りを行いました。

クリームが出来上がった後には、リンデンとカモミールを使ったブ

レンドハーブティーを皆で味わいながら、会話に花を咲かせました。

参加された方は、カモミールを初め、畑から収穫したヤグルマギ

ク、レモンバーム等を持ち帰り、お茶やサラダなどの料理に使い、

香りを楽しみました。

桜の幻想的なライトアップ！

美味しそうですね！

香りに癒されるひと時！



〒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）

12月2９日～翌年1月３日
そのほか、臨時に定める場合があります。

４

助成金情報 センターでは、随時、助成金の案内や相談に応じています。
お気軽にご相談ください。

瀬戸側壮年部会【分野：まちづくり】
柳西地区コミュニティ企画行事や瀬戸側自治会行事、壮年部会行事の支援及び参画などの活動を通

して、自治会活動の活性化と会員相互の親睦を深めていきます。

柳東地区コミュニティ協議会【分野：まちづくり】

柳東地域での、ネットワークづくり、既存団体の活性化・相乗効果、効率的な役割分担、地区内の

課題解決の４点を目標に活動しています。

新しい仲間

編集後記

赤やピンクのつつじの花が、ひときわ鮮やか
に映ります。山々の緑も美しく、この時期は、
自然のすばらしさが実感できます。
出かけるには絶好の季節ですが、まだしばら

くの間は、我慢が続きそうですね。
その様な中で、センターは、団体さんのご協

力で季節のミニ盆栽を数点飾り、来所者の方々
の癒しになっています。
ぜひご覧ください。

相談員一同

■（一財）山口県環境保全事業団

環境保全活動支援事業

対 象 地域の環境保全の推進に寄与すると

認められる普及啓発や実践活動

助成額 上限５０万円（補助率１０／１０）

締切り 令和３年５月２８日（金）（必着）

問合せ （一財）山口県環境保全事業団

ＴＥＬ ０８３－９２０－６８２８

ＦＡＸ ０８３－９２０－６８２９

■山口県

山口県森林環境活動サポート事業

対 象 森林整備活動を行う県内のボランティア

団体、NPO、自治会、企業、木育成団体等

助成額 森林ボランティア活動支援 上限５０万円

子どもたちに対する森林環境、

体験交流活動支援 上限５０万円

締切り 令和３年５月３１日（月）（消印有効）

問合せ 山口県農林水産部森林企画課

ＴＥＬ ０８３－９３３－３４６０

■（一財）山口県厳島会

県民活動支援事業
対 象 県民活動を行うために、新たに立ち上

げた団体やこれから新たに立ち上げる

団体であって、継続的に活動を行う計

画のある山口県内の団体

内 容 社会福祉、環境保全、スポーツ・文化、

青少年の健全育成、まちづくり、地域

の安心・安全など公益的な分野の活動

助成額 １年目 １０万円以内（補助率１／２）

２年目 ５万円以内（補助率１／２）

締切り 令和３年６月３０日（水）(消印有効)

問合せ （一財）山口県厳島会

ＴＥＬ ０８３－９３３－２２６７

ＦＡＸ ０８３－９３２－６８５８

新規登録団体をご紹介します。


