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市民活動グループ市民活動グループ市民活動グループ市民活動グループのイベント情報や、助成金情報が満載！  

日時 10 月 18 日（日） 

開場 12 時 20 分／開演 13 時 

場所 周南市学び・交流プラザ 多目的ホール 

内容 無農薬・無化学肥料で自然の循環に逆らわ

ず、旬の作物をできるだけ自然な状態で育てる

「循環農法」を実践する「なずなの会」創始者・

赤峰勝人さんの講演会。大地を耕す百姓が、今

一番大切ないのちのメッセージをお伝えしま

す。 

対象 どなたでも 定員 300 名（先着順） 

参加費 前売り 1,000 円／当日1,500 円／高

校生以下無料（要予約） 

申込方法 電話、Fax 〆切 なし 

問合せ・申込先 周南なずなの会 

℡① 090-1680-6331（藤井） 

℡②・Fax  0834-63-5244（平川） 

日時 9 月 27 日（日）9 時 30 分～12 時 

場所 県総合庁舎 2 階「ふれあいルーム」 

内容 おりがみに関する研究・発表・交流 

対象 小学生以上の方  

定員 20 名程度（先着順） 

参加費 初回無料。入会ご希望の方には年会費の

詳細を当日説明。 

持参物 筆記具 申込方法 電話、メール  

〆切 なし 

問合せ・申込先 周南おりがみ研究会（松田） 

℡ 080-1942-9222 

ﾒｰﾙ kuniom@jasmine.ocn.ne.jp 

 

 

日時 10 月 10 日（土） 

13 時 30 分～14 時 30 分 

場所 山口グランドホテル 2 階 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 

参加費 無料 事前申込 不要 

問合せ先 まど・みちお研究会（金子） 

℡     

Fax   

☆11 月 11 日、12 月 12 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。 

 

イベント情報 
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まど・みちお研究会 月例会 

 

日時 10 月 17 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 
※11 月 14 日・12 月 12 日（いずれも土曜日）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。 

※初心者中心の追加練習会を 10 月 10 日・11 月 28 日 

（いずれも土曜日）の 13 時 30 分～（2 時間程度）、

周南市文化会館地下練習室 2にて開催。 

※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。 

対象 どなたでも（初心者でも大丈夫！） 

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。 

定員 なし 事前申込 不要  

問合せ先 「第九」の会 in 周南（門司） 

℡ 090-7990-1257 

 

合唱練習会 

 

0834-83-2247 

0834-83-3433 

百姓 赤峰勝人 講演会 

第 8 回『周南おりがみ研究会』例会 
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★雨天決行。悪天候で巡航船運休の場合は中止。 ※悪天候の際、開催の問合せは下記問合せ先へ。 

日時・場所・内容 10 月 25 日（日）10 時 20 分～13 時 50 分 

JR 徳山駅みなと口（新幹線口 1 階）に 8 時 50 分集合。大津島本浦港～大津島海の郷～刈尾巡航船

待合所～回天訓練基地跡～回天記念館（希望者のみ見学、入館料 300 円は個人負担）～馬島港を巡

る、約 10 キロを歩きます。 

※大津島への行き帰りは巡航船を利用します。 

【行き】徳山港発 9 時 30 分…大津島本浦港着 10 時 15 分  

【帰り】馬島港発 14 時 00 分…徳山港着 14 時 26 分 

持参物 弁当・昼食時の敷物・飲み物 

☆秋はハチの活動が活発…白色系統の服装がハチを防ぐ対策の一つ。 

参加費 一般（会員外）300 円 ★県協会員：100 円 ★周南ウオーキング協会会員：無料 

別途、団体乗船運賃：往復 1,280 円（事前予約無しでの参加の場合は往復 1,420 円） 

事前予約申込について 事前予約申込の〆切は 9 月 25 日…巡航船の団体運賃制度利用のため。 

ただし、事前予約申込されなくても月例会の参加は可能。（巡航船運賃→往復 1,420 円） 

対象 ウォーキングマナーを守れる方 定員 なし 

問合せ先 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開催案内（チラシ）をご覧ください。 

10 月例会 大津島ウォーク 

 

日時 11 月 29 日（日）13 時～15 時 

場所 周南市学び・交流プラザ 

内容  

1. 記念行事：紙芝居上演…青木健作作品『虻
あぶ

』 

2. 献歌・献句の披露 

3. 特選・入選・佳作作品の表彰 

4. 富田西小学校旧校歌（青木健作作詞）の合

唱 他（同校児童・OB 並びにコールひまわ

り・音楽教室児童） 

5. 墓前行事（閉会後・希望者のみ） 

…富田新町・浄真寺にて、墓前報告と特選

作品の朗詠 

※目下、短歌・俳句・川柳を募集しています。 

9 月 30 日までに事務局へご提出ください。 

対象 どなたでも（参加者の方には粗品を贈呈） 

定員 なし 参加費 無料 事前申込 不要 

問合せ先 青木健作顕彰の会事務局（和知） 

℡・Fax 0834-63-1129 

 

 

第 22 回青木健作顕彰の集い 

 

日時 10 月 25 日（日） 

9 時 30 分～16 時 15 分  

場所 新南陽ふれあいセンター 

内容 市民によるカラオケ・舞踊・劇・演奏の披

露等 

賛助出演…福川小学校マーチングバンド 

特別出演…劇団「わ」（献眼啓蒙劇を披露）  

     盲目の天才ピアニスト磯村靖幸さん 

対象 どなたでも 定員 なし 

参加費 500 円 事前申込 不要 

問合せ先 新南陽若山ライオンズクラブ（山本） 

℡  0834-61-1056 

第 25 回 アイバンク基金 
チャリティショー 

市民活動とは、

営利を目的と

しない自主的

な公益活動の

ことです。 
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日時 ①日常的な経理のポイント：10 月 18 日（日）10 時～15 時 

②決算のポイント：10 月 31 日（土）10 時～15 時 

※どちらか一方のみの申込みも可能です。 

場所 ①新南陽ふれあいセンター 中会議室  ②新南陽ふれあいセンター 大会議室 

対象 主に周南市、下松市、光市を拠点に活動している、日常的に経理を行う必要のある市民活動グル

ープの構成員や、これから市民活動を始めようと考えている方 

定員 各 30 名（先着順） 受講料 無料 持参物 電卓 

申込方法 市民活動支援センターへ直接、あるいは電話、Fax、メールにて氏名・所属グループ名・電

話番号を連絡  〆切 10 月 9 日 

問合せ・申込先 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 

℡ 0834-62-4682 Fax 0834-62-5350 ﾒｰﾙ shiencent@city.shunan.lg.jp 

市民活動グループのための経理・税務講座 

Ⅰ．小規模助成金（下期） 

対象団体 県内在住の非営利活動団体 

対象事業 一般の方が広く参加できる、国際交流・国

際理解に関する事業 

助成額 上限 3 万円／件  

Ⅱ．グローバルやまぐち国際活動支援事業費補助（下期）  

対象団体 県内在住の、国際交流・国際協力に関係す

る非営利の民間活動団体 

対象事業 

（1）県内で実施する国際交流事業…県民と外国人と

の交流事業、国際交流・国際理解の促進に寄与する

事業、山口県在住外国人に対する支援事業等 

（2）国外で実施する国際協力事業…開発途上国に対

する生活、医療、教育および技術協力等の援助 

助成額 上限 10 万円／件 

Ⅰ・Ⅱ共通 

対象事業の実施期間  

平成 27 年 10 月 1 日～平成 28 年 3 月末日 

問合せ先 （公財）山口県国際交流協会 

℡ 083-925-7353 

URL  http://www.yiea.or.jp/katsudou/hojyokin.html  

（公財）山口県国際交流協会 助成（〆切：9/30） 

対象団体 県内で女性を中心にコミュニティ活動や

ボランティア活動・NPO 活動等に取り組み、活動歴

が 3 年以上ある 5 人以上の団体またはグループ 

募集部門 

(1)くらしづくり分野…健康、文化、環境、省エネ、 

リサイクル、食の安全・安心 

(2)子育て分野…子育て支援、教育、子どもの安全、 

母子保健、食育 

(3)福祉分野…高齢者福祉、介護福祉、障害者福祉等 

(4)地域づくり分野…街づくり、村おこし、地産地消、 

農業、地域伝統文化、平和、ボランティア支援 

助成額 副賞として 10～30 万円 

問合せ先 生活協同組合コープやまぐち 

℡ 0120-27-5520 

URL  http://www.yamaguti-coop.or.jp/about/ikiiki/index.html  

対象団体 県民活動（ボランティア活動）を行うため

に新たに立ち上げる県内の団体で、継続的に活動を

行なう計画のある団体 

対象活動 地域における、まちづくりや福祉等公益的

な幅広い分野の活動で、新たに立ち上げた県民活動

団体の初年度の事業 

助成額 上限 10 万円／件（対象経費の 2 分の 1） 

問合せ先（一財）山口県厳島会  

℡  083-933-2267 

URL   http://www.yamaguchiitsukushimakai.or.jp/  

第 10 回コープやまぐち女性いきいき大賞（〆切：9/30） 

県民活動支援事業（〆切：9/30） 

市民活動支援センター主催講座 

助成金情報 
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対象団体 原則として不問。個人でも団体でも応募可。  

対象事業  

［A：調査・研究助成］ 

・地域文化、衣・食・住、生活、民俗、芸能等に関

する調査・研究 

・環境、景観、町並み保存、遺跡、観光、国際交流、

文化政策等に関する調査・研究 

・今までに本事業の助成を受けた「（B）活動」のテ

ーマを対象とする調査・研究 

・以上に関する、新しい観点からの将来性に富んだ

調査・研究 

［B：活動助成］ 

・地域の「文化力」の向上を目的とした、衣・食・

住に関わるまちおこし、島おこし、町並み保存活

動、環境保全活動、芸術・文化創造活動や、以上

に関するフィールドワーク、記録・報告等の公表・

普及 

・地域の「文化力」の向上に関わる、子どもたちへ

の教育活動 

助成額 30～100 万円／件 

問合せ先 （公財）福武財団 

℡  087-892-2550 

URL http://www.fukutake.or.jp/art/koubo/index.shtml  

対象団体 以下の条件を満たす団体 

（1）小規模団体であること（年間予算 3,500 万以

下を目安とする） 

（2）HP 及びメールアドレスを持っていること 等 

※活動実績が 1年未満の場合は 2名、1年以上の場合は最

低 1 名の推薦者の提出が必要。 

対象活動 （1）自然環境保護活動 

（2）動物の権利擁護活動 

（3）人権擁護・人道支援活動  

（4）東日本大震災振興支援活動 

助成額 10～200 万円／件 

問合せ先 (株)ラッシュジャパンチャリティバンク事務局  

℡  03-6859-0767 

URL   https://www.lushjapan.com/article/a-bit-about-our-charity-pot  

【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/ 

対象団体 非営利な活動を行う団体 

対象活動 （1）緑化植栽活動…花や緑にあふれるふ

るさとづくりを目的とした、道路沿いや公園隣地な

どで行う「花いっぱい運動」など、地域住民が自ら

行う植栽活動 

（2）自然環境保全活動…緑豊かなふるさとづくりを

目的とした、山林や河川敷、里地里山などで行う自

然環境の保護保全活動や整備、植樹活動 

対象活動の実施期間  

平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

助成額 有識者を中心とする審議委員が助成額を決定  

問合せ先 （公財）コメリ緑育成財団 

℡ 025-371-4455 

URL http://www.komeri-midori.org/koubo/guide.html  

対象団体 対象事業を行う個人または団体 

※税理士会及び税理士協同組合並びに税理士、都道府県教

育委員会・文化関係部局、学識経験者、報道機関等いず

れかの推薦及び財団所定の推薦書が必要。 

対象事業  

（1）音楽・舞踊・演劇等の芸術活動分野…地域に 

おける音楽・舞踊・演劇等の芸術活動及びそれらの 

人材の育成 

（2）伝統芸能分野…地域における伝統芸能の保存 

及び後継者の育成を図るための活動 

（3）伝統工芸技術分野…地域における伝統工芸技 

術の保存及び後継者の育成を図るための活動 

（4）人材養成事業分野…地域における芸術活動に 

係る運営・企画及び伝統芸能・伝統工芸技術の保存 

及び継承のための活動等に係る人材養成 

（5）食文化分野…地域における食文化に関わる技能  

及び技法、並びに継承者の育成等を図るための活動 

対象事業の実施期間 （1）（2）（4）…平成 28 年 4

月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

助成額 上限 50 万円／件 

問合せ先 （公財）全国税理士共栄会文化財団 

℡ 03-5740-8331 

URL   http://www.zenzeikyo.com/assist/index.html  

第 25 期助成《地域文化の振興をめざして》 

（〆切：10/31）☆要推薦 

対象団体 県内にて教育、スポーツ部門、芸術文化部

門に著しい成果をみせ、他の範とするに足る学校、

団体 

助成内容 資金補助。金額は財団の規定による 

問合せ先 （公財）西京教育文化振興財団  

℡ 0834-22-7665 

URL  http://secf.jp/c_solicit.html 

2016 年度瀬戸内海文化研究・活動支援助成 （〆切：10/16） 

LUSH JAPAN チャリティバンク 
（〆切：偶数月の末日）☆要推薦 

第 26 回コメリ緑資金（〆切：10/31） 

西京教育文化振興財団 助成（〆切：10/31） 


