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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・助成金情報が満載！ 

日時 12 月 12 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 

※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 11 月 28 日（土）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！） 

定員 なし 事前申込 不要  

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。  

問合せ先 「第九」の会 in 周南（門司） 

℡ 090-7990-1257 

 

 

日時 12 月 12 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   

イベント情報 

合唱練習会 

 

0834-83-2247 

0834-83-3433 

11111111
2015

月

年

号 

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 

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 12 月 5 日（土）13 時 30 分～15 時 

場所 新南陽ふれあいセンター 1 階 中会議室 

内容 平成 27 年度「やまぐちの歴史・文学おでかけ講座」 

演題：イギリスから見た幕末長州藩（仮） 

講師：田口由香先生(大島商船高等専門学校准教授) 

対象 どなたでも 定員 70 名 

受講料 非会員は資料代 200 円 

事前申込 不要 

問合せ先 新南陽郷土史会  

℡①  0834-62-1167（松本） 

℡②  090-4693-8213（川上） 

新南陽郷土史会 例会（講演会） 

日時 12 月 6 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 

第 11 回 周南おりがみ研究会 例会 

まど・みちお研究会 月例会 
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11 月例会 コバルトラインと象鼻ケ岬を巡る道 ★雨天決行 

日時・場所・内容 11 月 29 日（日）9 時 40 分～16 時 20 分 

あいぱーく光（光市総合福祉センター：光市光井 2 丁目 2 番 1 号）に 9 時 20 分集合。 

・コース①…20 キロ 

あいぱーく光～コバルトライン～室積海商通り～普賢寺～ 

象鼻ケ岬～峨眉山自然研究路～室積海岸～冠山総合公園  

・コース②…15 キロ 

あいぱーく光～室積海商通り～普賢寺～象鼻ケ岬～峨眉山自然研究路～室積海岸～冠山総合公園  

持参物 ウオーキング協会の会員証、および周南ウオーキング協会参加証（所有の方のみ）・ 

弁当・昼食時の敷物・飲み物 

事前申込 不要。ただし、コース②をご希望の方、およびマイカー参加の方は事務局に連絡が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通項目 

対象 ウォーキングマナーを守れる方 定員 なし 

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 

問合せ先 周南ウオーキング協会 事務局（藤井） ℡ 090-2003-1639 

 周南ウオーキング協会 月例会 

 

12 月例会 街道ウォーク ★雨天決行 

（旧山陽道、小瀬・上関往還、岩国往来） 

日時・場所・内容  

12 月 13 日（日）9 時 35 分～14 時 40 分 

JR 和木駅に 9 時 20 分集合。JR 和木駅～第

六潜水艦受難者記念碑～JR 西岩国駅～錦帯

橋バスセンター～関戸本陣跡・吉田松陰東遊

記念碑～多田一里塚跡・渡り場跡～JR 山陽新

幹線新岩国駅を巡る、約 17 キロを歩きます。 

持参物 弁当・昼食時の敷物・飲み物 

事前申込 不要 

1 月例会 新春！初歩き ★雨天・小雪決行 

日時・場所・内容  

平成 28 年 1 月 10 日（日） 

9 時 30 分～12 時 40 分 

JR 櫛ヶ浜駅に 9 時 15 分集合。JR 櫛ヶ浜駅

～遠石八幡宮～キリンビバレッジ周南総合ス

ポーツセンター～城ヶ丘公園～JR 周防花岡

駅～花岡八幡宮～ザ・モール周南～JR 下松駅

を巡る、約 13 キロを歩きます。 

持参物 飲み物  事前申込 不要 

 

★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。 

日時 毎月 基本第 4 火曜日 10 時～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。 

12 月 22 日 キャベツ・タアサイ 平成 28 年 1 月 26 日 菜花・ちぢみ系野菜 

※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 

参加費 2,500 円／回（材料費含む） 

託児料（原則 1 歳以上）…食事付：1,200 円／人、食事なし：700 円／人 

☆開催日 2 日前からキャンセル料金が発生しますので、ご注意ください。 

持参物 エプロン、三角巾やバンダナなど頭髪を覆えるもの、手拭タオル、筆記用具  

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 

問合せ・申込先 ベジフルの友（有吉） ℡ 090-2446-2954 ﾒｰﾙ gioia1@hotmail.co.jp 

託児つき 野菜ソムリエの食育料理講座 
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日程 平成 28 年 1 月 23 日（土）・24 日（日） ※時間未定 

場所 シネマ・ヌーヴェル、テアトル徳山Ⅰ（周南市銀座 2-18） 

内容 映画の上映とゲストによるトークショー 

●上映作品（予定）…「蘇える金狼」「ロマンス」「お盆の弟」「海洋天堂」「ヤクザ vs マフィア」

「天のしずく 辰巳芳子“いのちのスープ”」「クロワッサンで朝食を」 

●ゲスト…足立紳さん（「百円の恋」「お盆の弟」脚本家） ほか 

対象 どなたでも 申込方法 プレイガイド、メール 〆切 前売券は 12 月 1 日～1 月 22 日まで発売予定  

料金 前売券（1 日券 1,500 円、2 日券 2,500 円） 

当日券（1 作品につき、一般・シニア・大高生 1,000 円、小中生 500 円、小学生未満は無料） 

問合せ・申込先 周南映画祭実行委員会 ℡ 080-6321-4550 ﾒｰﾙ shunankizuna@gmail.com 

HP https://www.facebook.com/shunan.kizuna.eiga.fes/ 

日程 12 月 25 日（金）・26 日（土）・27 日（日） 

場所 スターピアくだまつ 展示ホール他 

内容 第一線で活躍する講師陣による実践的な講座を開催します。  

★見学フリーパス：1,000 円（要予約） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持参物 全講座…筆記用具 C・D…手鏡い E…手ぬぐい・扇子 

実技…動きやすい服装と室内シューズ、休憩中にとれる軽食、飲み物 

申込方法 必要事項（※）を全て記入の上、FAX、郵送、メールにて申込 

（※）支援センター、劇団キラリ☆≡HP 掲載のチラシ等にてご確認ください。 

〆切 A のみ 12 月 18 日、その他は 12 月 20 日 

問合せ・申込先 演劇大学 in くだまつ実行委員会（劇団キラリ☆≡） 

〒745-0803 周南市大島 696 Fax 0834-84-0574 ﾒｰﾙ gekidan_kirari@yahoo.co.jp 

HP http://kirarigekidan.yokinihakarae.com/ 

第 7 回 周南「絆」映画祭 

 

≪A：演劇 3 日間≫ 

■日時：25 日（金）10 時～18 時 

26 日（土）9 時 30 分～18 時 

27 日（日）9 時 30 分～12 時、午後発表 

■対象：中学生以上 75 歳まで ■定員：30 名 

■参加費：一般 2,000 円、学生 1,500 円 

演出家・俳優養成セミナー2015 演劇大学 in くだまつ 

≪B：身体表現 3 日間≫ 

■日時・参加費：A と同様 

■対象：中学生以上の身体を動かすのが 

好きな方（小 4～要相談） 

■定員：25 名 

≪C：リーディング 2 日間≫ 
■日時：26 日（土）10 時～18 時 

27 日（日）9 時 30 分～12 時、午後発表 

■対象：高校生以上 ■定員：20 名 

■参加費：一般 1,500 円、学生 1,000 円 

 

≪D：滑舌矯正≫ 
■日時：26 日（土）19 時～21 時 30 分 

■対象：高校生以上（小・中学生要相談） 

■定員：40 名 

■参加費：一般 1,000 円、学生 500 円 

 
≪E：落語 2 日間≫ 
■日時・参加費：C と同様 

■対象：小学生以上 ■定員：25 名 

≪F：コミュニケーション力 2 日間≫ 
■日時・参加費：C と同様 

■対象：高校生以上（小・中学生要相談） 

■定員：30 名 
≪G：劇作 3 日間≫ 
■日時：25 日（金）10 時～18 時 

26 日（土）9 時 30 分～18 時 

27 日（日）9 時 30 分～12 時 

■対象：高校生以上 ■定員：10 名 

■参加費：一般 2,000 円、学生 1,500 円 

 

≪H：演劇鑑賞≫ 

■日時：25 日（金）19 時～21 時 

■対象：どなたでも ■定員：50 名 

■参加費：一般 1,000 円、学生 500 円 

 

≪I：スタッフワーク≫ 
■日時：26 日（土）19 時～21 時 

■対象・定員・参加費：H と同様 

 

≪J：発表会＆シンポジウム≫ 

■日時：27 日（日）14 時～18 時 

■対象：どなたでも ■定員：100 名 

■参加費：無料    

★詳細は、支援センター、劇団 

キラリ☆≡ホームページ掲載 

のチラシ等をご覧ください。 
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対象団体 学校および市民団体 

（NPO、NGO、サークル等） 

対象活動 水資源確保・河川美化清掃・水質保全等

の水環境保全活動 

助成額 上限 50 万円／件 

問合せ先（公社）日本河川協会 

℡  03-3238-9771 

URL   http://www.japanriver.or.jp/kireinakawa/ 

対象団体 団体名義の口座をもつ、民間の非営利組織  

対象事業 おおむね 18 歳以下の子どもを対象とし、

総事業費が 150 万円以上の次のような事業・研究 

①障害児と健常児の交流事業 ②情操発達支援 

③体力向上支援事業 ④国際交流事業 

⑤異年齢・異世代の交流事業 ⑥伝統文化継承事業 

⑦療育支援事業 ⑧若い母親の育児支援事業 等 

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 300 万円／件 

問合せ先 全日本社会貢献団体機構 

℡  03-5227-1047 

URL   http://ajosc.org/subsidy/application.html 

 

【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/ 

助成金情報 

対象団体 事業を自ら実施することが可能な地域団体等  

対象事業 「みらいビジョン中国 21“2009”」の

5 つの地域整備の目標を達成し、将来的にも社会資

本整備につながる事業 

「みらいビジョン中国 21“2009”」の地域整備の目標  

①競争力のある地域経済社会の再構築 

②安全で、誰もが安心して暮らせる地域づくり 

③多彩な文化と自然を活かした、豊かで快適な暮 

らし・社会の創造 

④交流・交通による一体的で活力のある地域づくり  

⑤横断的な取組み 

対象事業の実施期間 当該年度助成受諾日～翌年 2 月 29 日 

助成額 上限 100 万円／件 

問合せ先 （一社）中国建設弘済会 山口支部 

℡ 0835-22-6551 

URL  http://www.ccba.or.jp/exam/past/index.htm  

 

きれいな川と暮らそう基金（〆切：11/30） 

対象者 山口県内にお住まいの方 

募集内容 山口県内で撮影した、未発表の農山漁村

の写真（例）農山漁村の四季を通した風景、農林漁業

の営み、農林漁業施設（農地・水路）、伝統文化行事等 

表彰内容 賞状および賞金 2～10 万円 

問合せ先 水土里ネット山口 

℡ 083-933-0033 

URL  http://www.yamadoren.or.jp/Photo/Oubo/H27/H27Oubo.html 

 

対象団体 内部管理体制が整備された、永続性のあ

る非営利活動団体（法人格の有無は不問） 

対象事業 

①学術及び科学技術、または文化及び芸術の振興を 

目的とする事業 

②就労支援を目的とする事業 

③公衆衛生の向上を目的とする事業 

④児童または青少年の健全な育成を目的とする事業 

⑤教育・スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発

達に寄与、又は豊かな人間性を涵養
かんよう

することを目

的とする事業 

対象事業の実施期間 平成 28 年 3 月～平成 29 年 2 月 

助成額 上限 200 万円／件 

問合せ先 （公財）森村豊明会 

℡  03-6268-8308 

URL http://morimura-houmeikai.jp/support/ 

社会福祉助成プログラム（〆切：12/15） 

対象団体 次のいずれかの団体 

①スポーツ振興を主たる目的とする公益社団・財団

法人、一般社団・財団法人 

②①以外の団体であって、規約を有する、会計組織

を有するなど、一定の要件を備える団体 

対象事業 3 年以上継続して行っている、青少年ス

ポーツの振興に関する事業 

助成額 上限 100 万円／件 

問合せ先 （公財）ヨネックススポーツ振興財団 

℡  03-3839-7195 

URL http://www.yonex.co.jp/zaidan/joseikin.html  

社会貢献活動支援のための助成（〆切：12/18） 

第 17 回 食料・環境・ふるさと写真コンテスト（〆切：12/31） 

ヨネックススポーツ振興財団 助成金（前期）（〆切：12/31） 

中国地方地域づくり等助成（〆切：12/28） 


