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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 2 月 28 日（日）12 時～14 時 

場所 茶室のある薬膳 cafe はなこころ 

（周南市岐山通 3-5） 

内容 女性に生まれた喜びをひな祭りの茶会で

味わいます。ぜひ日本の衣文化を伝承する着物

でご参加いただきたいです。 

対象 どなたでも（男性の方もどうぞ！） 

参加費 1,000 円（チケット代として） 

定員 50 名 申込方法 電話 

〆切 チケットなくなり次第 

問合せ・申込先 茶室のある薬膳 cafe はなこころ  

℡ 0834-32-6315 ※毎週水・木休み 

★★★★着物を着て楽しくやろう快着物を着て楽しくやろう快着物を着て楽しくやろう快着物を着て楽しくやろう快    

ボランティアスタッフ募集ボランティアスタッフ募集ボランティアスタッフ募集ボランティアスタッフ募集中！中！中！中！    

日本の伝統的な節句ごとにイベントを開催して

います。（桃の節句茶会…3 月 3 日より前の日曜

日、七夕会…7 月上旬、月見会…9 月中旬、望
．
年

会…11 月下旬）着物好きな方ならどなたでも構い

ません。問合せ・申込は上記連絡先へ！ 

第 4 回チャリティ 桃の節句茶会 
（主催：着物を着て楽しくやろう快） 

 

日時 3 月 6 日（日）9 時～  

※小雨決行、雨天時は 13日（日）開催 

場所 下松市河内吉原 中宮公園上（中宮石段下） 

内容 お孫様やお子様と一緒に中宮周辺ハイキ

ングコースへ桜植樹を行います。 

◆9 時～10 時：桜記念植樹 

◆10 時～：中宮見学会 

◆12 時～：昼食 

◆昼食時～13 時：現地勉強会  

テーマ：「中宮ハイキング」  

講師：清木武司 ほか 

対象 お孫様やお子様をお持ちの保護者 

持参物 弁当、飲み物、山歩きができる服装着用 

申込方法 住所、氏名（お孫様又はお子様、お 

よび保護者）、電話番号、Fax 番号（あれば） 

を電話または Fax で連絡 

定員 18名 参加費 無料 〆切 3月2日(水) 

問合せ・申込先 

NPO 法人 降松平和の里ハイキングの会 

℡① 0833-43-0560（松岡） 

℡② 0833-43-6035（清木） 

℡③ 0833-41-4852（廣戸） 

 

日時 2 月 28 日・3 月 27 日（いずれも日曜） 

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 持参物 筆記具 

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。 

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 

 

イベント情報 

2222
2016

月

年

号 

日時・場所・内容 3 月 12 日（土）8 時 40 分～ 

防府駅に 8 時 40 分集合。防府駅～右田ヶ岳の

約 4 キロを歩きます。 

対象 どなたでも 参加費 無料 

持参物 弁当、飲み物、行動食 

申込方法 当日受付 

問合せ先 富岡「健康ウォーク」クラブ（和﨑） 

℡・Fax   0833-41-5128 

℡（携帯） 090-2868-5495 

★この他、4月 3日（月）に櫛ヶ浜駅～太華山を、5月

3日（火）に福川駅～陶の道を歩く月例会を開催予定

です。詳細は上記問合せ先へ！ 

 

富岡「健康ウォーク」クラブ 月例会 

 

周南おりがみ研究会 例会 

お孫さんとお子様の桜植樹祭 
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共通項目 

対象 ウォーキングマナーを守れる方 定員 なし 申込方法 当日受付 

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HP 掲載の開催案内（チラシ）をご覧ください。 

2 月例会② 

街道ウォーク（旧山陽道 御庄宿～高森宿） 

日時・場所・内容 ★雨天・小雪決行 

2 月 28 日（日）10 時 35 分～16 時 

JR 山陽新幹線新岩国駅に 10 時 15 分集合。

JR 山陽新幹線新岩国駅～柱野市～欽明路峠～

欽明寺～JR 欽明路駅～玖珂代官所跡・御茶屋

跡～受光寺・高森本陣跡・吉田松陰宿泊の宿～

JR 岩徳線周防高森駅を巡る、約 17 キロを歩

きます。 ※コースは欽明路峠越えがあります。 

持参物 弁当・昼食時の敷物・飲み物  

※降雪の季節ですので、寒さ対策は十分にご準備く

ださい。 

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 

 周南ウオーキング協会 月例会 

 
2 月例会① 

YWA 第 8回スキルアップウォーキング               

日時・場所・内容 ★雨天決行 

2 月 27 日（土）9 時 25 分～13 時 50 分 

JR 田布施駅に 9 時 10 分集合。JR 田布施駅～

イオンタウン平生店～阿多田交流館～丸山海浜

パーク～尾国コミュニティーセンター～道の駅

上関海峡を巡る、約 22 キロを歩きます。    

※ゴール後、希望者は上関海峡温泉「鳩子の湯」

の入浴が可能（入浴料：600 円、入浴バスタオ

ルセット 300 円の販売もあり。費用は個人負担） 

持参物 弁当・昼食時の敷物・飲み物・ウオーキ

ング協会会員の方は会員証 

※コースは室津半島沿いを歩きます。風の強い日も

予想されますので冬風対策の準備をお願いします。 

参加費 一般（会員外）：500 円 

県協会員：200 円／中学生以下：無料 

3 月例会① 陶の道・若山城登城のみち               

日時・場所・内容 ★雨天決行 

3 月 20 日（日）9 時 25 分～14 時 50 分 

JR 福川駅に 9 時 5 分集合。JR 福川駅～福川

本陣跡～若山城跡入口・・若山山頂（若山城

址）・・尾根沿い山道・・花河原～小畑公民館～

神上神社～富岡公園（陶氏館跡）～永源山公園

～山崎八幡宮～勝栄寺～JR 新南陽駅を巡る、

約 13 キロを歩きます。 ※コース途中の花河原

から小畑公民館へ一般車道を歩くことも可能。 

持参物 弁当・昼食時の敷物・飲み物・手袋（す

り傷防止用）・ウオーキング協会会員の方は会員証 

参加費 一般（会員外）：300 円 

県協会員：100 円／中学生以下：無料 

3 月例会② 街道ウォーク（旧山陽道）  

日時・場所・内容 ★雨天決行 

3 月 27 日（日）9 時 15 分～16 時 20 分 

JR 岩徳線周防高森駅に 8 時 55 分集合。JR 岩

徳線周防高森駅～中山峠・駕籠立場跡～呼坂本

陣跡～ゆめプラザ熊毛・熊毛公民館～吉田松

陰・寺島忠三郎決別の地～JR 大河内駅～塩売

峠～JR 生野屋駅～JR 周防花岡駅を巡る、約

22 キロを歩きます。 ※中山峠越えがありま

す。ご自身の体力に合った距離を歩きましょう。 

持参物 弁当・昼食時の敷物・飲み物 

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 
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日時 毎月 基本第 4 火曜日 10 時～12 時 30 分 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。 

3 月 22 日（火） 山菜・パプリカ ※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…開催日の前週の火曜日 

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

★3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。 

対象 対象活動を行う個人、または規約を持ち、自

主的な運営をしている団体 

対象活動 以下の内容に関する、具体的に着手の段

階にある実践的な活動・研究 

①日本国内の森林、木竹等の緑を保護、育成するた

めの活動または研究 

②日本国内の海、湖沼、河川等の水辺の良好な自然

環境を整備するための活動または研究 

③日本国内の緑と水に恵まれた良好な自然環境の

保全および創出に資するための活動または研究 

対象活動の実施期間 助成金贈呈日より 1 年間 

助成額 総額 500 万円 

問合せ先 公益信託タカラ・ハーモニストファンド 

℡  075-211-6231 

URL   http://www.takarashuzo.co.jp/environment/fund/yoko.htm  

 

日時 4 月 1 日(金)～8 日(金)9 時～22 時 

※最終日は 16 時まで ※6日（水）は会場休館日 

場所 スターピアくだまつ ハート・フロア 

（下松市中央町 21 番 1 号） 

内容 クラブ員が撮影した写真（自由作品・半切

サイズ）を約 60 点展示 

対象 どなたでも 入場料 無料 

問合せ先 周南写友クラブ（内山） 

℡ 0834-28-2749 

★新会員を募集しています。詳細は上記問合せ先へ！ 

助成金情報 

周南写友クラブ第 23 回作品展 

託児つき 野菜ソムリエの食育料理講座 

日時 3 月 13 日（日）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 

講演：（仮題）幕末真宗僧・香川葆晃について 

講師：安渓遊地先生（山口県立大学教授） 

対象 どなたでも 定員 なし 

参加費 非会員の方は資料代として 200 円 

申込方法 当日受付 

問合せ先 新南陽郷土史会 

事務局（川上）℡ 090-4693-8213 

副会長（松本）℡ 0834-62-1167 

 

新南陽郷土史会 講演会 

 

対象団体 生活協同組合、または NPO 法人等の団体

で、次のいずれかを満たすこと 

①生活協同組合以外の団体が応募する場合 

…生活協同組合と協同して行う活動であること 

②生活協同組合が応募する場合 

…生活協同組合以外の団体と協同して行う活動であること  

対象活動 

①暮らしを守り、暮らしの困りごとの解決に役立つ活動 

②命を守り、その人らしい生き方ができるようにする活動  

③女性と子供が生き生きするための活動 

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 上限 100 万円／件 

問合せ先 日本コープ共済生活協同組合連合会 

℡  03-6836-1320 

URL    http://coopkyosai.coop/about/csr/socialwelfare/2016.html  

 

タカラ・ハーモニストファンド助成（〆切：3/31） 地域ささえあい助成（〆切：3/5） 
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≪Ⅰ．自立支援プログラム≫ 

対象活動 活動の発展と団体の自立を目指す活動 

助成額 上限 10 万円／件 

≪Ⅱ．地域課題解決支援プログラム≫ 

対象活動 ①中山間地域づくり  ②子育て支援 

③男女共同参画    ④環境保全 

⑤暮らしの安心・安全 ⑥文化芸術 

助成額 上限 50 万円／件 

≪Ⅲ．財団オリジナルプログラム≫ 

対象活動 ①ふるさとの自然環境保全活動 

②様々な団体の協働によるコラボレーション活動 

助成額 上限 50 万円／件 

≪Ⅰ～Ⅲ共通項目≫ 

対象団体 組織の運営に関する規約（会則）がある、 

県内の NPO 法人、ボランティア団体、コミュニティ団体  

対象活動 地域や社会をより良くするために自主

的・主体的に取り組む公益的な活動 

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 

問合せ先 （公財）山口きらめき財団 

℡  083-929-3600 

URL   http://y-kirameki.or.jp/jigyoannai/kirameki 

 

【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 次のいずれも満たす団体 

①民間の非営利活動団体で、NPO 法人等の法人格 

を有するもの。または取得申請中の団体で、6 月 

末までに法人登記が完了見込みの団体 

②活動実績が 2 年以上あること（法人格を有する以 

前の活動実績を含む） 

対象活動 

①不登校・ひきこもりの子どもや保護者に対しての

支援活動 

②児童虐待やドメスティック・バイオレンス、性暴

力等の被害児童・生徒の支援活動 

③非行や犯罪から子どもを守り、立ち直りを支援する活動  

④子どもの居場所づくり 

⑤障害のある子どもや難病の子どもの支援活動 

⑥経済的困難を抱える家庭の子どもの支援活動 

⑦マイノリティの子どもの支援活動 

⑧東日本大震災で被災した子どもたちの支援活動 

対象活動の実施期間 平成28年9月1日～平成29

年 8 月 31 日 

助成額 標準額 50 万円、上限 100 万円／件 

問合せ先 NPO 法人 モバイル・コミュニケーション・ファンド 

℡  03-3509-7651 

URL http://www.mcfund.or.jp/docomo_josei/action.html 

ドコモ 市民活動団体への助成（〆切：3/31） きらめき活動助成（〆切：3/31） 

対象団体 対象活動を行う個人または団体 

対象活動 伝統工芸技術、伝統芸能、民俗芸能およ

び行事等、日本の無形伝統文化財の記録・研究、保

存・伝承活動 

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 30～200 万円／件 

問合せ先 （公財）ポーラ伝統文化振興財団 

℡  03-3494-7653 

URL http://www.polaculture.or.jp/promotion/jyoseiapply.html  

（公財）ポーラ伝統文化振興財団助成（〆切：3/31） 

≪Ⅰ．支援金部門≫ 

対象団体 一定の地域に福祉活動の拠点を設け、より 

活動の輪を広げたいというグループ、または NPO 法人  

助成額 上限 100 万円／件 

≪Ⅱ．リサイクルパソコン部門≫ 

対象団体 次のいずれも満たすグループ、または NPO 法人  

①パソコンを利用して、すでに地域で活発な福祉活 

動に取り組んでいること 

②台数を増やすことで、より高齢者や障害のある人 

に役立ち、活動の充実が図れること 

贈呈台数 3 台／団体 

≪Ⅲ．東日本大震災復興支援部門≫ 

対象団体 次のいずれかに該当するグループ、または NPO 法人  

①東日本大震災の被災地に活動拠点があり、その地 

域で福祉活動をすすめている 

②活動の再整備を進めたい、または被災地に必要な 

新たな事業を展開したいと考えている 

助成額 上限 100 万円／件 

≪Ⅰ～Ⅲ共通項目≫ 

問合せ先 （社福）NHK 厚生文化事業団 

℡  03-3476-5955 

URL    http://www.npwo.or.jp/info/2016/28_wakaba.html  

 

わかば基金（〆切：3/31） 


