
ラベンダー祭り
日 時 令和４年６月１７日（金）１１時～１５時

会 場 柳井市文化福祉会館 1階 教養室

内 容 ラベンダーリース作りなど

参加料 ３００円～１,０００円

主 催 しあわせ花の会

問合せ ０８０－４２６１－８２０９（原田）

やない西蔵２０周年記念 合同作品展
（１週間毎に作品を入れ替えて展示）

期 間 令和４年６月２２日（水）～７月２５日（月）

会 場 やない西蔵ギャラリー

内 容 会員の絵画、写真、書道等作品展示
その他抽選にてプレゼントあり

主 催 やない西蔵ギャラリー協議会

問合せ ０８２０－２３－２４９０（やない西蔵）

塩糀を作ろう！！
日 時 令和４年６月５日（日）１０時～１２時

内 容 ・塩糀作り

・玉ねぎ塩糀作り

・バジル塩糀作り

※出来あがったものは、お持ち帰りいた
だけます。

会 場 柳井市文化福祉会館 調理室

参加費 １,５００円

主 催 サンワーク

問合せ ０９０－７９９８－５３８０（高井）
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いどばたカフェin柳井一般参加者を募集します！

対象者 ・新しい仲間を探している方

・最近柳井市に引っ越してきた方

・セカンドキャリアを考えている方

・何か新しいことを始めてみたい方 etc…

定 員 ５０人（先着優先。市民活動団体等の参加者含む。）

申込み やない市民活動センター Tel 0820-25-3535
※お名前と参加者数をお知らせください。

共 催 県民活動アンバサダー事務局
(NPO法人市民プロデュース)

※新型コロナウィルス感染予防対策を講
じた上で開催します。体調管理やマス
ク着用、消毒等にご協力ください。

ここから何かが始まる♪かも

日時 ６月４日(土) 10時～１2時

会場 柳井市文化福祉会館 ２階大会議室

企画 ＮＰＯやボランティア団体で市民活動に取り組
んでいる方と一般の方との交流の場づくり

進行 ＮＰＯ法人市民プロデュース理事長 平田 隆之

内容 ワークショップ（ワールド・カフェ方式）

リラックスした雰囲気の「対話」を通して、
お互いのことを知りましょう。

ポスターセッション

団体手作りのポスターや展示作品を通じて、
日頃の活動を紹介します。

参加費

無 料
事前
申し込み

令和
４年

イベント情報 センター登録団体が企画するベント情報をお知らせします。

※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（水）までに、センターへお知らせください。

※ 各イベントは、新型コロナウイルス感染拡大の状況により、中止となる場合があります。
※ 各イベントの詳細は、それぞれの主催団体へお問合せください。



■柳井市子ども会育成連絡協議会

やないっ子だより
２０２１年の７月２２日と２５日の２日間で幼児、小中学生、大人

合計７９人が参加し、周防大島町B＆G海洋センターでカヌー体験を行

いました。子どもたちは自力でパドルを握り、海岸から約１km先の

彦島まで約３０分かけて渡り切りました。大海原の冒険にみんな興奮

気味でした。とても楽しい思い出作りができました。

また、１０月１７日には、やまぐちフラワーランドで周南市在住のグラフィックデザイナー
藤嶋みやび氏を講師に迎え、６４人の子どもたちが消しゴムはんこ体験を行いました。消し
ゴムはんこを使ってみんな上手に時計を作ることが出来ました。

その後、園内のコミュニティガーデンで寄せ植えの体験も行い、みんなで力を合わせ素敵
な花壇が出来ました。（斉郷 孝さん談）

登録団体の活動報告

■こそだてネットワーク柳井

明治維新を実現させた郷土柳井の人々
～子どもに伝えたい先人たちの知恵と汗～

令和３年度は、昨年９月から約半年間にわたり、郷土史を研究しておられ

る松島幸夫先生のご協力を得て子どもたちに伝えたい郷土史の冊子づくり

を行いました。制作にあたり書き下ろしていただいた郷土史を会員が読む

ことから始め、気づきや要望が出るたびに話し合いを重ねてきました。完

成した冊子を手にした時には、会員一同感慨深いものがありました。

また、３月１３日（日）、冊子に基づいた講演を松島先生に、維新で活躍した柳井の偉人を歌
った曲を野村先生に披露していただき、これらを通して先人たちの活躍を改めて知ることができ
ました。

参加者からは「冊子と合わせ学びの多い講演だった」「柳井にも他地域に誇れる偉人がいて嬉

しい」との声があり、とても嬉しく思っています。

冊子は柳井地域の学校を始め各施設に配布してあります。これを機に、幅広い年代層の人達に

明治維新を実現させた郷土柳井の人々の活躍を知って欲しいと思います。（三戸純子さん談）

冊子作りの話し合い 松島先生の講演 野村先生のギター演奏

皆で寄せ植え体験無人島へGO‼ 消しゴムはんこ体験

やないっ子だより
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■柳井桜土手を守る会

第１４回柳井桜土手さくら祭り（４月３日：柳井市南浜桜土手）

各市民団体の支援を得て、３年ぶりに満開の桜の下でさくら祭りを開催し、住民のふれあいや交
流の場となり、約６００人の来場者が集い楽しい１日を過ごしました。

柳井学園高校吹奏楽部の力強い演奏でスタートし、続けて伝統文化の石見神楽や盆踊り、篠笛・
三味線や若い人たちによる空手やヒップホップが披露され、会場が大いに盛り上がりました。

また、桜土手周辺は地元野菜や海産物、盆栽等が所狭しと並べ

られ、買い求める人たちで行列が出来ていました。

これらのイベントが、経済活性化を図るとともに大歳神社を含

め桜土手地域が観光や文化振興等への寄与の一環となればとの思

いから実施しています。

今回は特にやない市民活動センターの登録団体と協力・連携を

することができ、素晴らしいイベントとなりました。
（大野重則さん談）

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。

－活動のきっかけ－

平成２９年に柳井小学校より地域コーディネー

ターの委嘱を受け「地域・保護者・学校」がしっ

かりと連携・協働する役割を担う為に柳井小学校

応援団「なぎの会」を立ち上げ、その代表として

活動しています。

－活動の内容－

「人は人を浴びて人になる」と言われるように、

教育の質の向上や子どもたちの生きる力を育み、

ふるさとを愛する心や将来の地域の担い手として

の意識が高まることを目標に、見守りを中心にし

つつ、子ども達の自主性を尊重しながら活動して

います。

昨年度は、「水泳教室の見守り」「夏休み算数

教室」「ミシン教室での縫い方の補助」「しらか

べマラソン大会の交通整理」「しらかべウォーク

ラリーのクイズ出題」など多岐にわたって学習支

援や見守り活動等に取り組みました。

活動後は、なぎの会のメンバーで反省会を行い、

活動から見えてくる諸課題を学校側と共有しなが

ら教育の質の向上を図っています。

－今後について－

まだまだ続くコロナ禍ですが、学校教育カリキュ

ラムの中で、子ども達に寄り添いながら地域や学

校と連携して活動に取り組んで行きます。

氏 名 水野 一 さん
TEL  ０９０－７１２５－１３２７

八岐大蛇は圧巻！柳井学園高校吹奏楽部による演奏 大人気だった地元野菜・海産物の販売

登録団体の紹介 この度は、センターに個人で利用登録をされている水野一さんの紹介です。

夏休み算数教室の様子

子どもが輝く学校のため、
生き生きと学ぶ❝はつらつ
柳井っ子❞の育成に取り組
んでいます。



（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

締切り 令和４年５月３１日（火）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 森林整備活動等を行う県内のボランティア

団体、NPO、自治会、企業、木育団体等

助成額 森林整備活動に必要な資機材等の支援

上限５０万円

森林環境、体験交流活動に必要な資機

材等の支援 上限５０万円

締切り 令和４年５月３１日（火）当日消印有効

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・これから新たに立ち上げる

団体・従前から活動している団体であっ

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４年６月３０日（木）当日消印有効

問合せ （一財）山口県厳島会

ＴＥＬ ０８３－９３３－２２６７

ＦＡＸ ０８３－９３２－６８５８

新規登録団体の紹介

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。助成金情報

伝統文化を守る会【分野：学術・文化・芸術・スポーツの振興】

代表者：立川 敏幸 さん

－活動目的－

伝統的な盆踊りや太鼓の文化の継承と発展を目指すと共に盆踊りを通じて会員相互の

親睦と融和を図り、明るく元気な地域づくりに貢献する。

－活動内容－

・盆踊り文化の普及・推進のため、積極的にイベントへ参加
する。

・ボランティア活動へ積極的に参加する。
・会員資質向上を図るため、外部講師による研修会を開く。
・定期的かつ継続的な練習を実施する。

４

〒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～午後7時

土・日・祝日 午前8時30分～午後5時
【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


