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市民活動グループの 

イベント、ボランティア

募集情報や、助成金 

情報を載せています！ 

（7 月下旬～8 月末分） 

 
     

       
 
 

イベント名など 日時／場所 内容／対象／定員／持参物 
参加費／申込方法 

／〆切  
問合せ先 

周南おもちゃ 

病院の開院 

日時 
7 月25 日（土） 

10 時～12 時 

場所 

光市やまて小児科医院 

（光市浅江１-10-12） 

内容 壊れたおもちゃの修理 

対象 どなたでも 

定員 なし 

持参物 壊れたおもちゃ（開院当日持参） 

参加費 
無料  

申込方法  
当日参加 

〆切  
開院当日まで 

周南おもちゃ病院 

（河本） 

℡/Fax 

0834-31-1299 

ﾒｰﾙ 

k_takeshichan70@gold.megaegg.ne.jp 

親子の日フェスタ協賛イベント 

べんけい号まつり 

日時  
7 月 26 日（日） 

9 時～16 時 

場所  
下松市役所南 

べんけい号展示庫前の

芝生広場 

 

 

 

内容 ★雨天中止 
①べんけい号に触れてみよう  10～15 時 

②親子スケッチ大会、塗り絵  10～15 時 

③紙芝居           午前/午後 

④手品            午後 

⑤べんけい号饅頭焼き、かき氷の実演販売 

⑥当会の活動紹介、ちらし配布、グッズ販売等 

※スケッチの「応募画用紙」は、会が準備します。 

対象 市内市外の一般市民（親子での参加者を歓

迎） 

定員 スケッチのみ：50 家族 

持参物 スケッチ参加の方のみ：画板、絵の具、

鉛筆、クレヨン 

参加費 
スケッチのみ有料 

100 円/家族 

申込方法  
ス ケ ッ チ は メ ー

ル・Fax にて予約者

優先で受付。ほかは

当日参加可能。 

〆切 
スケッチ予約は 

7 月 24 日まで 

NPO 法人 下松べんけい

号を愛する会  

まつり事務局（栗田） 

℡/Fax 

0833-43-4250  

ﾒｰﾙ 

info@benkeigo.org 

 

 

 
★同時にイベントサポーターを

募集しています。詳細は 4P を

ご覧ください！ 

――――2015201520152015 年年年年 7777 月号月号月号月号――――    

イベント情報 
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7 月例会  
街道ウオーク 

（旧山陽道） 

日時・場所・内容 ★雨天決行 

7 月 26 日（日） 9 時 20 分～16 時 30 分 

JR 周防花岡駅に 9 時集合。JR 周防花岡駅～遠石八幡宮前～JR 徳山駅

～富田川：音羽橋～山崎八幡宮～JR 福川駅前～赤坂峠～道の駅ソレー

ネ周南～JR 戸田駅等の旧山陽道を巡る、約 26 キロを歩きます。 

※長距離のため、JR 徳山駅前、山崎八幡宮、JR 福川駅前等でゴール

することも可能です。 

対象 ウォーキングマナーを守れる方  定員 なし 

持参物 昼食・飲み物・昼食時の敷物 

※お願い…暑さ対策は十分にご準備下さい。（天候によっては日焼け防

止クリーム、手袋、サングラス等の対策） 

参加費 
一般（会員外）300

円  

★県協会員 100 円 

★周南Ｗ協会会員 

：無料 

申込方法 
当日受付 

周南ウオーキング協会 

（藤井） 

℡ 090-2003-1639 

 

 

 

 

★詳細は、支援センターホームペ

ージ掲載のチラシをご覧ください。 

ちょっと素敵に 

お茶してシャンソン 

日時  
7 月 26 日（日） 

開場 13 時 

／開演 14 時  

場所  
ホテルサンルート徳山 

（周南市築港町 8-33） 

内容 気軽にお立ち寄りいただけるシャンソン

仲間のミニコンサート 

対象 どなたでも  

定員 30～100 名 

チケット代 
2,000 円 

〆切 
7 月 25 日 

申込方法 
電話・Fax 

周南シャンソンを 

楽しむ会（天野） 

℡/Fax 

0834-21-2090 

託児付き 

野菜ソムリエの 

食育料理講座 

日時 
７月 28 日（火） 
9 時 30 分 

～12 時 30 分 

(10 時より調理開始) 

場所  
桜木公民館 

内容 毎回、テーマとする野菜や果物を決め、 

その栄養素や由来を学びながら料理をします。 
７月２８日（火） つるむらさき・空芯菜  

※テーマ食材は変更になることもございます。 

対象 どなたでも（男性の方もどうぞ！） 

定員 16 名 

持参物 エプロン、三角巾やバンダナ等頭髪を覆

えるもの、手拭タオル、筆記用具 

★7 月以降も、原則、毎月第 4 火曜日に同じ時間帯・同じ

場所で実施しています。 

★食材の手配等があることから、開催日 2 日前からキャ

ンセル料金が発生します。ご注意ください。 

参加費  
2,500 円／回 

（食材費含む） 

託児料（原則 1 歳以上） 
食事付 1,200 円／人 

食事なし 700 円／人 

申込方法 
電話・メール 

〆切 
講座…開催日の前

週の金曜日 

託児…開催日の 1

週間前 

ベジフルの友（有吉） 

℡  

090-2446-2954 

メールメールメールメール            
gioia1@hotmail.co.jp 
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「第 41 回 

サンフェスタ 

しんなんよう」 

ライブ出演 

日時  
8 月 1 日（土） 

15 時 50 分 

～16 時 20 分 

場所  
「第 41 回サンフェ

スタしんなんよう」

政所ステージ 

（周南市政所 2 丁目 

2−1、フジ新南陽店

の前） 

内容 「第 41 回サンフェスタしんなんよう」にて、周南初のサルサダ

ンスステージを披露します。ライブ出演のため、どなたでも無料で自

由にご観覧いただけます。 

①オープニング＆餅まき 15 時 50 分～16 時  

②サルサダンス披露   16 時～16 時 20 分 

★招待ダンサーによるパフォーマンス 

 ・ シエント・トレインタ 

（ペア年齢合計 130 歳が圧倒） 

 ・ アル・ソン・デ・ラ・サルサ 

（山口・広島・岡山連合チーム） 

★周南サルサ教室によるダンス紹介 

周南ラテン文化クラブ 

（大木） 

℡ 

090-6412-0387 

ﾒｰﾙ 

informacion@latinashunan.jpn.org

 

まど・みちお 

研究会月例会 

日時  
８月８日（土） 

13 時 30 分 

～14 時 30 分 

場所  
山口グランドホテル

2F 会議テーブル 

（山口市小郡黄金町

１−１） 

内容 ①まど・みちお作品の朗読、鑑賞 

 ②童謡振興についての意見交換 

対象 どなたでも 

定員 5 名 

 

 

★9 月 9 日、10 月 10 日、11 月 11 日にも同時間・場所で

同内容のイベントの開催を予定しています。 

参加費 
無料 

申込方法 
当日参加 

まど・みちお研究会 

（金子） 

℡   

Fax   

合唱練習会 

日時  
8 月 8 日（土） 

14 時～ 

場所  
周南市市民館 

小ホール 

内容 合唱の練習会…ベートーベン「第九 歓喜

の歌」をご一緒に歌ってみませんか！ 

合唱練習指導・指揮 中野幸朗さん 

合唱練習ピアノ伴奏 大橋希さん 

対象 どなたでも（初心者でも大丈夫！） 

 
★9・11・12 月の第 2 土曜日と 10 月の第 3 土曜日に同場

所・同時間にて、また 12 月 22 日（火）18 時～、23 日（水）

10 時～周南市文化会館にて同様の練習会を開催。 

★12月23日（水）14時～、周南市文化会館にてコンサー

ト（本番）を開催。 

参加費  
初回無料。入会ご希

望の方は年会費と

して 1 万円。高校

生以下は無料。 

申込方法 
当日参加 

「第九」の会 in 周南 

（門司） 

℡ 090-7990-1257 

 

 

0834-83-2247 

0834-83-3433 
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「あの街に 

桜が咲けば」 

岩国上演会＆ 

防災・減災 

トークセッション 

日時  
8 月 9 日（日） 

12 時 50 分～16 時 

（12 時 30 分開場） 

場所  
岩国市民会館 

大ホール  

（岩国市山手町 

1 丁目 15-3） 

 

内容 南海トラフ地震が叫ばれている中、東日本

大震災後の被災地の取り組みを陸前高田市のド

キュメンタリー映画｢あの街に桜が咲けば｣の上

映と併せて被災者の生の声を伝え、今後の山口県

の防災・減災を識者、実践者等によるトークセッ

ションにおいて市民レベルで考えることを目的

に開催します。 

対象 どなたでも 

定員 600 名 

参加費  
500 円 

（中学生以下無料） 

申込方法 
当日参加 

「あの街に桜が咲けば」

岩国上映実行委員事務局 

・山口災害救援（杉本） 

℡  

080-1932-2934 

Fax 

0827-84-3457 

ﾒｰﾙ 

1192tukuroujapan@kpd.biglobe.ne.jp 

    募集内容 日時／場所 内容／対象 など 
申込み方法／〆切 

など 
問合せ先 

NPO 法人 

下松べんけい号を愛する会 

イベント 

サポーター募集 

日時 ★雨天中止 
7 月 26 日（日） 

9 時～16 時 

場所  

下松市役所南 べんけい

号展示庫前の芝生広場 

 

内容 「べんけい号まつり」での場内整理、

受付、案内、饅頭焼き・かき氷の実演販売の

手伝い等 

対象 市内市外の一般市民 

募集条件 なし 

定員 10 名程度 
 

申込方法 
電話 

申込〆切 
7 月 24 日 

NPO 法人 

下松べんけい号を愛する会  

まつり事務局（栗田） 

℡ 

080-1946-5118 

 

ボランティア募集情報  
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対象団体 原則として法人・団体。法人格をもたないものであっても、特に

助成することにより効果が期待できる場合は対象。個人および営利法人等

は対象外。  

※申込み用紙のコメント欄に、都道府県・市区町村社会福祉協議会、また

は県および市区町村行政の福祉関係部署からのコメントが必要 

対象事業 社会福祉に関する民間の事業 （例）障がい者の福祉向上案件、

難病案件、虐待防止案件 

助成額 上限 60 万円／件（総額 700 万円）   〆切 7 月 31 日   

問合せ先 （一財）松翁会  ℡ 03-3201-3225  
URL http://shouohkai.or.jp/zaidanhojin_shououkai/business/index.html 

対象団体 設立 2 年以上を経過しており、活動実績がある団体・グループ・

個人等 

対象活動 ①自然環境保全に資する樹木・草花の植樹活動 

 ②自然環境保全活動 

 ③自然環境保全に資する調査・研究活動 

 ④自然環境保全に資する教育や、諸啓発活動 

対象活動の実施期間 平成 27 年 11 月 1 日～平成 28 年 10 月 31 日 

助成額 総額 750 万円 〆切 7 月 31 日 

問合せ先 （公財）日野自動車グリーンファンド 事務局 

℡ 042-586-5369 

URL   http://www.hino.co.jp/csr/greenfund/promotion.html 

対象団体 以下のすべてを満たす団体 

①地域の人が主体となって運営していること 

②特定の宗教や政治に偏らない非営利団体（公益法人・任意団体）である 

こと（ユネスコ協会、国・地方公共団体、自然・文化関連団体等の各 

種団体からの推薦を得られること） 

③2 年以上の団体活動実績があること  

④特定の政治、宗教活動を目的とする団体ではないこと 

※法人格をもつ団体を優先とする。 

※小・中・高等学校・大学等教育機関・企業からの申請は不可。ただし、

地方公共団体が出資している第三セクターの企業等からの申請は検討。 

対象事業 ①市民が主体となって地域の文化（建造物や遺跡等の有形文化や 

演劇・技術・祭り等の無形文化）を守り継承するプロジェクト 

②市民が主体となって自然（自然景観や生態系等）を守り継承 

するプロジェクト 

③東日本大震災からの自然・文化の復興をテーマとするプロジェ 

クト 

助成額 応援金として 20 万円を贈呈  〆切 7 月 31 日 

問合せ先 （公社）日本ユネスコ協会連盟事務局内 未来遺産運動事務局 

℡ 03-5424-1121 

URL http://www.unesco.or.jp/mirai/news/2015/8111518003005.html  

助成金情報 
 

プロジェクト未来遺産 2015（〆切：7/31） ☆要推薦 

（公財）日野自動車グリーンファンド 平成 27 年度助成事業（〆切：7/31） 

社会福祉助成金 （〆切：7/31） ☆要推薦 
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対象団体 国内に拠点を置き、適正な運営、会計処理、情報公開および対象

事業を行う非営利の団体等 

対象事業 国内ならびに開発途上国の自然環境または歴史的建造物等の保

存・活用にかかわる活動、研究 

対象事業の実施期間 原則として助成金振込日より１年間（助成金の振込は

平成 27 年 11 月上旬〜下旬を予定） 

助成額 総額 1,500 万円程度（助成件数 30 件程度）  

〆切 7 月 31 日 

問合せ先 みずほ信託銀行株式会社 個人業務部 福祉信託係  

『公益信託 大成建設自然・歴史環境基金』事務局 

℡ 03−3274−9210 

URL  http://www.taisei.co.jp/about_us/society/kikin/html/gist.html 

対象団体 助成団体名義の「ゆうちょ銀行」の口座を有する非営利団体 

※対象分野の有識者１名（申請団体の構成員及び利害関係者は不可）の推

薦が必要。 

対象活動 日本国内および開発途上国で実施され、フィールドワークを伴

い、対象分野のいずれかに該当する活動 

◇基本テーマ「生物多様性の保全と持続可能な利用のために」 

◇対象分野  A.植樹            B.森林整備   

  C.砂漠化防止      D.里地、里山、里海の保全 

  E.湖沼・河川の浄化   F.野生生物の保護   

  G.絶滅危惧生物の保護 

助成額 総額 1 億円  〆切 8 月 20 日 

問合せ先 （公財）イオン環境財団  ℡ 043-212-6022  

URL   http://www2.aeon.info/josei/ 

対象団体 活動団体の形態（住民組織、任意団体、NPO 法人、社会的企業、

公共団体、大学や学校等）は不問。ただし、地域の住民が参加しているこ

とが条件。 

※過去に本賞を受賞した団体、他のまちづくりに関する全国的な賞を受賞

した団体は応募不可。 

対象活動 都市や地域の現場に根ざした住民主体あるいは多様な主体の協

働によるまちづくりの実践活動（活動の分野は不問） 

表彰 ①日本まちづくり大賞（1 団体） 

…②～④の各受賞団体の中から、最も優れた活動を実践している団

体を表彰。 

②優秀まちづくり賞（3 団体） 

③全国まちづくり会議特別賞（2 団体） 

④支部賞（4 支部・各 1 団体）  

※賞金総額は 50 万円を予定。   〆切 8 月 14 日 

問合せ先 （NPO）日本都市計画家協会  ℡ 03-6273-7491 

URL   http://jsurp.net/ja/category/number3/ 

対象者 障害のある方、または障害のある方とともに歩んでいる方 

募集部門 ＜第 1 部門＞障害のあるご本人の部門…学校や施設での生活、自

立や就労への挑戦、また自分の生きてきた道等、あなた自身の体験の記録

をお寄せください。  

＜第 2 部門＞障害のある人とともに歩んでいる人の部門…教育・指導の実

践、親と子の成長の記録、仕事や行事を通しての交流等、ともに生きてき

た体験記をお寄せください。 

※未発表の作品に限る。著作を職業としている方の応募は不可。字数は

8,000 字以内。 

助成額 賞に応じて賞金 5～50 万円 〆切 7 月 31 日 

問合せ先 NHK 厚生文化事業団「障害福祉賞」係 

℡ 03-3476-5955  

URL  http://www.npwo.or.jp/info/2015/50fukushi_bosyu.html 

第 50 回「NHK 障害福祉賞」作品募集（〆切：7/31） 第 11 回日本都市計画家協会賞 （〆切：8/14） 

大成建設自然・歴史環境基金（〆切：7/31） 

（公財）イオン環境財団 2015 年度第 25 回環境活動助成先公募 
 （〆切：8/20）☆要推薦 
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対象団体 明確な目標と活動対象を持った、非営利活動を行うグループ 

対象活動 環境保護活動 

助成額 20～70 万円／件   〆切 8 月 31 日 

問合せ先 パタゴニア日本支社  ℡ 0467-33-5306 

URL  http://www.patagonia.com/jp/patagonia.go?assetid=6517 

募集テーマ 「大学を活用した“まち”の創生プラン」としてのイベント、

もしくはまちづくり政策へのアイデア 

募集部門  

 

 

 

応募方法 応募用紙に必要事項を記入の上、募集テーマに関する提言内容と

ともに郵送または電子メールにて提出。 

・提言内容は 2,000 字以内で記述。用紙は自由。 

・図表、写真、イラスト、パース等の添付も可。 

※電子メールでの添付ファイルは Microsoft Word または PDF に限る。 

※イベントの場合は、実施に当たっての予算書を作成すること。 

表彰 最優秀賞 各部門につき 1 作品 3 万円 

優秀賞  各部門につき 1 作品 2 万円 

◇全部門の中から特別賞（徳山商工会議所賞）1 作品 3 万円 

〆切 8 月 31 日 

問合せ先 徳山大学地域連携センター ℡ 0834-28-0411 

メール chiiki@tokuyama-u.ac.jp 

※問合せはできるだけメールをご利用ください。 

URL   http://www.tokuyama-u.ac.jp/news/topic/machikon2015bosyuu.html 

対象団体 対象事業を行う団体・個人。日本フラワーデザイナー協会の会

員・非会員は不問。 

対象事業 ①植物保護活動 

…日本古来の植物種、地域固有種、絶滅危惧種等の保護・増殖

等に関する公益的な活動 

②自然保護・環境保全の調査・研究 

…日本の希少植物種の保護や自然景観・環境保全への貢献が期

待できる調査・研究活動 

③花や植物を通じた環境福祉活動 

…日本の自然環境や社会環境の改善を目的とし、花や植物を通

じて福祉への貢献が期待できる活動 

対象事業の実施期間 平成 28 年 4 月～平成 29 年 3 月 

助成額 上限 80 万円／件（総額 400 万円）   〆切 8 月 31 日 

問合せ先 （公社）日本フラワーデザイナー協会  

℡ 03-5420-8741 

URL  http://www.nfd.or.jp/nfd-crs/nfd-one-leaf-fund 

対象団体 法人格取得後 1 年以上の活動実績を有する団体 

対象事業 子どもの健全育成、環境保全、医療保健、国際交流・親善の分野

で行う公益活動で、他の助成金や補助金を得ていない事業 

助成額 50 万円／件   〆切 8 月 26 日 

対象事業の実施期間 平成 27 年 11 月～平成 28 年 8 月 

問合せ先 （公財）公益推進協会  ℡ 03-5425-4201  

URL   http://kosuikyo.com/1874-2 

【編集・発行】 

周南市市民活動支援センター 
〒746-0025 周南市古市 1 丁目 1 番 21 号  周南市西部市民交流センター内 
TEL:(0834)62-4682／FAX:(0834) 62-5350 
メール:shiencent@city.shunan.lg.jp 
URL:http://www.city.shunan.lg.jp/hp/shiencent/ 

第 8 回 夢屋基金（〆切：8/26） 平成 28 年度 NFD one leaf fund（〆切：8/31） 

周南まちづくりコンテスト 2015（〆切：8/31） 

社会福祉助成プログラム （〆切：8/31） 

(1)高校部門（高専生 1～3 年を含む） 

(2)大学・高専部門（高専専攻科を含む） 

(3)一般部門（上記以外） 

※個人でもグループでも応募可能。 


