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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 9 月 10 日・24 日（いずれも土） 

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。 

※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 9 月 9 日・16 日（いずれも金） 

13 時 30 分～15 時 30 分 

場所 光市地域づくり支援センター 視聴覚室 

内容 「ゼロからスマホを体験しよう」 

スマホは便利で簡単、楽しく使えます。体験し

て、世界を広げてみませんか！ 

9 月 9 日 使用スマホ：アイフォン 

9 月 16 日 使用スマホ：アンドロイド 

※希望される使用スマホの日をお選びください。 

＜講師＆サポーター＞ 

㈱サンオーク及び NPO 法人シニアネット光会員 

対象 シニア初心者（概ね 60 歳以上） 

定員 各コース 10 名（先着順） 

持参物 なし（スマホはお貸しします） 

参加費 1,000 円（スマホ使用料、テキスト代として）  

申込方法 受講希望日と氏名、住所、電話番号

を電話またはメールで申込 

問合せ・申込先 NPO 法人 シニアネット光 

℡  080-5759-2899 

ﾒｰﾙ sn_hikari@aroma.ocn.ne.jp 

 

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。 

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・申込は上記連絡先へ！ 

イベント情報 
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2016
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年
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託児つき 野菜ソムリエの食育料理講座 

「第九 歓喜の歌」 合唱練習会 ゼロから始めるスマホ体験 
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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 

 

10 月例会 紅葉ウォーク 

日時・場所・内容 10 月 23 日（日）9 時 20 分～16 時 ★雨天決行 

JR 岩徳線高水駅に 8 時 55 分集合。JR 岩徳線高水駅～三丘徳修公園～三丘温泉～松原八幡宮～

黒岩峡～毛利元就の歯廟～三丘徳修公園～小周防広場～周防の森ロッジ～JR 島田駅の約 22 キロ

を歩きます。 ※毛利元就の歯廟通過後、三丘徳修公園にて一次ゴール可能。（距離約 14 キロ） 

事前申込 不要 

 

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 9 月 25 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 

日時 平成 28 年 10 月～平成 29 年 3 月 

点訳（昼） 毎週金曜日    13 時～15 時 

点訳（夜） 毎週金曜日    18 時～20 時 

 音 訳  毎月第 1・3 木曜日 10 時～12 時 

場所 周南市徳山社会福祉センター2 階 

ボランティア室（周南市速玉町 3-17） 

内容 点訳・音訳ボランティア初心者講習会の

受講生を募集します。点訳・音訳を基礎から学

んでみませんか？受講期間は半年間で、初回は

点訳：10 月 7 日（金）・音訳：10 月 6 日（木）

です。講習終了後は、点訳・音訳ともパソコン

での図書製作にご協力お願いします。 

対象 パソコン操作ができる方 

受講料 1,000 円（資料代として） 

申込方法 電話、Fax 〆切 9 月 23 日（金） 

問合せ・申込先 NPO 法人 周南視覚障害者図書館 

℡ 0834-34-9351／Fax 0834-34-9352 

（電話受付：月・火・木・金曜日の 9 時 30 分～15 時 30 分）

周南ウオーキング協会 月例会 

周南おりがみ研究会 例会 点訳・音訳ボランティア初心者講習会 
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日時 10 月 2 日（日）9 時～15 時（8 時 30 分～受付開始） ※雨天時は室内で特別講習会のみ開催 

場所 降松神社・若宮（下松市大字河内吉原 1989 番地） 

内容 ◆9:00～9:10：開会行事 

◆9:10～10:30：スロージョギング®特別講習会  ※特別講習会のみの参加も可能 

＜講師＞日本スロージョギング協会 佐藤紀子さん（ポイント対象イベント） 

◆10:30～14:30：スローハイキング大会  ◆14:30～15:00：閉会行事 

対象 どなたでも 参加費 無料 持参物 弁当、飲み物、山歩きできる服装着用 

申込方法 電話又は Fax、メール、郵便 

問合せ・申込先 NPO 法人 降松平和の里ハイキングの会   〒744-0061 下松市大字河内 1937 番地 

℡・Fax① 0833-41-4852（廣戸） ② 0833-43-6035（清木） ③ 0833-43-0560（松岡） 

ﾒｰﾙ eiitsuro.744-0061@kvision.ne.jp ★詳細は、支援センターホームページ掲載のチラシ等をご覧ください。 

 

※上記イベントにて参加者の安全確保等を行うボランティアスタッフを募集します。 

【時間】8時～15 時頃 【対象】高校生以上の方 【〆切】9月 20 日(火)  問合せ・申込は上記連絡先へ！ 

スローハイキング大会 in 中宮 2016 

対象団体 活動している会員数が 5 名以上の営利を

目的としない団体・グループ（任意団体、NPO 法

人、財団・社団法人、大学のサークル等）で、法人

格の有無や活動実績は不問。 

※社会福祉協議会もしくは共同募金会の推薦が必要 

対象活動 高齢者、障がい児者、児童等への支援活

動及びその他、社会的意義の高いボランティア活動 

対象活動の実施期間 平成 29 年 1 月 1 日～12 月 31 日 

助成額 上限 30 万円／件 

問合せ先 （公財）大和証券福祉財団 

℡ 03-5555-4640 

URL http://www.daiwa-grp.jp/dsf/grant/outline.html 

 

助成金情報 

ボランティア活動助成（〆切：9/15）☆要推薦 

日時 10 月 7 日（金）8 時 15 分～15 時 ★小雨決行 

場所 ＜集合＞JR 徳山駅 みなと口→旧山陽道→＜解散＞JR 戸田駅 

内容 もうじき明治維新 150 年。8.18 の政変で京を追われた七卿のうち五卿は嵐のために徳山に上陸

し、大殿の出迎えを受け陸路で三田尻に向かいました。当時の面影残る旧山陽道を古文書を解読

しながら歩きます。 

対象 健脚の方 参加費 1,500 円（保険代、昼食代、資料代として） 

定員 20 名（先着順）※最少催行人数 10 名 申込方法 電話、Fax、はがき 〆切 10 月 3 日（月） 

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 

JR ふれあいウォーク 古地図を片手に五卿の通った道を歩こう PartⅠ 

対象団体 組織・団体 

募集内容 国内外を問わず、地域として、地域固有

の魅力の創出・需要の創造、地域活性化、双方向の

文化交流等、オリジナリティを活かした「持続可能

な観光」の取り組み事例 

助成額 ・最優秀賞（1 作）…100 万円 

・優秀賞（2 作）…50 万円 

問合せ先 JTB 交流文化賞事務局 

℡ 03-6722-0757 

URL http://www.jtb.co.jp/chiikikoryu/koryubunkasho/obo/koryu.asp  

 

JTB 交流文化賞 組織・団体部門（〆切：9/15） 
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対象団体 県内にて教育、スポーツ部門、芸術文化

部門に著しい成果をみせ、他の範とするに足る学

校、団体 

助成内容 資金補助。金額は財団の規定による 

問合せ先 （公財）西京教育文化振興財団 

℡ 0834-22-7665 

URL   http://secf.jp/c_solicit.html 

対象団体 県内で女性を中心にコミュニティ活動や

ボランティア活動・NPO 活動等に取り組み、活動

歴が 3 年以上ある 5 人以上の団体またはグループ 

対象事業 

①くらしづくり分野（健康、文化、環境、省エネ、

リサイクル、食の安全・安心） 

②子育て分野（子育て支援、教育、子どもの安全、

母子保健、食育） 

③福祉分野（高齢者福祉、介護福祉、障害者福祉等） 

④地域づくり分野（街づくり、村おこし、地産地消、

農業、地域伝統文化、平和、ボランティア支援） 

助成額 副賞として 10～30 万円 

問合せ先 生活協同組合コープやまぐち 女性いき

いき大賞事務局 

℡ 0120-27-5520 

URL  http://www.yamaguti-coop.or.jp/about/ikiiki/  

対象団体 原則として不問。個人でも団体でも応募可能。  

対象事業 

［A：調査・研究助成］ 

・地域文化、衣・食・住、生活、民俗、芸能等に関

する調査・研究 

・環境、景観、町並み保存、遺跡、観光、国際交流、

文化政策等に関する調査・研究 

・今までに本事業の助成を受けた「（B）活動」のテ

ーマを対象とする調査・研究 

・以上に関する、新しい観点からの将来性に富んだ

調査・研究 

［B：活動助成］ 

・地域の「文化力」の向上を目的とした、衣・食・

住に関わるまち・島おこし、町並み保存活動、環

境保全活動、芸術・文化創造活動や、以上に関す

るフィールドワーク、記録・報告等の公表・普及 

・地域の「文化力」の向上に関わる、子どもたちへ

の教育活動 

助成額 30～100 万円／件 

問合せ先 （公財）福武財団 

℡ 087-892-2550 

URL  http://www.fukutake.or.jp/art/koubo/index.shtml  

対象団体 県民活動（ボランティア活動）を行うた

めに新たに立ち上げる県内の団体で、継続的に活動

を行なう計画のある団体 

対象事業 地域における、まちづくりや福祉等公益

的な幅広い分野の活動で、新たに立ち上げた県民活

動（ボランティア活動）団体の初年度の事業 

助成額 上限 10 万円／件（対象経費の 2 分の 1） 

問合せ先 （一財）山口県厳島会 

℡ 083-933-2267 

URL   http://www.yamaguchiitsukushimakai.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/ 

 

 
募集内容 「周南を元気にするアイデア」をテーマ

としたイベント、もしくはまちづくり政策へのアイデア 

募集部門 ①中学部門 

②高校部門（高専生 1～3 年を含む） 

③大学部門（高専専攻科を含む） 

④一般部門（上記以外） 

※個人でもグループでも応募可能。 

応募方法 応募用紙に必要事項を記入の上、募集テ

ーマに関する提言内容を 2,000 字以内で記述し、

郵送または電子メールにて提出。（用紙は自由。図

表、写真、イラスト、パース等の添付も可） 
※イベントの場合は、実施に当たっての予算書を作成すること。 

助成額 ・最優秀賞（各部門につき 1 作品）…3 万円 

・優秀賞（各部門につき 1 作品）…1 万円 

・特別賞（全部門の中から 1 作品）…3 万円 

問合せ先 徳山大学地域連携センター 

℡  0834-28-0411 

ﾒｰﾙ chiiki@tokuyama-u.ac.jp 

URL http://www.tokuyama-u.ac.jp/news/notice/machikon2016bosyuu.html  

※問合せはできるだけ電子メールを利用。 

第 11 回 コープやまぐち 女性いきいき大賞（〆切：9/30） 

2017年度瀬戸内海文化研究・活動支援助成（〆切：9/30） 

県民活動支援事業（〆切：9/30） 

周南まちづくりコンテスト 2016（〆切：9/16） 

西京教育文化振興財団 助成（〆切：10/31） 

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！ 


