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日時・場所・内容 11 月 3 日（木・祝） 

★雨天決行   10 時 50 分～14 時 55 分 

JR 岩徳線大河内駅に 10 時 40 分集合。JR 岩

徳線大河内駅～JR 岩徳線周防久保駅～滝ノ口

公園～下松サービスエリア（下り線）～花岡福

徳稲荷社…きつねの嫁入り行列見学…～JR 岩

徳線周防花岡駅の約 11 キロを歩きます。 

対象 ウォーキングマナーを守れる方 

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 

定員 なし 事前申込 不要 

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。 

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 11 月 3 日（木・祝） 

9 時 10 分～15 時 30 分  ★雨天中止 

場所・内容 JR 岩徳線高水駅に集合し、呼坂本

陣から花岡御茶屋まで史跡を巡りながらウォー

キング。太閤さんの手水川公園をまわり、花岡

の狐の嫁入りに合流します。 

対象 どなたでも 持参物 弁当 

参加費 200 円（保険代・資料代として） 

事前申込 不要 

問合せ先 山陽道を歩こう会（西村） 

℡  090-6410-7939 

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  ★小雨決行 

内容 もうじき明治維新 150 年。五卿が通った

旧山陽道・萩往還道を古文書を解読しながら歩

きます。 

対象 健脚の方 申込方法 電話、Fax、はがき 

定員 20 名（先着順）※最少催行人数 10 名 

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） 

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 

 

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。 

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！） 

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 

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。 

定員 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。 

★託児ボランティアスタッフ募集中です。詳細はお問

合せください。 

イベント情報 
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託児つき 野菜ソムリエの食育料理講座 

11 月例会 きつねの嫁入り見学ウオーク 山陽道を歩こう 2016 秋の陣 

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 PartⅡ 
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日時・内容 

◆11 月 19 日(土)10 時～16 時 「グラフィックの『基本のキ』を学ぶ」 

◆11 月 20 日(日)10 時～12 時 ディスカッション「対話の場に貢献するために、私が大切にしていること」 

13 時～16 時 「実践的なワークに挑戦する」 

 ※原則として、2日目は 1日目の参加が条件となります。2日目のみ希望される方はご相談ください。 

≪講師≫  

・牧原ゆりえさん（一般社団法人サステナビリティ・ダイアログ 代表理事） 

・玉有朋子さん（一般社団法人しこくソーシャルデザインラボ 理事） 

・梯愛依子さん（一般社団法人サステナビリティ・ダイアログ ソーシャル事業部） 

・小柳明子さん（NPO 法人市民プロデュース 理事） 

場所 道の駅ソレーネ周南（周南市戸田 2713） 

参加費 無料 定員 30 名（先着順） 〆切 11 月 2 日（水） 

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/zGmo5e）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。 

    

日時 11 月 23 日（水・祝）10 時～15 時 30 分 場所 徳山商店街 

内容 ◆8:30～ 求人開始 

   ◆10:00～or10:30～ 1 回目職業体験 

   ◆11:30～or12:00～ 2 回目職業体験 

   ◆13:00～or13:30～ 3 回目職業体験 

対象 小学生 定員 約 900 名 参加費 500 円 事前申込 不要 

問合せ先 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 （主催：こどもっちゃ！商店街実行委員会） 

伝わる！つながる！対話の場を紡ぐ 「グラフィック・ハーベスティング基礎講座」 

託児有託児有託児有託児有    

対象：未就学児 

利用料：無料 

定員：約 5 人 

（先着順） 

日時 11 月 11 日（金）19 時～20 時 30 分 場所 下松市地域交流センター2F 和室 

内容 介護に携わる職種の人は、筋肉疲労や骨格に歪みが生じやすい環境にあります。 

放置すると悪化し、生産性の低下にも繋がる筋肉疲労や骨盤の歪みについて、 

「正しい理解」と「明日から自分自身で気を付けることができる体の使い方」 

を考える機会にしてみてはいかがでしょうか。 ≪講師≫カイロプラクター 久保美咲さん 

対象 介護施設・事業所の介護職員、相談員、ケアマネ等 参加費 会員：500 円、一般：1,000 円 

申込方法 申込用紙（※）に必要事項を記入の上、Fax にて申込 〆切 11 月 4 日（金） 

（※）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 （一社）山口県介護福祉士会 周南ブロック（濱田） 

℡ 090-5702-8391 Fax 0820-48-4441 

リフレッシュ研修会 健康講座 

動きやすい服装で 

お越しください。 
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日時 11 月 27 日（日）13 時～15 時 

場所 周南市学び・交流プラザ 

内容 

①紙芝居上演：青木健作作品『行ける所まで』 

②献歌・献句の披露および特選・入選・佳作作

品の表彰 

③青木健作作詞 富田西小学校旧校歌の合唱 他 

 （同校児童・同窓生有志並びにコールひまわりと

音楽教室児童） 

④墓前行事（閉会後・希望者のみ） 

 浄真寺墓苑において、献歌・献句を青木健作先生

の墓前に供え、特選作品を作者が朗詠します。 

対象 どなたでも 参加費 無料 事前申込 不要 

問合せ先 青木健作顕彰の会（和知） 

℡  0834-63-1129 

 

日時 11 月 27 日（日）10 時～14 時 

場所 下松市役所グリーンプラザ（市役所南駐

車場）べんけい号展示車庫付近 ★雨天中止 

内容  

①べんけい号の大掃除：べんけい号に触れて、

磨きあげて、防錆スプレーをします。 

②親子で描くべんけい号：親子の共同作業で、

絵を仕上げてください。 

★来年 1 月中旬に作品の審査を行い、月末に展示と

「表彰式」を行う予定です。 

③復元モデル機の運転 

④紙芝居：「走れべんけいごう」ほか 1 編 

★弁当＋お茶（500 円）を販売します。 

ご注文は当日受け付けます。 

★15 時～会員ほかの交流懇親会を、ほしらんどくだま

つ（下松中央公民館）にて開催します。（会費：2,000 円） 

対象 どなたでも 参加費 無料 事前申込 不要 

持参物 「親子で描くべんけい号」参加者はお

好きな絵の具（画板と画用紙は会が準備します） 

問合せ先 

NPO 法人 下松べんけい号を愛する会（栗田） 

℡ 080-1946-5118 

日時 11 月 27 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 

周南おりがみ研究会 例会 

日時 11 月 13 日（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 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）  

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 

第 23 回 青木健作顕彰の集い 

秋のふれあい交流会 
おやこで描いて、べんけい号に乗ろう 

★サポートスタッフ 

（ボランティアスタッフ）を募集します！ 

内容：会場案内、線路の敷設＆撤去、会場整理、

EL 機の運転等（昼食は当会で用意します） 

問合せ・申込は上記連絡先へ！ 

※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。 
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対象団体 

①公益社団・財団法人又は一般社団・財団法人 

②特定非営利活動法人 

③上記①②以外の法人格を有する団体 

④法人格を有しないが、活動を実施するための体制

が整っていると認められる団体 

対象活動 

＜1．子どもを対象とする体験活動や読書活動＞ 

◆体験活動 

①自然体験活動     ②科学体験活動 

③交流を目的とする活動 ④社会奉仕活動 

⑤職場体験活動     ⑥その他の体験活動 

◆読書活動 

＜2．1．の支援活動＞ 

①フォーラム等普及活動 ②指導者養成 

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 2 万円以上で限度額は次のとおり 

◆市区町村規模…上限 100 万円／件 

◆都道府県規模…上限 200 万円／件 

◆全国規模…600 万円／件 

問合せ先 （独行）国立青少年教育振興機構 

℡ 0120-579-081 

URL   http://yumekikin.niye.go.jp/jyosei/taiken_boshu.html 

対象団体 中国地域に所在する文化またはスポーツ

に関する団体 

対象活動 中国地域在住者が過半数を占め、中国地

域内において行われ、助成対象となる経費が 20 万

円以上である次のいずれかの活動 

①創造・普及・育成につながる美術の展示活動 

②創造・普及・育成につながる音楽の公演活動 

③伝統文化の保存・伝承・復活・復元及び発表活動 

④アマチュアスポーツの振興活動 

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 10～50 万円／件 

問合せ先 （公財）エネルギア文化・スポーツ財団 

℡  082-542-3639 

URL http://www.gr.energia.co.jp/bunspo/application/cat1.html  

対象団体 長年地域文化の振興に寄与してこられた

団体、とりわけ地域の音楽・美術・演劇・伝統芸能

の各分野において努力されている諸団体 

対象活動 国内の団体・法人が国内で行う、地域文

化振興に寄与し、文化・芸術的に優れた公演・展覧会等 

①音楽部門…地域で継続的に活動しているアマチ

ュアの音楽団体の公演 

②美術展部門…各地の美術館等が地域の人々に優

れた美術品の鑑賞の機会を提供する展示活動等 

③演劇部門…地域で継続的に活動しているアマチ

ュアの演劇団体の公演 

④伝統芸能部門…各地の伝統芸能の伝承と保存、後

継者の育成を図るための公演 

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 特に定めなし（近年の実績…20～50 万円／件） 

問合せ先 （公財）三菱 UFJ 信託地域文化財団 

℡ 03-3272-6993 

URL   http://mut-tiikibunkazaidan.or.jp/ 

対象団体 助成開始時（平成 29 年 4 月 1 日）に 18 歳

以上のメンバーが 4 名以上で活動する団体・グループ 

※連絡責任者は平成 29年 4月 1日時点で満 20歳以上である

こと 

※団体の日常の活動をよく知っており、かつ利害関係がない

方からの推薦が必要 

対象活動 地域における、子育てに関わるボランテ

ィア活動 

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 30 万円／件 

問合せ先 （公財）キリン福祉財団 

℡ 03-6837-7013 

URL   http://www.kirinholdings.co.jp/foundation/h29koubo/index.html  

【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/ 

 

   

（公財）三菱 UFJ 信託地域文化財団 助成（〆切：11/30） 

助成金情報 

キリン・子育て応援事業（〆切：11/7）★要推薦 

エネルギア文化・スポーツ財団 助成（前期）（〆切：11/20） 

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。ぜひお気

軽にご連絡・ご来館ください！ 

子どもゆめ基金（〆切：11/15） 


