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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！ 

3 月例会① 錦帯橋・岩国城下町と岩国往来のみち ★雨天決行 

日時・場所・内容 3 月 18 日（日）9 時 55 分～15 時 30 分 

JR 岩国駅に 9 時 55 分集合。 

JR 岩国駅～今津札場跡～JR 西岩国駅～ 

登録有形文化財 國安家住宅内 岩国市観光交流所「本家 松がね」～ 

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～ 

紅葉谷公園～錦帯橋バスセンター≪一次ゴール（距離約 9 キロ）≫～ 

JR 西岩国駅～長山公園～JR 岩国駅の約 15 キロを歩きます。 

定員 なし 事前申込 不要 

参加費 一般（会員外）：300 円、県協会員：100 円、中学生以下：無料 

 

3 月例会② 早春！周防大島海岸ウォーク ★小雨決行 

日時・場所・内容 3 月 25 日（日）9 時 24 分 または 10 時 25 分～16 時 10 分 

［①23 キロコース］ 

JR 大畠駅に 9 時 24 分集合。 

バス停：家房～石碑：龍門好五郎の手形～橘ウインドパーク～ 

周防大島町役場 橘庁舎前～奇岩：巌門～奇岩：立岩～広域農道大島オレンジロード～ 

道の駅サザンセトとうわ～バス停：土居口を巡る、約 23 キロを歩きます。 

［②18 キロコース］ 

JR 大畠駅に 10 時 25 分集合。 

［①23 キロコース］と合流し、周防大島町役場 橘庁舎前～バス停：土居口を巡る、 

約 18 キロを歩きます。 

※［①23 キロコース］・［②18 キロコース］ともに道の駅サザンセトとうわでのゴールも可。 

定員 ［①23 キロコース］18 名、［②18 キロコース］15 名 

申込方法 電話 〆切 定員に達し次第 

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 持参物 弁当・昼食時の敷物・飲み物 

問合せ・申込先 周南ウオーキング協会（藤井） ℡ 090-2003-1639 

★詳細は、支援センターHP 掲載の開催案内（チラシ）をご覧ください。 

※※※※注意①注意①注意①注意①    JR…3 月 17 日（土）にダイヤ改正が行われます。発表後は確認をお願いします。    

※※※※注意②注意②注意②注意②    路線バス…3月～4月頃にダイヤ改正が予想されます。確認をお願いします。 
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日時 3 月 25 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 

周南おりがみ研究会 例会 

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。 

3 月 14 日（水） パセリ 

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 

託児つき 野菜と果物の食育料理講座 

日時 3 月 24 日（土）講演会・発表会…13 時～17 時 30 分、交流会…17 時 30 分～18 時 30 分 

場所 周南市学び・交流プラザ 

内容 ◆基調講演「共創が地域（未来）を変える～コレクティブインパクトの可能性～」 

         ㈱PubliCo 代表取締役 CEO 長浜 洋二氏 

◆発表会：共創プロジェクト事業 17 件の認定プロジェクトチームによる成果発表 

◆交流会：講師・発表団体・参加者の交流を図る場（ソフトドリンク等をご用意しております） 

★共創プロジェクトとは、平成 28 年度より周南市が実施している、 

複数の団体同士による地域づくり活動を支援する事業のことです。 

対象 共創プロジェクトに興味のある方  定員 講演会・発表会…200 名、交流会…100 名 

参加費 講演会・発表会…無料、交流会…500 円 〆切 3 月 9 日（金） 

申込方法 下記のいずれかの方法で申込 

◆HP（http://shunan-chiikijoho.jp/co-creation/recital/）より申込 

◆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出欠確認（講演会・発表会と

交流会どちらか一方、もしくは両方）をご記入の上、Fax 又はメールにて申込 

問合せ・申込先 周南市役所 地域振興部 地域づくり推進課 

℡  0834-22-8412 Fax 0834-22-8428 

ﾒｰﾙ kyodo@city.shunan.lg.jp URL http://shunan-chiikijoho.jp/co-creation/ 

共創プロジェクト 発表会・交流会 ～あらゆる団体による未来づくり～ 

市民活動関連情報 

★3 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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助成事業説明会情報 

日時 3 月 10 日（土）10 時～11 時 ※11 時～個別相談（希望者のみ） 

場所 周南市市民活動支援センター 交流コーナー 

内容 

◆平成 30 年度きらめき活動助成事業のプログラムや申請方法等の説明 

◆助成金申請のためのステップ（企画の立て方、活動にマッチした助成金の選び方、申請書の書き方等） 

◆個別相談（個別相談時間は 1 団体 15 分程度となります。申込の状況によってはお待ちいただくことも

ありますので、予めご了承ください。） 

対象 地域づくり活動及び市民活動に関わる団体の方 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電話・Fax・メールのいずれかで連絡 

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 

(公財)山口きらめき財団 助成事業説明会 

助成金情報 

わかば基金（〆切：3/30） 

きらめき財団助成金

の詳細は次のページ

もご覧ください！ 

≪Ⅰ．支援金部門≫ 

対象団体 一定の地域に福祉活動の拠点を設け、よ

り活動の輪を広げたいというグループ、または

NPO 法人 

対象活動 

・地域の高齢者や障害者、生活困窮者等の日常生活

の支援、様々なサービスの提供 

・障害者の社会参加や就労の場づくりの促進、その

活動の支援 

・文化・芸術活動等を通じた、障害や年齢の枠を越

えた交流や相互理解の促進 

助成額 上限 100 万円／件 

≪Ⅱ．リサイクルパソコン部門≫ 

対象団体 次のいずれも満たすグループ、又は NPO 法人 

①パソコンを利用して、すでに地域で活発な福祉活 

動に取り組んでいる 

②台数を増やすことで、より高齢者や障害のある方 

に役立ち、活動の充実が図れる 

対象活動 

・地域の高齢者や障害者、生活困窮者等へのパソコ

ン指導のサービスの提供 

・要約筆記や字幕、音声や点字等での情報保障 

・福祉情報の提供やネットワークづくりを通した地

域の福祉活動の向上 

贈呈台数 3 台／団体 

 

≪Ⅰ～Ⅱ共通項目≫ 

問合せ先 （社福）NHK 厚生文化事業団 

℡  03-3476-5955 

URL    https://www.npwo.or.jp/info/7341 
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【編集・発行】周南市市民活動支援センター 

 

 

 

 

〒745-0034 周南市御幸通 2丁目 28番 2 徳山駅前賑わい交流施設 3階 

TEL：(0834)32-2200 FAX：(0834)32-2201 

メール：shiencent@city.shunan.lg.jp URL：http://shunan-chiikijoho.jp/support/ 

≪Ⅰ．自立支援プログラム≫ 

対象活動 活動の発展と団体の自立を目指す活動 

助成額 上限 10 万円／件 

≪Ⅱ．地域課題解決支援プログラム≫ 

対象活動  

①中山間地域づくり    ②にぎわい交流づくり 

③子ども・子育てサポート ④男女共同参画 

⑤暮らしの安心・安全   ⑥文化による地域づくり 

助成額 上限 50 万円／件 

≪Ⅲ．財団オリジナルプログラム≫ 

対象活動 ①ふるさとの自然環境保全活動 

②団体協働活動 

助成額 上限 50 万円／件 

≪Ⅰ～Ⅲ共通項目≫ 

対象団体 組織の運営に関する規約（会則）がある

県民活動団体 

対象活動 地域や社会をより良くするために自主

的・主体的に取り組む公益的な活動 

対象活動の実施期間 平成30年4月1日～平成31

年 3 月 31 日 

問合せ先 （公財）山口きらめき財団 

℡  083-929-3600 

URL    http://y-kirameki.or.jp/jigyoannai/kirameki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象 対象活動を行う個人または団体 

対象活動 伝統工芸技術、伝統芸能、民俗芸能およ

び行事等、日本の無形伝統文化財の記録・研究、保

存・伝承活動 

対象活動の実施期間 平成30年4月1日～平成31

年 3 月 31 日 

助成額 30～200 万円／件 

問合せ先 （公財）ポーラ伝統文化振興財団 

℡  03-3494-7653 

URL http://www.polaculture.or.jp/promotion/jyoseiapply.html  

きらめき活動助成事業（〆切：3/31） （公財）ポーラ伝統文化振興財団助成（〆切：3/31） 

対象 民間の非営利団体、非営利の法人、個人（調

査研究に限る） 

対象事業 

①普及啓発 

…森林・緑・水に対する国民の認識を深めるための

普及啓発、青少年対象の森林環境教育、森林づく

り活動を通じた山村地域の活性化 等 

②調査研究 

…森林の保全・公益的機能の増進や山村地域活性化

に関する調査研究 等 

③活動基盤の整備 

…森林ボランティアリーダーの養成、森林づくり活

動を通した農山村と都市住民等との交流促進 等 

④国際交流 

…国内で開催される森林に関する国際会議への支援 等  

対象事業の実施期間 平成30年7月1日～平成31

年 6 月 30 日 

助成額 団体…上限 100 万円／件、個人…70 万円／人 

問合せ先 （公社）国土緑化推進機構 

℡  03-3262-8457 

URL http://www.green.or.jp/news/5471/ 

緑と水の森林ファンド（〆切：3/31） 

市民活動とは、営利を目的としない 

市民の自発的・組織的・継続的な 

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。 

    （センター移転のお知らせ）（センター移転のお知らせ）（センター移転のお知らせ）（センター移転のお知らせ）    

周南市市民活動支援センターは、平成 30 年 2 月 3 日に徳山駅前賑わい交流施設 3 階へ 
移転いたしました。移転後の利用内容等の詳細はセンターHP をご覧ください。 


