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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 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。 

2 月 8 日 からし菜 3 月 8 日 ニラ 

※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 ・入会金…1,000 円（事前お支払い） 

・参加料…2,000 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。 

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 

日時 2 月 1 日（水）10 時～12 時 10 分 

場所 周南市学び・交流プラザ 多目的ホール 

内容 “血の繋がりのない息子を育てる父親”

“最愛の妻を失った夫”“不治の障害を持つ子

を育てる夫婦”の 3 家族が登場する、「家族の

絆とは何か？」を問うドキュメンタリー映画

「ずっと、いっしょ。」を上映します。 

対象 どなたでも 定員 100 名 

参加費 無料    事前申込 不要 

問合せ先 

周南市人権推進課男女共同参画室 

℡ 0834-22-8205 

日時 2 月 26 日（日）9 時～12 時 

場所 周南総合庁舎 2F 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 3 月 4 日（土）10 時～14 時 

（9 時 30 分～受付開始） 

場所 新南陽ふれあいセンター 

内容 もちつき、茶道、日本の遊び、着物着付

け体験等、アメリカの子どもたちと一緒に各ブ

ースを回ります。 

対象 どなたでも 定員 60 名程度（先着順） 

参加費 未定（800 円程度を予定） 

申込方法 電話・Fax・メール 

〆切 2 月 25 日（土） 

問合せ・申込先 周南国際交流児童クラブ（笹村） 

℡   090-4653-0472 

Fax  0834-64-1454 

ﾒｰﾙ  kokusaijidou@clock.ocn.ne.jp 

イベント情報 

1111
2017

月

年

号 

ひなまつり国際交流会 

周南おりがみ研究会 例会 

託児つき 野菜ソムリエの食育料理講座 平成 28 年度 周南市男女共同参画フォーラム 

～心で感じる家族と命～（主催：周南市・すまいるネット周南）  

★ボランティア支援スタッフを募集しています！ 

日時：3 月 4 日（土）8時～16 時 ※他、事前準備有 

場所：新南陽ふれあいセンター 

内容：日本の子どもたちやアメリカの子どもたちの 

円滑な交流のための支援（事前準備、後片付

け、当日のブース運営等） 

対象：高校生以上 定員：10 名程度 

申込方法：電話・Fax・メール 〆切：2 月 10 日（金）

※問合せ・申込は右記連絡先へ！ 
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2 月例会① 陶の道・若山城登城のみち 

日時・場所・内容 2 月 19 日（日）9 時 25 分～15 時 ★雨天・小雪決行 

JR 福川駅に 9 時 5 分集合。 

JR 福川駅～福川本陣跡～若山城跡入口…若山山頂（若山城址）…尾根沿い山道…花河原～ 

小畑公民館～神上神社～富岡公園（陶氏館跡）～永源山公園～山崎八幡宮～勝栄寺～ 

JR 新南陽駅を巡る、約 13 キロを歩きます。 

持参物 弁当・昼食時の敷物・飲み物・手袋（すり傷防止用）・ウオーキング協会会員の方は会員証 

※寒さ厳しい時季ですので、寒さ対策は十分にお願いします。 

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 

事前申込 不要 

2 月例会② 街道ウォーク 椿峠～宮市宿（旧山陽道） 

日時・場所・内容 2 月 26 日（日）9 時 55 分～15 時 20 分 ★雨天・小雪決行 

JR 富海駅に 9 時 45 分集合。 

JR 富海駅～石原薬師堂～椿峠：旧山陽道～富海本陣跡～JR 富海駅～旧山陽道～橘坂～浮野峠～ 

浮野宿（徳地屋敷跡）～周防国衙跡～まちの駅・うめてらす～防府天満宮～JR 防府駅を巡る、 

約 16 キロを歩きます。 

※富海本陣跡通過後の JR 富海駅から参加も可能。（距離約 10 キロ・JR 富海駅に 10 時 55 分集合・要事前申込） 

持参物 弁当・昼食時の敷物・飲み物 ※寒さ厳しい時季ですので、寒さ対策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 

事前申込 コース途中からの参加希望者のみ電話での事前申込が必要 

3 月例会 小瀬・上関街道ウォーク 

日時・場所・内容 3 月 5 日（日）9 時 40 分～14 時 20 分 ★雨天決行 

JR 大畠駅に 9 時 22 分集合。 

JR 大畠駅～小瀬・上関街道～長泉寺前～大畠ふれあい公園～妙円寺：月性の生家・清狂草堂～ 

JR 柳井港駅～代田八幡宮前～茶臼山古墳～JR 柳井駅を巡る、約 11 キロを歩きます。 

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 

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 

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。 

    
周南ウオーキング協会 月例会 

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。 



3 
 

 

市民活動支援センター
では、助成金情報のファ
イルの設置や年間スケ
ジュールの掲示を行っ

ています。また、要項や
申請書のコピーもでき
ます。（10 円/枚） 

日時 2 月 1 日（水）13 時 30 分～14 時 30 分 ※14 時 30 分～個別相談会（希望者のみ） 

場所 山口県社会福祉会館 大ホール（山口市大手町 9-6） 

内容 山口県内で助成事業を行っている 8 団体が、平成 29 年度の助成事業に関する説明を行います。 

≪説明団体：助成対象活動≫ 

①愛山青少年活動推進財団：青少年健全育成活動、山口県の先賢の顕彰・歴史の伝承普及活動 

②河村芳邦記念青少年育成財団：青少年健全育成活動 

③西京教育文化振興財団：教育・スポーツ・芸術文化活動 

④山口きらめき財団：地域づくり等幅広い分野の県民活動全般 

⑤山口県厳島会：地域づくり等幅広い分野の県民活動全般 ※新たに立ち上げる団体が対象 

⑥山口県共同募金会：子育て支援、障がい児・者の支援、高齢者支援、災害対策等の福祉活動 

⑦山口県国際交流協会：国際交流・国際理解の促進につながる活動 

⑧山口県ひとづくり財団：生涯学習の推進につながる活動 

対象 どなたでも 定員 70 名（先着順） 参加費 無料 〆切 定員に達し次第 

申込方法 （公財）山口きらめき財団 HP 掲載チラシ内の「参加申込書」に記入し、 

Fax、電話、メールのいずれかで申込 

問合せ・申込先 （公財）山口きらめき財団（担当：森永） 

℡  083-929-3600   Fax 083-924-9096 

ﾒｰﾙ info@y-kirameki.or.jp URL http://www.y-kirameki.or.jp 

平成 29 年度 助成事業合同説明会 

助成事業説明会情報 

日時 2 月 22 日（水）19 時～20 時 30 分 

※講座終了後～個別相談会（希望者のみ） 

場所 岐山公民館 1F 講堂 

内容 県内で行われる地域づくり等の幅広い分野の活動に対して

助成を行う（公財）山口きらめき財団の「きらめき活動助成事業」

について、担当者が直接説明を行います。 

対象 地域づくり活動及び市民活動に関わる団体の方 

定員 30 名程度 参加費 無料 

申込方法 ①氏名、②所属団体名、③電話番号、④メールアドレス

（あれば）、⑤個別相談希望の有無を Fax またはメールで連絡 

〆切 2 月 20 日（月） 

問合せ・申込先 （公財）周南市ふるさと振興財団（担当：國兼） 

℡   0834-33-7701 

Fax  0834-31-3655 

ﾒｰﾙ  furusato@gokan-furusato.org 

(公財)山口きらめき財団 助成金活用講座 
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対象団体 規約（会則等）を持ち、主に周南市で市

民活動を行う団体 

対象事業 次のいずれも満たす事業 

①活動の第一歩として新たに行う事業、または新た

な展開を図ろうとする事業 

②地域社会が抱える課題の解決に向けて、自発的に

取り組む事業 

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 10 万円／件 

問合せ先 （公財）周南市ふるさと振興財団 

℡ 0834-33-7701 

URL   http://gokan-furusato.org/zaidan/genki.htm  

【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/ 

 

 助成金情報 

しゅうなん元気活動支援事業助成金（〆切：2/15） 

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 

 

アウトドア環境保護基金（〆切：2/15） 

対象団体 次の要件を満たす、NPO 法人、社会福祉

法人、財団・社団法人、任意団体、市民ボランティ

アグループ、大学、研究機関等 

◆定款に準ずる規約を有し、自ら経理し監査ができ

る会計機能を有すること 

◆活動実績が 3 年以上あること 

◆申請事業に対し、自己資金があること 

対象事業 

①研究助成事業 

…研究テーマ「結婚式、お葬式等儀礼文化の調査研究」  

②高齢者福祉事業 ③障害者福祉事業 

④児童福祉事業  ⑤環境・文化財保全事業 

⑥国際協力・交流事業 

助成額 ①…上限 100 万円／件 

②～⑥…上限 200 万円／件 

問合せ先 （一財）冠婚葬祭文化振興財団 

℡  03-3596-0061 

URL https://www.zengokyo.or.jp/social/fund2/support/content01/#bosyuyoko  

対象団体 HP 及びメールアドレスを持っている小 

規模団体（年間予算 3,500 万以下を目安とする） 

※活動実績が 1 年未満の場合は 2 名、1 年以上の場合は最低

1名の推薦者の提出が必要。 

対象活動 

①自然環境保護活動 ②動物の権利擁護活動 

③人権擁護・人道支援活動 ④振興支援活動 

助成額 10～200 万円／件 

問合せ先 (株)ラッシュジャパンチャリティバンク事務局  

℡  03-6859-0767 

URL   https://www.lushjapan.com/article/a-bit-about-our-charity-pot  

LUSH JAPAN チャリティバンク 
（〆切：偶数月の末日）★要推薦 

対象団体 生活協同組合、または NPO 法人等の団体

で、生活協同組合以外の団体が応募する場合は生活

協同組合と協同して行う活動、生活協同組合が応募

する場合は生活協同組合以外の団体と協同して行

う活動であること。 

対象活動 

①暮らしを守り、暮らしの困りごとの解決に役立つ活動 

②命を守り、その人らしい生き方ができるようにする活動  

③女性と子供が生き生きするための活動 

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 100 万円／件 

問合せ先 日本コープ共済生活協同組合連合会 

℡  03-6836-1320 

URL    http://coopkyosai.coop/about/csr/socialwelfare/2017.html  

 

地域ささえあい助成（〆切：3/5） 

社会貢献基金助成（〆切：2/28） ★①は要推薦 


