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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 4 月 7 日（木）10 時～12 時 

場所 県総合庁舎 2 階「ふれあいルーム」 

※以降、毎週木曜日の 13 時 30 分～15 時 30 分、同

場所にて同様の練習会を開催します。（ただし、

変更がある場合もございますので詳細はお問い

合わせください） 

内容 老人ホームにて毎月行っている「歌のボ

ランティア」の練習への参加者を募集します。 

対象 どなたでも 

参加費 初回無料。入会ご希望の方は年会費と

して 24,000 円。 

申込方法 電話、Fax 〆切 前日まで 

問合せ先 周南ファミリーコーラス（村田）  

℡   0834-28-0020 

Fax  0834-28-1717 

日時 4 月 3 日（日）9 時 30 分～16 時半頃  

場所 下松市役所南側駐車場    ※雨天中止 

内容 下松市で行われる「切戸川桜桜フェスタ」

に参加して、次のイベントを行います。 

・べんけい号まんじゅう焼き実演販売 

・復元ミニモデル機の展示 

・会の PR、募金活動等 

対象 どなたでも 参加費 無料 

問合せ先 

NPO 法人下松べんけい号を愛する会（栗田） 

℡  080-1946-5118 

Fax  0833-43-4250 

日時 3 月 27 日・4 月 24 日（いずれも日） 

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 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 

 

★下記の日程で「折り紙展」を開催いたします。 

体験コーナーとして設営するため、どなたでも 

無料でご観覧いただけます。 

日時 4444 月月月月 11111111 日日日日((((月月月月))))～～～～28282828 日日日日((((木木木木) ) ) ) 9999 時～時～時～時～15151515 時時時時 

場所 三井住友信託銀行 山口防府支店 ロビー 

（防府市戎町 1-4-24 防府駅北口前） 

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！ 

イベント情報 

3333
2016

月

年

号 

周南写友クラブ第 23 回作品展 周南おりがみ研究会 例会 

NPO 法人下松べんけい号を愛する会 

「切戸川桜桜フェスタ」ブース出店 

コーラスボランティア練習会 

市民活動とは、営利を目的と

しない市民の自主的・主体的

な公益活動のことです。 

具体的には、ボランティアや

NPO（民間非営利組織）の 

行う活動等を指します。 
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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 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 

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。 

 周南ウオーキング協会 月例会 

 

日時・場所・内容 

5 月 3 日（火）9 時 20 分～15 時 

JR 福川駅に 9 時集合。若山城～陶の道を歩き

ます。解散場所：政所 

対象 どなたでも 定員 100 名 

参加費 200 円  持参物 弁当等 

申込方法 当日受付 

問合せ先 陶の道を発展させる会（中村） 

℡・Fax  0834-63-1983 

陶の道 若山城ウォーク 

 

3 月例会 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。 

申込方法 当日受付 

 

日時 4 月 23 日（土）13 時 30 分～16 時 

場所 周南市学び・交流プラザ 交流室 4 

内容 ◆13:30-15:00 講演 

「幕末の徳山藩と戊辰戦争 諸 の活 」

講師：毛利博物館顧問 小山良昌先生 

◆15:00-16:00 総会 

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 

    （当日の入会も歓迎いたします）  

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 

 

新南陽郷土史会 総会及び記念講演 

 

4 月例会① 桜ウォーク  

日時・場所・内容 ★雨天決行 

4 月 3 日（日）9 時 20 分～14 時 50 分 

J R 光駅に 9 時 7 分集合。JR 光駅～島田川～

冠山総合公園～あいぱーく光（1次ゴール：距離

11.7 キロ地点）～光市役所前～西河原緑地～JR

光駅の約 17 キロを歩きます。  

※短い距離ですが、コースに緩やかな上り坂があ

ります。 

申込方法 当日受付。ただしマイカー参加の方は

事務局に連絡が必要。 

 

4 月例会② れんげウォーク ★雨天決行 

日時・場所・内容 4 月 10 日（日）9 時 50 分～15 時 30 分 

JR 福川駅に 9 時 35 分集合。JR 福川駅～夜市公民館～JR 戸田駅～ 

れんげ畑：佐畑地区～道の駅ソレーネ周南～山田家本屋・弘中又一記念公園・ 

坊ちゃんの像・湯野温泉薬師～湯野公民館（1次ゴール：距離 11.7 キロ地点）～ 

れんげ畑：市地区～道の駅ソレーネ周南～JR 戸田駅の約 17 キロを歩きます。 

※湯野温泉の山田家本屋前に足湯があり、無料で利用可能です。 

※コースは平坦な道です。 ※年により「れんげ畑」の植付け面積は違いがあります。 

申込方法 当日受付。ただしマイカー参加の方は事務局に連絡が必要。 
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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 

日時 5 月 14 日（土）14 時～16 時 

場所 周南市文化会館 

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！ 

◆14:00 メンバー紹介、ボイストレーニング 

◆14:10-16:00 「第九 歓喜の歌」練習 

※6月 11 日、7月 9日（いずれも土）にも同様の練

習会を開催予定です。 

※第 1回は見学、体験のみでも構いません。 

対象 どなたでも（初心者でも大丈夫！） 

定員 100名 持参物 飲み物 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 12,000 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 

ﾒｰﾙ jamujamu2691@gmail.com 

対象団体 次の①～③の全てを満たす団体 

①NPO 法人、任意団体、市民団体 

②設立 1 年以上の活動実績を有する団体 

③直近の年間収入が 300 万円以下の団体 

対象活動 

①自然災害に備え、いのちを守るための活動 

②地域の自然環境・生態系を守る活動 

③温暖化防止活動や循環型社会づくり活動 

④子どもや親子の孤立を防ぎ、地域とのつながりを 

生みだす活動 

⑤困難を抱える子ども・親がたすけあい、生きる力 

を育む活動 

対象活動の実施期間 平成 28 年 7 月 20 日～平成 

29 年 7 月 19 日 

助成額 上限 30 万円／件 

申請期間 3 月 23 日～4 月 6 日 

問合せ先 全労済 総務部内 地域貢献助成事業事務局  

℡ 03-3299-0161 

URL  http://www.zenrosai.coop/zenrosai/topics/2016/20591.html  

日時 5 月 29 日（日）①13 時～14 時 

②18 時～19 時 

（上演時間約 1 時間、昼夜公演） 

場所 シネマ・ヌーヴェル（周南市銀座 2-18） 

内容 ぜろカラ企画、一年ぶりの本公演。今年

は昨年とはがらりと趣を変え、若手の客演陣を

中心に賑やかな舞台をお届けします。 

≪あらすじ≫ 

とある会社の会議室に集う社員たち。翌日の

弁論大会に向けてリハーサルのために集まっ

たはずが、会社の合併や婚活やいろんな騒ぎ

が持ち上がって…… 

対象 どなたでも 申込方法 電話、メール 

チケット代 一般 1,500 円（4 月中旬発売予定）  

問合せ・申込先 ぜろカラ企画（礒嶋） 

℡  090-1336-0227 

ﾒｰﾙ zero-kara@hotmail.co.jp 

 

 

助成金情報 

きらめき活動助成（〆切：3/31） 

「第九 歓喜の歌」第 1 回合唱練習会 

 

全労済 地域貢献助成事業（〆切：4/6） 

ぜろカラ企画公演 2016 
「数学的帰納法における不毛の証明」 
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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/ 

≪Ⅰ．小規模助成金≫ 

対象団体 県内の民間活動団体 

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 5 万円／件  

≪Ⅱ．グローバルやまぐち国際活動支援事業費補助≫ 

対象団体 国際交流・協力に関係する県内の民間活動団体  

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等 

助成額 上限 10 万円／件 

≪Ⅰ・Ⅱ共通項目≫ 

対象事業の実施期間 平成 28 年 4 月 1 日～9 月 30 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  

≪Ⅰ.青少年の社会教育活動に対する助成≫ 

対象団体 社会教育団体、又は対象活動を行う団体 

対象活動 青少年の健全育成のための社会教育活動、 

又はこれを促進するための事業 

≪Ⅱ．文化および芸術等の振興に対する助成≫ 

対象団体 対象活動を行う団体 

対象活動 文化および芸術等の社会教育活動、又は 

これを促進するための事業 

≪Ⅰ・Ⅱ共通項目≫ 

★教育委員会、又はこれに準じる公的機関の推薦書が必要 

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 40 万円／件 

問合せ先 （公財）カメイ社会教育振興財団 

℡ 022-264-6543 

URL  http://www.kameimuseum.or.jp/foundation/  

 

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 万円以 

下を目安とする） 

②HP 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  

(公財)カメイ社会教育振興財団 助成 （〆切：4/15）☆要推薦 

対象団体 県内諸団体 

対象事業 

①心身ともにたくましい青少年を育成するための

活動に関する事業 

②山口県に関わる先賢の顕彰、歴史の伝承普及のた

めの活動に関する事業 

対象事業の実施期間 平成28年4月1日～平成29 

年 3 月 31 日 

助成額 上限 10 万円／件 

問合せ先 （一財）愛山青少年活動推進財団 

℡ 083-932-2660  

URL  http://www.aizankai.com/grant.html 

青少年健全育成事業助成（〆切：4/26） 

（公財）山口県国際交流協会 助成＜上期＞（〆切：4/30） 

対象 対象活動または対象研究を行う団体または個人 

対象事業 

◆対象活動…自然環境保全もしくは自然とのふれ

あい活動 

◆対象研究…身近な自然環境保全のための調査研

究、もしくは自然とのふれあいを促進するための

調査研究 

助成額 総額 850 万円（1 件の上限額なし） 

問合せ先 （一財）自然環境研究センター内 公益信

託富士フイルム・グリーンファンド事務局 

℡ 03−6659−6310  

URL  http://www.jwrc.or.jp/shintaku/1.htm 

（公財）富士フイルム・グリーンファンド助成（〆切：5/9） 

LUSH JAPAN チャリティバンク 
（〆切：偶数月の末日）☆要推薦 

市民活動支援センターでは助成金に関する

問合せ・相談等を随時受け付けています。

是非お気軽にご連絡・ご来館ください！ 


