
内 容 Zoomの基本的な使い方(初級編)や応用的

な機能の使い方(中級編)を、実際にアプリ

を操作しながら学習します。

講 師 OAインストラクター 森山 千鶴子氏

対 象 やない市民活動センター登録団体、個人

初級編 未経験者・基礎から学び直したい方へ

日 時 令和３年８月２日（月）

募集人数 午前の部：１０時～１２時（定員４人）

午後の部：１４時～１６時（定員４人）

学習内容 〇インストール、サインインの方法

〇ミーティングへの参加・主催の方法等

会 場 やない市民活動センター

持 参 物 Wi-Fi接続ができるノートパソコン

申込期限 令和３年７月２３日（金）

申 込 先 やない市民活動センター

※ 初級編 と 中級編 を続けて

受講することもできます。

中級編 応用的な使い方を学びたい方へ

日 時 令和３年８月５日（木）

募集人数 午後の部：１４時～１６時 （定員４人）

夜の部：１８時３０分～２０時３０分（定員４人）

学習内容 様々な機能の使い方

（画面共有、チャット、ホワイトボード等）

会 場 柳井市文化福祉会館２階視聴覚室他
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子育てについての情報交換サロン

日 時 令和３年７月１７日（土）１０時～１１時３０分

※毎月第３土曜日に開催しています。

内 容 子どもの発達が気になる保護者の集い

参加費 １００円

場 所 柳井市文化福祉会館

主 催 発達障害支援サークル星の子

問合せ ０９０－７１２７-７０５５（西田）

夏休み子どもクラフト教室
日 時 令和３年８月７日（土）１０時～１３時
内 容 お花の石鹸、香りのサシェづくり
場所等 柳井市文化福祉会館１階教養室（３００円）
主 催 しあわせ花の会
問合せ ０８０－４２６１－８２０９（原田）

国木田独歩生誕１５０年記念イベント
日 時 令和３年８月２２日（日）１３時３０分～１６時頃
※新型コロナウィルスの感染状況により、延期する場合もあります。

内 容 第Ⅰ部：中島歩さんの朗読ライヴ

第Ⅱ部：高橋源一郎さんの講演
場所等 サンビームやない(無料)
主 催 やない独歩クラブ
問合せ ０９０－７９９３－１６５３

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・個人は、８月１５日（日）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。

第１回市民活動講座「クラウドファンディング講

座」は、新型コロナウイルス感染拡大を踏まえ、

令和３年９月１１日（土）に延期としました。

定員まで若干数の余裕がありますので、参加を

ご希望の方はセンターにご連絡ください。

令和３年度第２回市民活動講座

いまさら聞けないZoomの使い方講座 初級編 中級編

延期のお知らせ

※やない市民活動センターへの登録をお考えの団体・個人の方は、センターへお問い合わせください。

参加費

無 料



派遣対象となる団体

▼山口県内を拠点としている団体
※県、市町、教育委員会等の行政機関やこれら

の外郭団体は、対象外です。

派遣対象となる活動
▼県民活動の活性化や男女共同参画社会の

実現を目的とした研修会や講座など

※当該研修会等が国、県、市町等から委託や補
助を受けている場合は、対象外です。

〇組織運営 講師：稲葉 和也氏
地域活動における組織運営やリーダーシップ論

〇活動支援 講師：小谷 典子氏
まちづくり、共生社会

〇女性の活躍 講師：弘田 裕子氏
女性と仕事、女性と地位、女性と市民活動

◆きょういくTOKORO

会の“合言葉”は、
「自分たちが楽しいと
思う気持ちを忘れない！」

－活動のきっかけ－
以前は、地域の数人が集まり、近隣の方を対

象とした料理教室や、お祭りの企画等の活動を
行っていました。

その後、他の地域とも交流を図りながら生き
がいを持ち、安心安全に楽しく生活できる場を
広げようとの話になり、近隣の広瀬、忠信、一
丁田に住む有志により令和２年３月に「きょう
いくTOKORO」を立ち上げました。
※きょういくTOKORO…今日出掛けていくところ（場所）がある

－活動の内容－
偶数月に子ども会と老人会を合体させた地域

サロン（井戸端お茶飲み会）を開き、絵本の読
み聞かせや簡単小物を作ったりしています。

１２月に開催したクリスマス会では、会員が
サンタやトナカイに扮したり、生演奏の音楽が
奏でられる等、地域の高齢者や若い親子さんに
大いに喜んでもらいました。

－今後について－
今年１０月には、『日本の伝統

文化に触れよう』を開催予定です。
この会では、実際に着付けを体験
して貰いながら、七五三、十三参
り、成人式等の着物文化を学んで
いただきます。（要予約）また、
奇数月には、新たに『バーバ（おばあちゃん）
とジージ（おじいちゃん）の知恵袋』を開催す
る等さらなるバージョンアップを予定していま
す。（子どもも喜ぶゴーヤ料理づくり！等）

この会の目標は、活動を通じて地域の連帯を
楽しみながら強化することで、地域の防災力を
強め、また、子供たちの心に『故郷』という
根っこを育てることです。

そのためにも、活動を理解してくださる会員
を増やしたり、地域の特技を持たれている方へ
の協力を求めていきたいと思っています。

登録団体の紹介

代表 野村 雅子 さん
TEL ０９０－８９９５－５３０９

２

団体のみなさんに講師・アドバイザーを派遣します！

（公財）きらめき財団では、県民活動団体等のニーズに応じて、各分野の実務的・専門的な
講師・アドバイザーを派遣し、県民活動の支援を行っています。

いきいきと活動されているみなさん、講師・アドバイザーを囲んで学習してみませんか？

派遣にかかる経費は無料です

詳細は、冊子や（公財）きらめき財団のホームページ等でご確認ください。

（公財）きらめき財団からのお知らせ

区分・講師・アドバイス項目※一部抜粋



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。

■柳井盆栽水石会

令和３年新緑盆栽展示会（４月２４日～４月２５日：柳井市文化福祉会館教養室）

本会は、昭和３０年の発足以降、盆栽、水石を通じた柳井市の芸術、
文化の発展向上に取り組む活動を行っています。

今年は、昨年に引き続き、柳井天神祭り協賛盆栽展を初め、多くのイ
ベントが中止になりました。こんな時だからこそ「春にふさわしい緑さ
わやかな展示会を開こう」との思いで、柳井市を初め多くの関係者の支
援をいただき、このたびの展示会を開催しました。

展示会では、昨年のセンター主催のポスター展で好評だったコケ玉教室
も行い、多くの方にご参加いただきました。参加された方からは、「日常
から離れて、ゆっくりとした時間を過ごすことが出来ました。」「盆栽入
門の手ほどきを受け参考になりました。」等のお声をいただきました。

当日は、小学生児童が観覧してくれたり、ご夫婦で入会されたりと嬉し
い出来事もあり、会員同士の親睦も図られました。

■山口県東部海域にエコツーリズムを推進する会

アワサンゴの祈り（5月2日：伊保庄マリンパーク）

本会は、地域の自然、歴史や文化を守り、それを地域の活性化に
活用するという取組をしています。

今回は、会員と有志１６人が集まり「アワサンゴの祈り」と題し
た４３６個の竹灯篭を海辺に灯し、豊かな海を守ることの大切さを
発信しました。

コロナ禍のため、事前にお知らせはしませんでしたが、参加され
た皆さんは、美しい風景を楽しんでおられました。

これまでに後井古墳（５/２３実施：田布施町）段々畑（５/２９
実施：周防大島町）でも行いました。これからも１市４町の色々な
場所で行いメッセージを送ります。

※活動の様子を会のHPで紹介していますので是非ご覧ください。

■和紙ちぎり絵柳井サークル

柳井サークル和紙ちぎり絵展覧会 (５月２０日～５月２３日：やない西蔵ギャラリー)

和紙は、日本古来から続く伝統産業です。この和紙を絶やすまいと
尽力された方のおかげで日本各地にちぎり絵サークルが誕生し、ここ
柳井でも日々ちぎり絵を楽しむことが出来ています。

展覧会は、２年おきに開催し今年で６回目です。今回は、1７人の
会員が３０点の作品を展示しました。コロナ禍でしたが１００人近い
来場者に観賞いただきました。

初回から来場されている方からは、「回を重ねるごとに上達し、素
敵な作品ができていますね。」という声を頂き“継続は力なり”を実感
し、会員の励みとなりました。今後も、２年後の展覧会を目標に、会
員同士楽しみながら創作活動を続けていきます。

本会は、随時参加を受け付けています。「絵は下手だから…」と
いう方でも大丈夫です！ご連絡お待ちしています。

ＴＥＬ ０９０－３５８７－６１７１（島元）

小さな自然の世界です

西蔵と和紙のマッチング

海辺に灯された竹灯籠



〒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

やないしらかべ「絆」ねっとわーく【分野：子どもの健全育成】

柳井市・近郊地域の子ども達を対象に、食事の提供、学習支援、体験教室などを行い、子ども達

の健やかな成長につながる居場所づくりを目指し活動する。子ども達の抱えている悩みや不安の解

消に向け、他団体、行政、学校等とも連携を図り課題解決へ取り組む。

４月から新体制となりました。

今年度もよろしくお願いいたします。

やない市民活動センター職員一同

■ (公財)西京教育文化振興財団

令和３年度助成金（一括選考）

対 象 山口県内において、教育、文化、地域の課

題解決、芸術、スポーツの各部門に著しい

成果をみせ、他の模範となるような学校、

団体で非営利団体であること

締切り 令和３年１０月３１日（日）

選 考 令和４年１月下旬予定

問合せ (公財)西京教育文化振興財団

TEL ０８３４－２２－７６６５

■(公財)やまぐち農林振興公社

やまぐちサポーター企業募金事業

対 象 森林保護・整備等の活動を行う山口県
内のボランティア団体等

助成額 ２０万円（上限）

締切り 令和３年7月３０日（金）

問合せ (公財)やまぐち農林振興公社

森林部緑化企画室

TEL  ０８３－９２４－５７１６

新規登録団体をご紹介します。

助成金交付団体 事業の名称 助成団体

きょういくＴＯＫＯＲＯ 地域賑わい事業

（公財）
山口きらめき財団

やない独歩クラブ
『生誕１５０周年記念 国木田独歩文学ガイド

ー柳井・田布施・平生ー』の刊行

琴石グリーン村 柳井市のシンボル「琴石山」を核にした地域活性化事業

ＮＰＯ法人ダンデライオン 抒情歌を通じ日本の音楽文化による地域づくり事業

やない平和を語る会 平和への願いを引き継いでいく事業

ひづみ子ども会 青少年健全育成のための体験事業
(一社)愛山青少年
活動推進財団

＜参考＞令和３年度助成金獲得状況 多くのセンター登録団体が助成金を獲得されています。 ※令和３年５月末現在（順不同）

新しい仲間

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。


