
 

新 規 登 録 団 体 紹 介 

 団体名：下関市ボランティア連絡協議会 分野：まちづくり 

目的 下関市内のボランティアグループ及び個人ボランティアが会員相互の交流及び連携を図るとともに、 

地域福祉の推進に寄与すること。 

内容 主な活動内容は、総会、研修会、交流会と、バリアフリー映画上映祭等を行っている。 

団体名：葉書絵同好会 分野：学術・文化・芸術・スポーツ 

目的 この会は、葉書に好きに絵を描く楽しさを通して心と体のケアを図る事を目的として、地域文化の 

発展に貢献する。 

内容 毎月一回会を開催し、葉書絵製作を行い描写の向上と楽しさを広めていく。また、互いの作品の批評 

をする（コミュニケーション）ことで、心身のバランスを保っていく。 

団体名：下関日韓民間交流会 分野：国際協力 

目的 １．会員相互が習得した知識及び情報を交換し、言語学習を通じて親睦を図る。 

２．釜山韓日民間交流会などとの交流を通じて両国の生活文化の理解を高め、開いた心で日韓民間 

交流の架け橋の役割を果たす。 

３．国際行事又は地域社会に役立つ奉仕活動に励む。 

内容 ・韓国語講座 ・月例会 ・下関日韓民間交流会研修旅行（釜山） ・韓日生活文化体験（市民を 

対象にしたキムチや韓国伝統餅作り） ・釜山韓日民間好交流会との交流会 

団体名：桜山地域文化会 分野：学術・文化・芸術・スポーツ 

目的 芸術文化に関する事業、活動を行うことにより、芸術文化の振興や活動支援を目的とする。 

内容 ・学校、施設等での慰問演奏、音楽学習支援。 ・美術作品の展示会、ワークショップの実地。 

・芸術活動の支援。 

団体名：Ｈｅａｒｔｚ 分野：学術・文化・芸術・スポーツ 

目的 生涯活動できる輪作りを始め、様々な情報を共有し、生活を豊にする為に活動するのが目的。ハンド 

メイドの楽しさを広く市民にひろめるため。 

内容 手作り小物をはじめ、生活雑貨、スピリチュアルな作品、生活に必要な物からハートフルな作品まで 

多岐にわたって作製、出展、勉強会をする。 

団体名：楽しい加藤洋裁教室 分野：学術・文化・芸術・スポーツ 

目的 ⒈文化服装学院の指導による旧原型、新原型の教室です。 

⒉着物のリフォームや手芸（刺しゅう・編物）等で学校や地域に貢献し、作ることの楽しさ、文化を 

広めていくことを目的とします。 

内容 ⒈小中学校の家庭科の授業の補助（ゲストティーチャー） 

⒉市内のイベントやお祭り等に参加し、袋物や手芸を子供さん達と楽しむ 

⒊放課後子供教室の手伝い 

⒋夏休みの宿題（手芸・袋物等）の指導手伝い 

団体名：はまゆう家族会 分野：保健・医療・福祉 

目的 障害者を持つ家族が互いに支え合い、障害福祉について学習し知識を深めるとともに家族間の親睦を 

図る。 

内容 会員の親睦及び情報の共有。障害、保険、福祉等の学習。この会の目的達成な事業を行う。 
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第 6 回川棚大クス里山街道 

クリーンハイキング 

【新日本歩く道紀 100 選「温泉の道」認定コース】 

日 時：11 月 3 日(火祝) 

・集合/受付 川棚の杜 まちなか広場 

午前 9 時 30 分～10時 

・スタート 午前 10 時 

・折り返し 川棚のクスの森（ゴミ回収） 

・ゴ ー ル 川棚の杜 まちなか広場（ゴミ回収） 

・ゴール受付時間 11時 30 分～13 時 30 分 

随時解散 

※コースマップに従ってゴミを回収します。 

ゴール時にゴミ袋と引き換えで 

ガラポン抽選会を行います。 

（数に限りあり） 

歩 程：往復 10 ㎞ 

参加費：無料（事前申し込み不要） 

主 催：川棚温泉観光ボランティアガイドの会他 

お問い合わせ：083-774-3855（川棚の杜内） 

 

第 39 回 ネパール展と手作り品バザール 

ナマステ‼（こんにちは） 

コロナで大変な時ですが皆様お元気ですか？ 

たくさんのご支援を届けることが難しい状況 

です。しかし、心はつながっています。 

日 時：11 月 14 日(土)9時～18 時 

    11 月 15 日(日)9時～16 時 

会 場 下関勤労福祉会館本館 

★ネパールから…ラダさんのセーター 

・ベスト・ショール 

★夢有の手仕事 ★和の小物・布絵 

★おもしろ猫と森の中、魔女の語らい 

★手織り ★紡ぎ織り 

★オンブバッタ（木工細工） 

 いろいろ昆虫木工細工展示コーナー 

★美味しいものコーナー…ペンちゃんあめ他 

主 催：あい・ネパールの会 

お問い合わせ：083-222-9153 

※会場内に専用(無料)駐車場があります。 

 

 

 

 

多文化共生ワークショップ 

下関って暮らしやすい？ 

～外国人にとって、下関での暮らしとは～ 

世界中でグローバル化が叫ばれ、皆さんの周りで

も外国人住民が増えてきていると思います。 

そんな外国人住民の方たちの思いを聞き、お互い

に理解し、歩み寄り、気持ちよく暮らせる地域社会

を作るための一助となれば幸いです。 

日 時：11 月 15 日(日)14 時～16時 30 分 

会 場：下関市生涯学習プラザ 学習室１・2 

【プログラム】 

１４時～１５時１５分 開会 

・パネルディスカッション 

≪休憩・換気≫ 

１５時３０分～１６時 グループワーク 

１６時～１６時２０分 まとめ発表・閉会 

【パネリスト】 

市内在住の外国人の方たちなどに、それぞれの立場 

から、下関での暮らしについてお話していただき 

ます。 

募集人員：２５名 

参加費：無料 

申し込み締切：１１月１２日(木) 

主 催：しものせき国際交流ねっと 

お問い合わせ：083-237-9055（石井由利子） 

下関夜話会（開催予定） 

～ようこそ！関門が織りなす歴史と文化を 

語り継ぐ下関夜話会へ～ 朝なのに夜話会！ 

日 時：１１月１３日(金)１０時～１１時３０分 

晋作の最後－赤間関鎮守と相成候志 

講師 市立長府博物館学芸員 田中洋一 氏 

会 場：亀山八幡宮儀式殿 

定 員：４０名 

参加費：一般 ３００円 

年会費（1２回分）3,000 円 

主 催：下関東部の文化財を見直す会 

お問い合わせ：083-231-1323（担当 磯部） 

090-5698-2034（井手久美子） 

※当日体調不良の方は、ご参加いただけません。 

検温のうえ、マスクの着用をお願いいたします！ 

 

SWA ウオーキング 

【旧山陽道と脇街道を歩く】 

日 時：11 月 8 日(日) ＜一般向き １７㎞＞ 

・集 合 9 時 20分 JR長府駅 

～小月茶屋～王喜公民館～松屋～ 

・ゴール １４時５０分 JR埴生駅  

【彦島一周と関門海峡を訪ねるみち】 

日 時：１１月２９日(日) ＜一般向き 15 ㎞＞ 

・集 合 9 時 40分 JR下関駅エキマチ広場 

～彦島南公園～ヒコットランド～ 

・ゴール 14時 50 分 JR下関駅西口  

参加費：一般 500円・他協会員 300 円 

主 催： 下関ウオーキング協会 

お問い合わせ：090-5267－0915（松岡） 
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2021年度 環境市民活動助成（活動助成・NPO 基盤強化助成） 

【対象】＜活動助成＞自然環境保護など、市民が主体となって行う環境活動 

＜NPO 基盤強化助成＞安定的に活動を継続できる自主事業の構築 

・確立をめざす NPO 法人  

※対象品目の追加：新型コロナウイルス対策に伴う品目 

【応募締切】１１月１６日（月）当日消印有効 

【URL】https://www.7midori.org/josei/index.html 

【お問い合わせ先】一般財団法人 セブン-イレブン記念財団 

TEL：０３－６２３８－３８７２ 

（受付時間 9:30〜17:00 ※土・日曜日を除く） 

公益財団法人 大阪コミュニティ財団 2021年度助成 

【対象】難病対策・医療患者支援／芸術・文化の発展・向上／社会福祉の増進 など 

【応募締切】１１月２７日（金）当日消印有効  

【URL】http://www.osaka-community.or.jp/contents/grant/grant_guide.htm 

【お問い合わせ先】公益財団法人 大阪コミュニティ財団 事務局（勝山、鱧谷（はもたに）） 

TEL：０６－６９４４－６２６０  

 
ニッセイ財団 2021 年度「児童・少年の健全育成助成」（物品助成） 

【対象】次代をになう児童・少年が健やかに育っていくために、定期的に継続して行っている次のような活動。 

自然と親しむ活動／異年齢・異世代交流活動／療育支援活動／子育て支援活動／フリースクール活動 

【申請書提出先】山口県健康福祉部こども・子育て応援局 こども家庭課青少年・家庭福祉班 

TEL：０８３－９３３－２６３４ 

【提出締切】１１月３０日（月）必着 ※郵送または持参のみ受付 

【URL】http://nihonseimei-zaidan.or.jp/jidou/index.html 

【お問い合わせ先】内容等：公益財団法人 日本生命財団 助成事業部 TEL：０６－６２０４－４０１４ 

第 8 回 エクセレント NPO 大賞 

【賞の構成】・エクセレント NPO 大賞：以下の３つの部門賞受賞者の中から選出。 

＜部門賞＞・市民賞（活動が広く市民に開かれている団体） 

・課題解決力賞（社会的な課題解決に向けて成果を出している団体） 

・組織力賞（経営の持続性の維持と、自らの組織改善の刷新性をうまく共存させている団体） 

＜特別賞＞・コロナ対応チャレンジ賞（コロナ禍によって生じた社会課題にチャレンジしている団体など） 

【応募締切】１２月１１日（金）必着 ※インターネット申請のみ 

【URL】http://www.excellent-npo.net/ 

【お問い合わせ先】「エクセレント NPO」をめざそう市民会議事務局  

TEL：０３－３５２７－３９７２（平日９時３０分～１７時３０分受付） 

 

2020(令和 2)年度『連合・愛のカンパ』助成 

【対象】新たに始める、地域における「ふれあい・助け合い活動」  

※２０１９年１０月１日以降に新たに立ち上がった団体、または既存の団体 

であっても、従来の活動に加えて新たに開始した事業。 

【応募締切】１１月３０日（月）必着 ※郵送のみ 

【URL】https://www.sawayakazaidan.or.jp/news/post-876/ 

【お問い合わせ先】公益財団法人 さわやか福祉財団 （立ち上げ支援プロジェクト） 

担当：鶴山・内田・原島 TEL：０３−５４７０−７７５１ 

 

2021 年度 地球環境基金助成金 

【対象】環境保全に関する幅広い分野  

※助成メニューのほかに、助成対象団体の若手職員育成を支援するための 

「若手プロジェクトリーダー育成プログラム」があります。 

【応募期間】１１月５日（木）正午～１２月２日（水）１３：００ ※インターネット申請 

【URL】https://www.erca.go.jp/jfge/subsidy/application/index.html 

【お問い合わせ先】独立行政法人 環境再生保全機構 地球環境基金部地球環境基金課 

         TEL： ０４４－５２０－９５０５ 
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           コロナ禍のいま、みなさまどのようにお過ごしでしょうか？ 

             突然ですが、「“ツキ”を呼びこむ魔法の言葉」をご存じですか？ 

私は、「イスラエルのおばあさん」の話を思い出しては、 

ときどき実践しています。 

          「知ってるよ」という方もいらっしゃるかもしれませんが、 

少しご紹介させてください。

そのおばあさんによると、「“ツキ”を呼びこむ魔法の言葉」は二つあって、一つは「ありがとう」、 

もう一つは「感謝します」だそうです。 

使い分けとしては、「ありがとう」は、何か嫌なことがあった時に、 

「感謝します」は、逆に何かいいことやうれしいことがあった時に言えばよいとのことです。 

嫌なことがあると嫌なことを考え、そうするとまた嫌なことが起こる。 

そんな時に「ありがとう」と言うと、不幸の連鎖を断ち切ることができ、 

「禍を転じて福と為す」。つまり逆にいいことが起こるそうです。 

「感謝します」と言うと、またそう言いたくなるような出来事が起こる。 

まだ起こっていない未来のことでも、例えば、「明日晴れました、感謝します」 

といった具合に、「そうなりました、感謝します」というと本当にそうなるそうですよ。 

みなさま、一度試してみてはいかかですか？（М） 

 

 

先の 7月に開催した市民活動センター主催の「外国の絵本展」で、 

絵本の読み聞かせにビデオ上映としてご出演いただいた「カナダ 

友好協会下関支部」の仲 慎太郎氏が、当日会場となったセンターで、 

「生野あそぼう会」代表の井上幸子氏と出会い、意気投合！ 

そのご縁で、11月 3日に開催される「英語に親しむ絵本展」 

（「生野あそぼう会」共催のイベント）に、仲 慎太郎氏が「英語絵本の読み聞かせやことばあそび

のプレゼンテーション」のプレゼンターとして参加されることになりました。 

２つの団体は、いずれも当センターの登録団体さんで、 

結果としてセンターのイベントが、2つの団体を「つなぐ」 

ことができたことは、センターとしての一つの役割を 

果たすことができたということでもあり、 

今後もこのような「つながり」を演出していければと 

思っています。 

 

 

 

 

※カナダ友好協会下関支部：カナダでのホームステイ支援や図書館など

での英語絵本の読み聞かせ、各種イベントを通じて、国際理解の増進

に努めるなどの活動をしています。 

※生野あそぼう会：子どもたちが創造的なあそびや多彩な文化体験を 

通して、子どもたちの健やかな育ちを支援する活動をしています。 

 

カナダ 
友好協会 
下関支部 

市民活動
センター 

生野 
あそぼう 

会 

「英語に親しむ絵本展」 

日時：11月 3日（祝火） 

会場：山の田小学校体育館 

※絵本閲覧のみご希望の方

は、当日ご参加できます。 

 

※しものせき市民活動センターでは、「ボランティアギルド」のメンバ－を募集しています！ 

「ボランティアに参加したい」、「ボランティアを募集したい」。そんな方たちの仲介を行うのが 

「ボランティアギルド」です。お問い合わせは、電話：０８３－２３１－１８２６まで 

※「ふくさぽ」同封チラシの次回〆切は、12月 15日（火）です。 

 


