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♫きんさい みんさい よりいんさあ～い♪

■やない市民活動フェスタ２０２１ を開催します！
期間
会場

１１月２６ 日(金)～２８ 日(日) ９時～１７時
柳井市文化福祉会館 １階ロビー・教養室

内容 ポスター展示
センターに登録されている約５０団体が、
ポスター展示を通じて活動を紹介します。
体験コーナー
市民活動団体・個人主催の作品づくりが体験で
きます。下段の時間割をご確認ください。

市民活動講座
「クラウドファンディング講座」
日時 ２８日(日)１０時～１１時３０分
講師 溝田 修司 氏
定員 ２０人程度
対象 市民活動に興味のある方

２６日
（金）

２７日
（土）

9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
9:00

16:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

ポスター展示開始..

参加費 無料

事前
申し込み

クリスマス色紙づくり

昨年度(ポスター展)の様子

約10分

スイーツデコづくり
受付 ９時～１２時
参加費 ３００円～４００円

15:00

は、１回当たりの所要時間を表しています。

受付 ９時～１７時

11:00

14:00

※ 〇〇分

やない自遊俱楽部

maam sweets

13:00

申し込み

会場：柳井市文化福祉会館１階ロビー・教養室

約10分

貝合わせ

10:00

12:00

２８日
（日）

イベント内容

時間

事前

無料

※注意点※
一部の体験コーナーや市民活動講座は、
事前申し込み制です。当センターへご連絡ください。

ポスター展示・体験コーナー時間割
１１月

参 加費

事前
申し込み

約1時間30分

和紙ちぎり絵柳井サークル

ロボットづくり教室

約2時間

ふるさと維新ＹＹプロジェクト

受付 ９時～１７時
定員 １０人
参加費 ３,０００円
※製作したロボットは、
お持ち帰りいただけます。

受付 １３時～１５時
定員 １０人 参加費 ５００円
約30分

コケ玉・ミニ盆栽づくり

約10分

お願い金魚
やない自遊倶楽部
受付 ９時※～１７時
参加費 ３００円～

柳井盆栽水石会
受付 ９時～１２時
定員 ２０人程度 参加費 ３００円

※開始時刻が９時からに変更となりました。(11/3現在)

約20分

クリスマスカードづくり
きょういくTOKORO

ラベンダーのミニブーケ

約20分

しあわせ花の会
受付 １３時～１６時
参加費 ５００円～

受付 １３時～１６時
参加費 ２００円
ポスター展示終了ｄ

※体験コーナーの内容は、変更となる場合があります。詳細は、当センターへお問い合わせください。
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登録団体の活動報告
■こそだてネットワーク柳井

子ども食堂とフードパントリー （７月２５日、８月１・8・２９日、１０月１７日）
子どもを見守り支える場を広げるため、市内５か所（中央、新庄、
柳東、日積、柳井学園高校内）で「子ども食堂とフードパントリー」
を開催し、累計約４５０人の方にご参加いただきました。
コロナ禍に伴い、これまでのように私たちが調理した食事を提供す
ることが難しくなりました。そのため、食事を配食型に切り替えたり、
会場の感染症対策を行う等、様々な工夫をして取り組みました。
本会では、現在、子ども向けの「郷土史の冊子」を作成中です。こ
うしたものを活用しながら、今後も、誰もが気軽に集まれて、子ども
を支えるコミュニティづくりに取り組んでいきたいと思います。
（三戸純子さん談）

準備の様子

用意した配食の例

学生や子ども達と一緒に会を楽しみました。

■公益社団法人日本水彩画会柳井支部

第１０８回日本水彩展入選作品と柳井支部会員展（８月２４日～２８日）
今年の日本水彩展入選作品（５点）と本会の会員２２人が描い
た作品（３９点）の展示会を開催しました。
展示会では、風景画を初め、人物画や植物画等様々な作品を展
示しました。開催期間中には、約２２０人ご来場いただき、多く
の方々に作品を楽しんでいただきました。
私たちは、月２回の例会で会員同士の交流を深め技能の向上に
努めております。今後も、皆様のご意見やご感想を心に留めて、
地域文化の発展に寄与していきたいと考えています。（岩政洋子さん談）

繊細で迫力ある作品の数々

会員同士の交流会

２

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。

■特定非営利活動法人ダンデライオン

童謡詩人野口雨情の名曲を歌う！柳井サザンセトコンサート（９月２３日）
柳井ゆかりの童謡詩人「野口雨情」の名曲を歌うこのイベントも、
今年で４回目を迎えました。
イベントは、２部構成で、１部では、柳井市郷談会会長の松島氏に
「野口雨情と郷談会との出会いと童謡文化を次世代へ」をテーマにご
講演をいただきました。２部では、ウクレレグループと中川ボイスト
レーナー、マウンテンマウス等が参加者と一緒になり雨情の名曲を合
唱し楽しみました。

今後も活動を継続し、抒情歌を通じて柳井市から日本の音楽文化の
発展に貢献していきたいと思っています。（大野重則さん談）

感染症対策として入場制限（４０人）を行い開催

登録団体の紹介

松島氏の講演

会員と参加者とで雨情の曲を楽しむ様子

新たにセンターに登録された団体や個人の方をご紹介します。

◆琴石将棋クラブ

これらの活動を通じて、地域
内で世代を超えた交流が図れ
ていることを大変うれしく思
います。

幅広い年代で交流を重ねな
がら楽しくやっています。

代 表 難波 勝文 さん
T E L ０９０－３８８９－８７９７

－活動のきっかけ－
昨今の将棋ブームの中、小学校の校長先生か
ら「将棋が好きで強い子がいるのですが、なか
なか対戦できる場所がなくて…」と相談があり、
地域の将棋好きの方々を誘い、柳東文化会館の
一室を会場にし、昨年１１
月に「琴石将棋クラブ」の
活動を開始しました。
－活動の内容－
毎週土曜日の午前１０時～１２時に集まり、
クラブで作成したテキストに沿って、将棋のマ
ナー、ルール、戦法等を習得します。その他に
は、詰め将棋の検討会や、会員同士での対局を
行い、棋力の向上を図っています。

－今後について－
１年を通じてひと通りの技
能を身に付けた後、他地域の
小学生グループと対戦する機
会を作っていきたいと考えて
戦法を勉強する様子
います。いずれは、全国規模
の大会「さなる杯小学生将棋名人戦」に出場す
る会員が輩出されれば…と期待を寄せています。

世代を超えた真剣勝負！

３

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２回柳井市の礎の神社
大歳神社跡地の披露目会
日 時

令和３年１１月２１日（日）
１３時～１６時(雨天中止)
会 場 柳井市南浜２丁目１－８(トクヤマの西側)
駐車場：弓道場(旧武道館)
主 催 柳井桜土手を守る会
問合せ ０８２０－２３－４７７８（大野）

創立３０周年記念第２７回定期演奏会
日 時

令和３年１１月２１日(日)
１４時開演(１３時開場)
会 場 サンビームやない
入場料 １,０００円(一般自由席)
高校生以下入場整理券(無料)
主 催 ウインドミルフィルハーモニー管弦楽団
問合せ ０９０－２８６８－６５３２(水津)

早起きは三文の徳 朝市
日 時

①令和３年１１月２１日(日)
７時３０分～９時３０分
②令和３年１２月１９日(日)
７時３０分～９時３０分
場 所 柳井市新庄
主 催 仙﨑一座朝市実行委員会
問合せ ０９０－７８９６－３８９７(五島)

助成金情報

おはなしの会
日 時 令和３年１２月１１日(土)
第１部 おはなしバスケット
１３時３０分～１４時１０分
（未就園児さんが対象です）
第２部 おはなしの会
１４時３０分～１５時３０分
会 場 柳井図書館 ２階視聴覚室
主 催 おはなしサークルことこと
問合せ ０９０－８３５８－１６４６(西田)

①スイーツデコ写真立て作りと
②キラキラメイク体験
日 時 令和３年１２月１９日(日)
９時～１２時頃 １回１時間程度
会 場 柳井市文化福祉会館 １階会議室
参加費 ①８００円 ②１０００円
定 員 １０名程度（要事前申込み）
主 催 maam sweets（マームスイーツ）
問合せ ０９０－６４１９－５９１１(林山)

※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・個人は、１２月１５日（水）までに、
センターへお知らせください。

センターでは、随時、助成金の相談に応じています。お気軽にご相談ください。

■(一社)中国建設弘済会

■(公財)日本生命財団

児童・少年の健全育成助成

中国地方地域づくり等助成事業

対 象

地域活動の一環として定期的・継続的に実
施している子どもたちが行う自然体験・生
活体験活動、仲間づくりや文化の伝承活動、
地域の子育て支援活動
助成額 ３０万円～６０万円(物品購入資金助成)
締切り 令和３年１１月３０日(火)(必着)
問合せ (公財)日本生命財団助成事業部
TEL ０６－６２０４－４０１４
FAX ０６－６２０４－０１２０

対 象

国土交通省が実施する施策や整備事業等に
関連し、社会資本整備に繋がる地域づくり、
環境保全、防災等の事業

助成額 １００万円(１件につき)
締切り 令和３年１２月２０日(月)(必着)
問合せ (一社)中国建設弘済会山口支部
TEL ０８３５－２２－６５５１
FAX ０８３５－２２－６７４２

〒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
センターＨＰ
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

４

