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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 10 月 8・9 日（土・日）10 時～16 時 

場所 永寿園霊所（周南市樋口 750）★雨天決行 

内容 

◆県内外のクラフト作家さんの作品の展示・販売  

◆ワークショップ ①フェルト製の小物づくり 

②陶芸制作体験 

③革で刻印あそび 

④リボンバッグ、リースづくり 

◆飲食ブース出店 

対象 どなたでも 参加費 無料 事前申込 不要 

問合せ先 Be Smile（山本） 

℡  090-7544-7327 

Fax 0834-28-4838 

ﾒｰﾙ yama_no_craft@yahoo.co.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。 

10 月 12 日 ベビーリーフ 11 月 9 日 ビーツ 

※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！） 

参加費 2,500 円／回（材料費含む） 

託児料 食事付：1,200 円／人 

食事なし：700 円／人 ※原則 1歳以上 

※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、手拭きタオル 

定員 各 16 名 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 

★11 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。 
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託児つき 野菜ソムリエの食育料理講座 第 7 回 山の中のクラフト展 

★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・申込は右記連絡先へ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PartⅠ・Ⅱ共通項目 

対象 健脚の方 定員 各 20 名（先着順）※最少催行人数 10 名 申込方法 電話、Fax、はがき 

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 

日時 10 月 7 日（金）8 時 15 分～15 時 

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。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。 

参加費 1,500 円（保険代、昼食代、資料代として） 

〆切 10 月 3 日（月） 

PartⅡ 

日時 11 月 10 日（木）8 時 30 分～15 時 

場所 ＜集合＞JR 戸田駅→旧山陽道→萩往還道

→＜解散＞JR 防府駅 

内容 旧山陽道・萩往還道を古文書を解読しなが

ら歩きます。 

参加費 1,600 円（保険代、昼食代、資料代として） 

〆切 11 月 6 日（日） 
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10 月例会① 錦帯橋・岩国城下町と岩国往来のみち 

日時・場所・内容 10 月 16 日（日）10 時 5 分～15 時 20 分 ★雨天決行 

JR 岩国駅東口に 9 時 50 分集合。JR 岩国駅～今津札場跡～JR 西岩国駅～岩国城下町町並み～錦

帯橋（希望者のみ入橋。入橋料 300 円は個人負担）～錦城橋～吉香公園：香川家長屋門・旧目加田家

住宅≪一次ゴール(距離約7キロ)≫～岩国運動公園～楠中央公園～加陽和泉守屋敷跡～長山公園～JR

岩国駅の約 16 キロを歩きます。 

参加費 一般（会員外）：300 円、県・周南ウオーキング協会会員：100 円、中学生以下：無料 

 

10 月例会② 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≪一次ゴール(距離約 14 キロ)≫～ 

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。 

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 

 

共通項目  

対象 ウォーキングマナーを守れる方 定員 なし 事前申込 不要 

持参物 弁当・昼食時の敷物・飲み物、および 

＜10 月例会①＞は山口県下ウオーキング協会会員の方は会員証、 

＜10 月例会②＞は白色タオル、帽子・服装は白色系統のものを着用（蜂対策のため） 

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・場所 県東部会場 10 月 15 日（土）光市地域づくり支援センター（光市島田 4-14-3） 

県西部会場 10 月 16 日（日）ウズハウス（下関市阿弥陀寺町 7-8） 

県央部会場 10 月 23 日（日）山口市男女共同参画センター（山口市中央 2 丁目 5-1） 

いずれも 13 時～16 時 ※3会場とも共通プログラム（事例報告者のみ別） 

内容 ①講義「地域を変える！コーディネーターのチカラ」 講師：金子和夫氏（金子和夫事務所代表） 

②事例報告 ◆県東部会場：河村淳子氏（MAMACOTO 代表） 

◆県西部会場：沖野充和氏（ウズハウスプロジェクト実行委員会代表） 

◆県央部会場：西倉慎顕氏（山口市南部地域おこし協力隊） 

③協働促進カフェ「連携・協働の可能性について語ろう」 

持参物 名刺（多めにご持参ください）、チラシ・パンフレット等（会場内活動 PR コーナーへの設置希望者のみ）  

参加費 無料 定員 各 30 名（先着順） 〆切 各会場開催日の 2 週間前 

申込方法 下記のいずれかの方法 

●参加申込フォーム（https://goo.gl/2JQVSe）より申込 

●申込用紙（※）に必要事項を記入の上、Fax または郵送にて申込 

●申込用紙（※）の必要事項を記入の上、メールにて申込 

（※）支援センターHP 掲載のチラシ等にてご確認ください。 

問合せ・申込先 NPO 法人市民プロデュース 

〒753-0074 山口市中央 3-6-1-2F  ℡ 083-932-4919 Fax 083-932-4929 

ﾒｰﾙ shiminproduce@gmail.com  ★詳細は、支援センターHP 掲載のチラシ等をご覧ください。 

周南ウオーキング協会 月例会 

ソーシャルインパクトを生み出す 協働プロジェクト・ラボ （主催：山口県、企画・運営：NPO 法人市民プロデュース） 
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日時 10 月 23 日（日）9 時～11 時 30 分 

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 10 月 30 日(日)10 時～（9 時 30 分開場） 

場所 新南陽ふれあいセンター 

内容 歌や踊りの披露、くじびき大会等 

◆賛助出演…福川小学校マーチングバンド 

◆特別出演…演歌歌手 入山アキ子さん 

対象 どなたでも  参加費 500 円 

事前申込 不要 

問合せ先 新南陽若山ライオンズクラブ（山本） 

℡ 080-3096-8897 

★この他、11 月 5・6 日（土・日）新南陽ふれあい

物産展会場にて献眼登録を、11 月 20 日（日）イ

オンタウン周南にて献血奉仕を行います。ぜひお

越しください。 

第 26 回 アイバンク＆盲導犬育成基金 
チャリティショー 

 

周南おりがみ研究会 例会 

日時 10 月 16 日・11 月 13 日（いずれも日）9 時～15 時（8 時～受付開始） 

場所 ≪集合場所≫下松市農業公園（下松市来巻 601−2） 

≪作業場所≫烏帽子ヶ岳登山口付近（集合場所より徒歩 30 分程度） 

内容 登山道整備と桜植樹場所確保 対象 どなたでも 定員 各 10 名（先着順） 

持参物 弁当・飲み物、鋸・厚鎌・金鍬・チェーンソー等から 2 点程度、長袖・長ズボン・安全靴・帽子・手袋等着用  

申込方法 住所・氏名・年齢・電話番号を電話または Fax にて連絡 

問合せ・申込先 NPO 法人 降松平和の里ハイキングの会 

℡・Fax① 0833-41-4852（廣戸） ℡・Fax② 0833-43-6035（清木） 

℡・Fax③ 0833-46-1218（宮田） ℡・Fax④ 0833-43-1467（石津） 

℡・Fax⑤ 0833-43-0560（松岡） 

※当日の現場の状況等により、中止を含め作業場所・方法の変更をする場合があります。 

ボランティア募集情報 

ハイキングコース整備ボランティア募集 

日時 11 月 23 日（水・祝）8 時 30 分～16 時 

場所 徳山商店街 

内容 小学生の職業体験イベント「こどもっちゃ！商店街」を

一緒に運営し、当日の小学生のお世話をするボランティアを募

集します。11 月上旬に事前説明会を予定しています。 

対象 高校生～概ね 30 歳代までの方 定員 なし 

申込方法 電話、Fax、メール、はがき  〆切 10 月 30 日（日） 

問合せ・申込先 周南市役所 商工振興課 

〒745-0045 周南市徳山港町１－１ 

℡  0834-22-8373  Fax 0834-22-8357 

ﾒｰﾙ shoko@city.shunan.lg.jp 

「こどもっちゃ！商店街」ボランティア募集 
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。（例：活

動 PR、助成金獲得 等）ぜひお気

軽にご連絡・ご来館ください！ 
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対象 個人または団体 

※都道府県教育委員会・文化関係部局、学識経験者、報道機

関、税理士会および税理士協同組合ならびに税理士等、い

ずれかの推薦が必要 

対象活動 

①音楽・舞踊・演劇等の芸術活動分野 

…地域における音楽・舞踊・演劇等の芸術活動およ

びそれらの人材育成 

②伝統芸能分野 

…地域における伝統芸能の保存および後継者の育

成を図るための活動 

③伝統工芸技術分野 

…地域における伝統工芸技術の保存および後継者

の育成を図るための活動 

④食文化分野 

…地域における食文化に関わる技能及び技法、並び

に継承者の育成等を図るための活動 

対象活動の実施期間 ①・②…平成 29 年 4 月 1 日

～平成 30 年 3 月 31 日 

助成額 上限 50 万円／件 

問合せ先 （公財）全国税理士共栄会文化財団 

℡  03-5740-8331 

URL http://www.zenzeikyo.com/assist/index.html  

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 民間非営利の団体、ボランティアグルー

プ、特定非営利活動法人（NPO 法人）等で、所定

の要件（申請時点で 1 年以上の活動実績を有し継続

して運営している 等）を満たす団体 

対象活動 高齢者を対象とした健康管理・増進、自

立支援、生きがいづくり等の活動 

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 15 万円／件 

問合せ先 （一社）生命保険協会 

℡ 03-3286-2643 

URL   http://www.seiho.or.jp/activity/social/senior/guideline/  

対象団体 非営利な活動を行う団体（個人での申込は不可）  

対象活動 

①緑化植栽活動 

…花や緑にあふれるふるさとづくりを目的とした、

道路沿いや公園隣地等で行う「花いっぱい運動」

等、地域住民が自ら行う植栽活動 

②自然環境保全活動 

…緑豊かなふるさとづくりを目的とした、山林や河

川敷、里地里山等で行う自然環境の保護保全活動

や整備、植樹活動 

※活動地域が団体所在地の市町村であること 

（ただし、熊本地震の被災地で緑化支援を目的に行う活動

である場合は不問） 

※自治体の指定管理者として管理している施設・場所で

行う緑化活動ではないこと 

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 有識者を中心とする審議委員が助成額を決定 

問合せ先 （公財）コメリ緑育成財団 

℡ 025-371-4455 

URL   http://www.komeri-midori.org/koubo/guide.html  

対象団体 団体の代表が 10 代・20 代である団体、

または 10 代・20 代を中心とする個人・団体 

対象事業 社会的課題を自由な発想で解決するアク

ション 

助成額 大賞：200 万円、奨励賞：10 万円 

問合せ先 住友生命保険相互会社 

℡ 06-6937-1402 

URL   http://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/youngjapanaction/project/  

【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/ 

 

   

元気シニア応援団体に対する助成活動（〆切：10/31） 

助成金情報 

第 27 回 コメリ緑資金（〆切：10/31） 

ヤングジャパンアクション（〆切：10/14） 

平成 28 年度・第 26 期助成 
＜地域文化の振興をめざして＞（〆切：10/31）☆要推薦 

西京教育文化振興財団 助成（〆切：10/31） 


