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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・場所・内容 ★雨天・小雪決行 

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 

対象 ウォーキングマナーを守れる方 

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 

★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・場所 県東部会場 1 月 8 日（金）周南市学び・交流プラザ 

県央部会場 1 月 14 日（木）山口市男女共同参画センター（山口市中央 2 丁目 5-1） 

県西部会場 1 月 19 日（火）ヒストリア宇部（宇部市新天町 1 丁目 1-1） 

いずれも 9 時 50 分～12 時 50 分（9 時 30 分～受付開始） 

※全会場同内容で実施しますが、複数回のご参加もお待ちしています。 

内容 ◆活動発表、自己紹介 ◆一緒に考えたいテーマ出し 

◆少人数のグループによる対話 ◆つながり、協働のタネづくり 

県内の「地域づくりの達人」が一堂に会する機会をつくりました。名前だけは知っているあの人、

いつかお話してみたかったあの人、まだ繋がっていないあの人と情報交換・意見交換し、お互い連

携し、活動や支援力を強化し、県内の「協働のタネ」を見つけましょう。もちろん、これから事業

の具体化や充実を図りたい方、団体や行政等で地域コーディネーターを目指す方のご参加もお待ち

しています。リラックスした雰囲気の中、セッション形式で対話を楽しみながら交流を深めましょう。

持参物 名刺（多めにご持参ください）、チラシ・パンフレット等（会場内活動 PR コーナーへの設置希望者のみ） 

対象 原則として山口県内在住または在勤の方 参加費 無料 〆切 各会場開催日の 1 週間前 

申込方法 申込用紙（※）に必要事項を記入の上、FAX、郵送にて、 

または申込用紙（※）の必要事項を記入の上、メールにて申込。 

（※）支援センターHP 掲載のチラシ等にてご確認ください。 

問合せ・申込先 NPO 法人市民プロデュース 

〒753-0074 山口市中央 3-6-1-2F ℡ 083-932-4919 Fax 083-932-4929 

ﾒｰﾙ shiminproduce@gmail.com  ★詳細は、支援センターHP 掲載のチラシ等をご覧ください。 

イベント情報 

12121212
2015

月

年

号 

日時 1 月 10 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 12 回 周南おりがみ研究会 例会 1 月例会 新春！初歩き 

 

地域づくりの達人 交流・情報交換会 （主催：山口県、企画・運営：NPO 法人市民プロデュース） 
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日時・場所 周南 1 月 23 日（土）道の駅ソレーネ周南 研修交流室（周南市戸田 2713） 

宇部 1 月 24 日（日）ヒストリア宇部 交流ホール（宇部市新天町 1 丁目 1-1） 

.萩. 2 月 6 日（土）萩博物館 講座室（萩市堀内 355） 

山口 2 月 7 日（日）道の駅仁保の郷 研修室（山口市仁保中郷 1034） 

いずれも 10 時～16 時（9 時 30 分開場） 

※全会場同内容です。ぜひ、お近くの会場にご参加ください。※全会場託児付き 

内容 思いをカタチにするノウハウを学びます。 ●講師…長浜洋二さん（NPO マーケティング研究所代表）  

対象 社会貢献や公益的な活動を目的とした団体のメンバー、または NPO マーケティングに興味をお持ちの方  

参加費 2,000 円 定員 各回 30 名（先着順） 〆切 各会場開催日の 2 週間前 

申込方法 下記のいずれかの方法 

●参加申込フォーム（http://tiny.cc/npo_m_form）より申込 

●申込用紙（※）に必要事項を記入の上、FAX、郵送にて申込 

●申込用紙（※）の必要事項を記入の上、メールにて申込 

（※）支援センターHP 掲載のチラシや草莽塾やまぐち準備委員会公式 Facebook 等にてご確認ください。 

問合せ・申込先 草莽塾やまぐち準備委員会（NPO 法人市民プロデュース） 

〒753-0074 山口市中央 3-6-1-2F NPO 法人市民プロデュース内 ℡ 083-932-4919 

Fax 083-932-4929 ﾒｰﾙ shiminproduce@gmail.com HP https://www.facebook.com/somojuku.yamaguchi/   

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。 

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 

日程 1 月 23 日（土）・24 日（日） 

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…「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…石橋凌さん（俳優・ミュージシャン）、佐藤現さん（映画プロデューサー）、足立紳さん（脚本家）  

対象 どなたでも 〆切 前売券は 1 月 22 日まで発売予定 

チケット購入方法 プレイガイド、またはメール予約 

●プレイガイド…［周南市］周南市文化会館、まちのポート(みなみ銀座)［下松市］スターピアくだまつ 

［光市］光市民ホール［防府市］アスピラート［山口市］山口情報芸術センター ほか 

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事務局 ℡ 080-6321-4550 ﾒｰﾙ shunankizuna@gmail.com 

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

★詳細は、支援センターHP 掲載のチ

ラシや周南映画祭実行委員会公式

Facebook 等をご覧ください。 

NPO マーケティング講座 

 

第 7 回 周南「絆」映画祭 

 

★詳細は、支援センターHP 掲載のチ

ラシや草莽塾やまぐち準備委員会

公式 Facebook 等をご覧ください。 
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対象団体 対象活動を行う広島・山口県の団体 

対象活動 青少年の健全な育成のための、民間の非

営利活動 （例）自然とのふれあい、ボランティア

育成、地域連帯、エコ、国際交流・協力、科学体験・

ものづくり 

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 10～50 万円／件 

問合せ先（公財）マツダ財団 

℡  082-285-4611 

URL   http://mzaidan.mazda.co.jp/bosyu/city/index.html  

 

 

助成金情報 

≪入門助成≫ 

助成対象団体 対象団体のうち、設立から 10 年以

下であり、対象活動分野における活動実績が 1 年

以上ある団体 

対象活動 ◆環境保全に資する活動  

◆地域に根差した活動 

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 （イ）・（ロ）・（ハ）すべてに該当し、 

50～300 万円／件 

≪一般助成≫ 

助成対象団体 対象団体のうち、対象活動分野にお

ける活動実績が 3 年以上ある団体 

対象活動 ◆環境保全に資する活動 ◆新しい課

題、分野、手法に取り組もうとする活動 

対象活動の実施期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成

31 年 3 月 31 日（最大 3 年間） 

助成額 （イ）200～800 万円／件 

（ロ）・（ハ）200～600 万円／件 

≪つり環境ビジョン助成≫ 

助成対象団体  

◇助成期間が 1 年度間の場合…対象団体のうち、

対象分野における活動実績が 1 年以上あること 

◇助成期間が 3 年度間の場合…対象団体のうち、

対象分野における活動実績が 3 年以上あること 

対象活動 清掃活動など、水辺の環境保全活動 

助成額 （ハ）総額 900 万円 

 

≪共通項目≫ 

対象団体  

①NPO 法人   

②一般社団・財団法人、公益社団・財団法人  

③任意団体（ただし、規約を有するなど必要条件有） 

対象地域 

（イ）国内の民間団体による、開発途上国で行う活動  

（ロ）海外の民間団体による、開発途上国で行う活動  

（ハ）国内の民間団体による、国内で行う活動 

対象活動分野 自然保護・保全・復元／森林保全・

緑化／砂漠化防止／環境保全型農業／地球温暖化

防止／循環型社会形成／大気・水・土壌環境保全等 

問合せ先 （独行）環境再生保全機構  

℡  044-520-9505 

URL   http://www.erca.go.jp/jfge/subsidy/application/index.html  

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 

テーマ「水・土・人・くらし」 

（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 

 

第 17 回 食料・環境・ふるさと写真コンテスト（〆切：12/31） 市民活動支援～青少年健全育成関係～（〆切：1/13） 

地球環境基金助成金（〆切：1/13） 

対象団体 難病や障害を持つ子ども達とその家族に

対して、社会医学的な実践、セルフヘルプ活動、ま

たはボランティア活動を進めており、すでに何らか

の実践を行っている個人、またはグループ等 

奨励金の対象範囲 

①団体活動の運営に関する費用 

②会が主催する講演会・研修会・イベントの開催費用 

③その他、難病や障害をもつ子どもとその家族の支

援に関する活動費用 

贈呈金額 上限 50 万円／件 

問合せ先 NPO 法人コーポレートガバナンス協会 

℡ 045-263-6965 

URL  http://www.teamcg.or.jp/kaward/guide17.htm  

 

北川奨励賞（〆切：1/15） 
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【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/ 

年末年始休館日：年末年始休館日：年末年始休館日：年末年始休館日：12121212 月月月月 29292929 日（火）～日（火）～日（火）～日（火）～1111 月月月月 3333 日（日）日（日）日（日）日（日）    

 

対象団体 患者または患者家族の会、患者会の連合組織等  

対象活動 ①会の自立や育成につながる活動 

（例）医療講演会・疾患啓発イベント・ 

相談会の開催、活動紹介冊子の作成 

②会の役員やリーダー、会員等の人材育成が期待で

きる活動 

（例）リーダー研修の開催、他団体が開催する研修

会やイベントへの参加 

対象活動の実施期間 1 年間（平成 28 年 4 月 1 日

～平成 29 年 3 月 31 日）または 2 年間（平成 28

年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日）のいずれか 

助成額 上限 50 万円／件 

問合せ先 アステラス製薬(株) 

℡  03-3244-5110 

URL    http://www.astellas.com/jp/csr/social/patient/koubo.html  

 

対象団体 国内で活動あるいは研究に従事している

個人、または組織と代表責任者および会計責任者が

確立している 2 人以上の団体・グループ。 

※申請書提出に際し推薦者 2 名の推薦状を提出。 

推薦者は団体をよく知っており、助成を受ける事業活

動／研究の内容を良く理解し、責任を持って推薦する

第三者であること。また助成を申請する事業活動に利

益関係のないこと。肩書き・役職は不問。 

対象事業 原則 1 年以内に終了する以下の事業・研究 

＜事業・活動＞…助成額：上限 70 万円／件   

①身体障害等の理由により困難な状況にある幼児･

若年者の順調な育成・教育の支援  

②社会的、家庭的事情により一般の教育施設での教

育を受けられないものに対する教育の支援  

③市民、特に若年者の健全な社会的生活に必要な各

種の啓蒙活動や支援  

④障害者・高齢者・各種施設居住者の諸活動の支援  

⑤障害者・高齢者・更正施設の人達に対する芸術的慰問  

＜研究＞…助成額：上限 50 万円／件 

事業・活動の各項目に関する個人またはグループに

よる研究  

＜設備・備品＞…助成額：上限 150 万円／件 

①学校やその他の教育施設における、身体障害者の

学習を援助する機器や備品の購入 

②事業・活動の各項目に関連して必要な備品の購入

や施設の整備  

＜会議参加＞…助成額：上限 30 万円／件 

事業・活動の各項目に関連する海外での会議・シン

ポジウムへの参加  

＜会議開催＞…助成額：上限 50 万円／件 

事業・活動の各項目に関連する会議・シンポジウム

の国内での開催 

問合せ先 （公財）倶進会 

※問い合わせは FAX、もしくはメールを使用。 

Fax 03-5366-5040 

ﾒｰﾙ mail@gushinkai.com 

URL    http://www.gushinkai.com/jyosei/index.html 

≪一般助成≫ 

対象活動 ①社会のニーズに対応した住まいづくり 

②住環境の保全・向上 

③地域コミュニティの創造・活性化 

④安全で安心して暮らせる地域の実現 

助成額 上限 100 万円／件 

≪2016 年度 テーマ助成≫ 

対象活動 既存の施設を活用して地域の活性化を図る活動 

助成額 上限 200 万円／件 

≪共通項目≫ 

対象団体 営利を目的としない民間団体 

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 

問合せ先 （一財）ハウジングアンドコミュニティ財団  

℡  03-6809-1408   

URL http://www.hc-zaidan.or.jp/josei/josei24/index.html 

住まいとコミュニティづくり活動助成（〆切：1/20） 

患者会助成（〆切：1/29） 

対象団体 対象活動を行う団体 

※都道府県教育委員会、または知事部局の文化関係所管

課の推薦が必要。推薦者の資格は不問。 

対象活動 民俗芸能、または民族技術の継承活動（と

くに後継者育成） 

◆民俗芸能…民俗行事、民俗音楽を含む 

◆民俗技術…伝統的製作技術、衣食住に関わる生活

技術、伝統工芸を含む 

助成額 ◆民俗芸能…上限 70 万円／件 

◆民俗技術…上限 40 万円／件 

問合せ先（公財）明治安田クオリティオブライフ文化財団  

℡  03-3349-6194 

URL http://www.meijiyasuda-qol-bunka.or.jp/local/index.php  

地域の伝統文化保存維持費用助成 （〆切：1/29）☆要推薦 

（公財）倶進会 助成（〆切：1/21）☆要推薦 


