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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 8 月 6 日（土）13 時 30 分～16 時 

場所 周南市文化会館 地下練習室 1 

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！ 

※見学のみでも構いません。 

※9月 10 日・24 日（いずれも土）に同時間・同場所に

て同様の練習会を開催。 

※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） 
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「第九 歓喜の歌」 合唱練習会 

日時 8 月 7 日（日）10 時 30 分～／14 時～ 

場所 シネマ・ヌーヴェル（周南市銀座 2-18 銀座毎日興業ビル 2F） 

内容 香港の俳優レスリー・チャンのファンが主催して行う映画の自主上映会で、 

今年は「楽園の瑕 ＜終極版＞」（監督・脚本・製作：ウォン・カーウァイ、出演：レスリー・ 

チャン、トニー・レオンほか）を上映します。 ★東京・大阪・神奈川以外では初の映画館上映！ 

対象 どなたでも 料金 前売券：1,100 円／当日券：1,500 円 

チケット購入方法 プレイガイドにて購入、または郵便番号・住所・氏名・電話番号・チケットの希

望枚数を明記の上、メールまたは往復ハガキにて申し込み 

≪宛先≫①メール／projectleslie0912@gmail.com 

②往復ハガキ／〒745-0032 周南市銀座 1-12 6F「毎日興業(株)内 Project L 事務局」 

［プレイガイド（県内）］（周南市）周南市文化会館、マツノ書店、演奏堂、まちのポート 

（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 ほか 

問合せ・申込先 Project L 事務局（野上） ℡ 080-6321-4550 ﾒｰﾙ projectleslie0912@gmail.com  

HP http://projectleslie.web.fc2.com/ ﾌﾞﾛｸﾞ http://project-leslie.seesaa.net/ 

 

★同日開催「レスリー生誕 60 周年 お誕生日会＆ランチ会」 

【時間】12 時 30 分～13 時 30 分（予定） 【場所】未定 【参加費】1,500 円程度を予定（昼食代、ケーキ代含む） 

※詳細が決定次第、ブログでお知らせします。 ※参加希望の方はメールでお申し込みください。 

香港映画 「楽園
ら く え ん

の瑕
き ず

 ＜終極版＞」 自主上映会 
 

日時 8 月 7 日（日）10 時～12 時 

場所 周南市学び・交流プラザ 交流室 4 

内容 複数の慢性疾患を持った講師の講演 

演者： 

・NPO 法人 日本慢性疾患セルフマネジメント協会  

事務局長 武田 飛呂城さん 

・膠原病(SLE)の広島在住 30 代女性 

※講演終了後、慢性疾患セルフマネジメントワーク

ショップ参加者の懇親会を予定しています。 

対象 どなたでも 定員 70 名 

参加費 無料 事前申込 不要 

問合せ先 あなろぐの会（1 型糖尿病大人の会） 

℡ 0834-28-1567（古川） 

「自分らしく病気とつき合う」講演会 
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8 月例会 大岩大師ウォーク 

日時・場所・内容 8 月 7 日（日）9 時 20 分～12 時 10 分 ★雨天決行 

JR 南岩国駅に 9 時 5 分集合。JR 南岩国駅～松宮ぶどう園前～大岩地蔵大師（岩国南八十八霊場：

第 40 番）～地下飛行機工場跡～平岩観音（岩国南八十八霊場：第 36 番）～ 

ハス田～JR 南岩国駅の約 10 キロを歩きます。 

※平岩観音通過後、ハス田を経由せずに JR 南岩国駅で一次解散も可能。 

※昼食はゴール後各自でお取りください。 

事前申込 不要 

 

9 月例会 彼岸花ウォーク 

日時・場所・内容 9 月 22 日（木・祝）9 時 20 分～16 時 ★雨天決行 

＜①潮騒の道コース＞ ※上り坂 3カ所あり 

JR 新南陽駅に 8 時 55 分集合。JR 新南陽駅～永源山公園～JR 福川駅～常盤橋～ 

長田海岸～桑原漁港～戸田公民館～道の駅ソレーネ周南～JR 戸田駅の約 21 キロを歩きます。 

＜②峠の道コース＞ ※上り坂 1カ所あり 

JR 新南陽駅に 8 時 55 分集合。JR 新南陽駅～永源山公園～JR 福川駅～常盤橋～ 

夜市公民館～赤坂峠～戸田公民館～道の駅ソレーネ周南～JR 戸田駅の約 16 キロを歩きます。 

＜③9.4 キロコース＞ 

JR 福川駅に 10 時 5 分集合。②峠の道コース参加者と合流し、常盤橋から峠の道コースを歩きます。

事前申込 ＜③9.4 キロコース＞参加希望者のみ電話にて事前申込が必要 

 

共通項目  

対象 ウォーキングマナーを守れる方 定員 なし 

持参物 弁当・昼食時の敷物・飲み物 ※暑さ厳しい時季です。暑さ対策の準備は十分にお願いします。 

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・申込先 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 毎月 基本第 2 水曜日 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。 

8 月 10 日 パイナップル 9 月 14 日 しょうが ※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、三角巾やバンダナ等頭髪を覆えるもの、手拭タオル 

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 

★9月以降も、原則、毎月第 2水曜日に同じ時間帯・同じ場所で実施しています。 

 

★上記講座での託児のお手伝いさん募集中！ 

毎月 基本第 2水曜日 9時 30 分～12 時 30 分、桜木公民館にて乳幼児や小学生の面倒を見れる方を募集しています。 

お礼料はなく無償ですが、昼食と料理レシピがプレゼントとなります。問合せ・申込は上記問合せ先へ！ 

託児つき 野菜ソムリエの食育料理講座 

周南ウオーキング協会 月例会 
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場所 周南市内の歴史や文化、観光地を中心と

した各地 

内容 周南市観光ボランティアガイドの会で

は、周南市に観光に来た方におもてなしができ

る観光ボランティアガイドを募集しています。 

（ガイドとしての活動決定後、数回の研修を予定） 

対象 どなたでも（研修後、ガイド活動ができる方） 

申込方法 電話、Fax、はがき 〆切 8 月 31 日 

問合せ・申込先 

周南市観光ボランティアガイドの会 事務局 

〒745-0033 周南市みなみ銀座 1-8 

（一財）周南観光コンベンション協会内 

℡  0834-33-8424（又は 0834-22-8691） 

Fax 0834-33-8425 

 

対象団体 明確な行動指針があり、自治体や中央政

府に対して法律を遵守するよう直接働きかけるグ

ループ 

対象事業 自然が残された特定の土地や水域を、野

生生物の生息地、またはアウトドア・レクリエーシ

ョンの機会を確保するために保全することを目的

としているプロジェクト 

助成額 10～50 万円／件 

問合せ先 コンサベーション・アライアンス・ジャパン  

URL http://ca-j.org/grants.html 

※問合せは上記 URL の問合せ用メールフォームを使用 

 

対象団体 対象活動に取り込む日本国内の福祉団体

およびボランティア団体 

（法人格の有無は不問。個人での申込は不可） 

対象活動 平成 28 年熊本地震や東日本大震災等の 

自然災害による被災障がい者を支援する活動 

助成額 上限 50 万円／件 

問合せ先 （公財）木口福祉財団 

℡  0797-21-5150 

URL http://kiguchi.or.jp/jyoseijigyou/jyosei_program/ 

平成 28 年度 被災地復興助成（〆切：8/4） 

日時 8 月 28 日（日）9 時～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 

ボランティア募集情報 

観光ボランティアガイド募集!! 

周南おりがみ研究会 例会 

助成金情報 

対象団体 コミュニティー活動を行い、下記の要件

を満たす団体 

①営利を目的としない団体 

②日本国内外を対象に活動する団体 

③設立や運営に企業が主体的に関わっていない団体  
※団体の法人格の有無や種類は問わないが NPO 法人等を当面優先。 

助成内容 

＜1．コミュニティー事業＞ 

①コミュニティー振興及びまちづくりに関する事業 

…5〜10 件程度、合計 500 万円以内 

②社会教育及び文化・スポーツに関する事業 

…5〜10 件程度、合計 500 万円以内 

＜2．防災講座・職場体験セミナー等の開催助成＞ 

①防災食講座…上限 50 万円／件 

②防災シュミレーション体験講座…上限 50 万円／件 

③お料理体験等の各種体験講座等…上限 50 万円／件 

④体験学習（職場体験）…2 件程度、合計 200 万円以内 

問合せ先 （一財）YS 市庭コミュニティー財団 

℡  03-5770-8822 

URL http://ys-ichiba.org/content_disp.php?c=52c7a747d3de4&n=2  

アウトドア環境保護基金（〆切：8/15） 

YS 市庭コミュニティー財団助成（〆切：8/10） 



4 
 

対象団体 団体名義の「ゆうちょ銀行」口座をもつ

非営利団体 

対象事業 日本国内および開発途上国で実施するフ

ィールドワークを伴う活動で、対象分野のいずれか

に該当するもの 

＜対象分野＞ 植樹／森林整備／砂漠化防止／里

地、里山、里海の保全／湖沼・河川浄化／野生生

物の保護／絶滅危惧生物の保護 

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 総額 1 億円  

問合せ先 （公財）イオン環境財団 

℡  043-212-6022 

URL https://www2.aeon.info/josei/ 

対象団体 対象活動を行う団体・個人 

対象活動 

①植物保護活動 

…日本古来の植物種、地域固有種、絶滅危惧種等の

保護・増殖活動 

②自然保護・環境保全の調査・研究 

…日本の希少植物種の保護や、自然景観・環境保全

への貢献が期待できる調査・研究活動 

③花や植物を通じた環境福祉活動 

…日本の自然環境や社会環境の改善を目的とし、花

や植物を通じて福祉への貢献が期待できる活動 

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 上限 80 万円／件 

問合せ先 （公社）日本フラワーデザイナー協会 

℡ 03-5420-8741 

URL   http://www.nfd.or.jp/activity/nfd-one-leaf-fund  

【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/ 

※お盆期間中も通常通り※お盆期間中も通常通り※お盆期間中も通常通り※お盆期間中も通常通り開館しています。開館しています。開館しています。開館しています。    

＜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 10 月 1 日～平成

29 年 3 月 31 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  

対象団体 より良い子育て環境づくりに資する活動

を行い、成果を上げている個人・団体 

要件 ①子育て支援に資する諸活動を継続的に行っ

ていること 

②活動内容が社会に認められ、ロールモデルとなり

うるものであること 等 

助成額 表彰状と、賞により副賞 50～100 万円 

問合せ先 「未来を強くする子育てプロジェクト」

事務局Ｗ係 

℡ 03-3265-2283 

URL   http://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/community/mirai_child/child/bosyu.html 

 

 
対象団体 明確な目標と活動対象を持った、非営利

活動を行うグループ 

対象活動 環境保護活動 

助成額 20～70 万円／件 

問合せ先 パタゴニア日本支社 

℡  0467-33-5306 

URL http://www.patagonia.com/jp/patagonia.go?assetid=2942  

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！ 

環境活動助成（〆切：8/20） ☆要推薦 

NFD one leaf fund（〆切：8/31） 

2016 年度 第 2 回 環境助成金プログラム（〆切：8/31） 

（公財）山口県国際交流協会 助成＜下期＞（〆切：8/31） 

未来を強くする子育てプロジェクト 
「子育て支援活動の表彰」（〆切：9/5） ☆要推薦 


