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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 5 月 14 日（土）14 時～16 時 

場所 周南市文化会館 地下練習室 2 

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！指揮・合

唱指導者：中野幸郎先生のユーモアたっぷりの

ご指導のもと、歓喜の歌を練習しましょう。そ

して、舞台で歌い終わったときに「達成感」と

「感動」をご一緒に味わいましょう。 

◆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 

※以降、原則毎月第 2 土曜日 14 時～（9 月からは

毎月第 2・第 4 土曜日 14 時～）に同様の練習会

を開催。（練習日は変更することもあります） 

※第 1回は見学、体験のみでも構いません。 

※12 月 24 日（土）14 時～、周南市文化会館にてコ

ンサート（本番）を開催。12 月 23 日（金）17 時

～20 時 前日リハーサル、12 月 24 日（土）9 時～

12 時 ステージリハーサルを行います。 

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 

℡  090-7990-1257（門司） 

ﾒｰﾙ jamujamu2691@gmail.com（山野井） 

 

日時 4 月 30 日（土）20 時 30 分～25 時 

場所 Real Antenna（周南市新町 2-27-2 

 B1F PH 通り、元 People） 

内容 陽気なラテン音楽の中で週末のひととき

を楽しみませんか？ 

・曲ジャンル：Salsa、Merengue、Bachata、

Reggaeton 

・DJ：PARADISE（広島）、DANIEL（メキ

シコ）、KEN（周南） ほか 

・任意参加ダンスの無料レッスン有（21:00～） 

対象 どなたでも 事前申込 不要 

参加費 1,000 円（1 ドリンク付き） 

問合せ先 周南ラテン文化クラブ（大木） 

℡  090-6412-0387 

イベント情報 

4444
2016

月

年

号 

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 

「第九 歓喜の歌」第 1 回合唱練習会 

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。 

第 5 回 周南米ラテンナイト 

日時 5 月 5 日(木)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童謡文化についての自由意見交換 

参加費 無料 対象 どなたでも 

定員 5 名  申込方法 当日受付 

問合せ先 まど・みちお研究会（金子） 

℡    0834-83-2247 

Fax 0834-83-3433 

まど・みちお研究会 月例会 
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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 

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 

 

5 月例会 柳と井戸・白壁の町並みを訪ねるみちと石井ダムウォーク 

日時・場所・内容 5 月 22 日（日）9 時 40 分～14 時 30 分 ★雨天決行 

JR 柳井駅に 9 時 20 分集合。JR 柳井駅～オルゴールの館～国木田独歩旧宅～湘江庵～果子乃季～

石井ダム～美人地蔵～柳井ウェルネスパーク～やまぐちフラワーランド～観光案内所前（一次解散）

…各自白壁の町並み自由散策…しらかべ学遊館・やない西蔵・国森家住宅・甘露醤油資料館・商家

博物館むろやの園等～JR 柳井駅の約 15 キロを歩きます。 

※コースの一部に上り坂があります。 ※自由散策時の各施設の入館料は個人負担です。 

 

6 月例会 街道ウォーク（岩淵宿～宮市宿） 

日時・場所・内容 6 月 5 日（日）9 時 40 分～14 時 50 分 ★雨天決行 

JR 大道駅に 9 時 25 分集合。JR 大道駅～岩淵宿～防長の三孝女：石川阿石の碑～佐野たお水道公

園：駕籠建場跡・山陽自動車道佐波川 SA～佐野一里塚跡～玉租神社～荒神社～護国寺：菖蒲苑～

旧山陽道・萩往還分岐～山頭火の小径～宮市宿～まちの駅・うめてらす～JR 防府駅の約 15 キロを

歩きます。 

※コースの一部にアップダウンがあります。 ※雨天の場合はコースを一部変更することがあります。 

※雨天の場合は昼食場所がありません。佐波川 SA の食事処で昼食を予定してください。 

 

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 申込方法 当日受付 

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 5 月 29 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 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 

周南おりがみ研究会 例会 ぜろカラ企画公演 2016 
「数学的帰納法における不毛の証明」 

周南ウオーキング協会 月例会 
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＜Ⅰ．一般部門＞ 

対象団体 定款・規約等が整備され、組織としての

形態を有し、対象活動を主催する団体 

対象活動 小・中学生が各回 10 名以上参加する、 

自然の中での体験活動 

＜Ⅱ．学校部門＞  

対象団体 小・中学校、または小・中学校より委託・

協働等によって対象活動を主催する団体 

対象活動 小・中学校において授業や課外授業の一環 

として行われる自然の中での体験活動で、小・中学生 

が各回 10 名以上参加し、学校長の承認を受けたもの 

＜Ⅰ・Ⅱ共通項目＞ 

対象活動の実施期間 平成 28 年 3 月 1 日～10 月 23 日 

助成額 10 万円／件 

・参加賞…応募した団体に、参加賞としてチキンラー

メン 1 ケース（30 食分）を送付 

・表彰制度…支援団体決定後、団体から提出された実

施報告書を審査し、表彰。賞により、20～100 万

円、およびチキンラーメン半年～1 年分贈呈 

問合せ先 （公財）安藤スポーツ・食文化振興財団 

℡  072-752-4335 

URL http://www.shizen-taiken.com/contest2016/2016infof.html 

＜Ⅰ．シニアボランティア活動助成＞ 

対象団体 社会福祉の推進に役立つボランティア活

動を行っている、または行おうとするシニア（年齢

満 60 歳以上）が 80％以上のグループ（NPO 法人

を含む） 

＜Ⅱ．サラリーマン（ウーマン）ボランティア活動助成＞ 

対象団体 社会福祉の推進に役立つボランティア活

動を行っている、または行おうとするサラリーマン

（ウーマン）が 80％以上のグループ（NPO 法人を

含む） 

＜Ⅰ・Ⅱ共通項目＞ 

対象活動 

①高齢者福祉活動  ②障害者福祉活動 

③子ども（高校生まで）の健全な心を育てる交流ボ

ランティア活動 

助成額 10 万円／件（特に内容が優れている場合は

上限 20 万円／件） 

問合せ先  （公財）大同生命厚生事業団 

℡  06-6447-7101 

URL   http://www.daido-life-welfare.or.jp/subsidize/index.htm  

助成金情報 

シニアボランティア／サラリーマン（ウーマン） 
ボランティア活動助成（〆切：5/25） 

＜Ⅰ．人づくり・地域づくりグループ活動支援事業＞ 

対象団体 

①人づくり・地域づくりに取り組む団体・グループ 

②幼稚園、小・中・高校、特別支援学校その他の教

育機関の教職員によるグループ 

対象活動 教育の各分野・領域における当面する教

育課題の解明、および人づくり・地域づくりを目的

とし、実践力の向上を目指す共同研究・研修 

＜Ⅱ．きらり山口っ子を育てるプログラム応援事業＞ 

対象団体 青少年の健全育成に取り組む団体・グループ 

対象活動 

①子育てに関する活動 

②うるおいのある家庭や地域づくりに関する活動 

③思いやりの心情と実践力ある青少年を育む活動 

＜Ⅰ・Ⅱ共通項目＞ 

助成額 10～30 万円／件 

問合せ先 （公財）山口県ひとづくり財団 県民学習

部 学習振興課 

℡  083-987-1710 

URL http://www.hito21.jp/ 

＜Ⅲ．生涯学習活動グループ支援事業＞ 

対象団体 県内における民間の生涯学習活動グループ  

対象活動 

①講座、講習会、セミナー等による学習活動 

②音楽、演劇、絵画、文芸等の創作・表現活動 

③伝統芸能、郷土文化等の保存・伝承活動 

④歴史、文学等の調査研究活動 

⑤国際交流、ネットワーク活動等の交流活動 

⑥福祉、観光、環境、災害、文化、子育て支援等の

ボランティア活動 

⑦アウトドア、健康づくり、生涯スポーツ、レクリ

エーション活動 

⑧まちづくり、地域づくり等のコミュニティ活動 等  

助成額 3～20 万円／件 

問合せ先 （公財）山口県ひとづくり財団 県民学習

部 生涯学習推進センター 

℡  083-987-1730 

URL http://www.hito21.jp/ 

（公財）山口県ひとづくり財団 助成（〆切：5/16） 

トム・ソーヤースクール企画コンテスト（〆切：5/17） 



4 
 

対象団体 

①県内で環境保全活動に取り組んでいる団体、又は

これから取り組もうとする団体 

②公共関与による広域最終処分場の所在市 

対象活動 

①県民を対象とした環境保全に関する普及啓発活動  

②廃棄物等の環境保全に関する実践活動 

③自然保護等の環境保全に関する実践活動 

④市が行う環境保全対策事業 

⑤その他 環境保全の推進に寄与すると認められる

普及啓発及び実践活動 

助成額 上限 50 万円／件 

問合せ先 （一財）山口県環境保全事業団 

℡ 083-920-6828 

URL  http://yamaguchi-khj.or.jp/promotionservices/ 

対象団体 対象活動を行い、次の要件を満たすボラ

ンティアグループ 

①メンバーが 10～50 人程度いること 

②活動実績が 2 年以上あること 

③グループ名義の金融機関口座を保有し、規約（会

則）、会計報告書類が整備されていること 

※都道府県・指定都市または市区町村社会福祉協議会の

推薦が必要 

※法人格を有する団体や、地域の老人クラブ連合会に加

盟しているグループ及び老人クラブ内の活動グループ

は対象外 

対象活動 地域において行う高齢者等のための活動 

例）①高齢者を対象とした生活支援サービス 

…食事サービス・清掃・友愛訪問等の生活を援助す

る活動や住宅補修・庭木の手入れ等の生活環境を

改善する活動 

②高齢者と他世代との交流を図る活動 

…幼児・児童等との交流活動や地域の伝統文化を伝

承する活動 

③高齢者による、地域環境の改善につながる活動 

…高齢者が中心となって行う、地域清掃、緑地整備、

パトロール等、地域環境を改善する活動 

④レクリエーションを通じて高齢者の生活を豊か

にする活動 

助成額 10 万円／件（活動に継続的に使用される用

具・機器類等の購入に限る） 

問合せ先 （公財）みずほ教育福祉財団 

℡ 03-3596-4531 

URL  http://www.mizuho-ewf.or.jp/ 

【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 県内の青少年団体および、青少年・青少

年団体を育成しようとする団体 

対象活動 青少年の健全育成を目的とする各種研修

活動と国内外の交流活動 

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 5 万円／件 

問合せ先 （公財）河村芳邦記念青少年育成財団 

℡  083-928-1411 

URL http://kawamurazaidan.com/subsidy/ 

市民活動支援センターでは市民活動に関

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！ 

（公財）河村芳邦記念青少年育成財団 助成（〆切：5/31） 

対象団体 社会福祉活動、および更生保護事業、そ

の他の社会福祉を目的とする事業を行う団体 

※法人格の有無は問わないが、規約を備えている・予算

決算等が整備されている等の事項に合致していること 

※市区町村共同募金委員会等の「活動確認書」が必要 

対象活動 

①地域から孤立をなくすための活動 

②子どもの生活と子育てを支援するための活動 

③障害者の就労と地域生活を支えるための活動 

④高齢者の地域生活を支えるための活動 

⑤地域福祉を推進するための活動 

⑥災害対策のための活動 

⑦更生保護を目的にした活動 等 

対象活動の実施期間 平成29年4月1日～平成30 

年 3 月 31 日 

助成額 

◆法人格をもたない団体…上限 50 万円／件 

◆法人格をもつ団体…上限 200 万円／件 

問合せ先 （社福）山口県共同募金会 

℡ 083-922-2803  

URL  http://www.akaihane.net/doc/jyosei/1016 

共同募金による平成 29 年山口県域配分（助成）（〆切：5/31） 

老後を豊かにするボランティア活動資金助成事業 
（〆切：5/31）☆要推薦 

環境保全活動支援助成事業（〆切：5/31） 


