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市民活動グループのイベント・助成金情報が満載！  

 

 

 

 

 

  
イベント情報  

 

２０１８年 

６月号 

 

＜今宿＞                    ＜中央＞ 

日時 原則として、毎週金曜日(スケジュール参照)    日時 第２・第４木曜日 

15時20分～17時30分（出入り自由）     16 時～17時 30 分（出入り自由） 

場所 周南市 今宿市民センター １階講堂      場所 周南市 中央地区市民センター 1階ホール 

【今宿：平成 30年度スケジュール】       【中央：平成 30 年度スケジュール】 

６月 １日・８日・15 日・22 日  ６月 14 日・28 日 

７月 ６日・13 日・20 日・27 日  ７月 12 日・２６日 

８月 ３日・10 日・24 日・31 日  ８月 ９日・23 日 

９月 ７日・14 日・21 日・28 日  ９月 13 日・27日 

10 月 ５日・12 日・19 日・26 日  10 月 11 日・25日 

＜共通内容＞ 

内容 けん玉を使ったゲーム、もしかめ練習、級位認定会、ミニ大会など 

対象 老若男女どなたでも 持参物 けん玉(※貸しけん玉あり)、上履き、水筒、汗をかくので薄着で！ 

定員 なし 参加料 なし 申し込み 不要 

問合せ先 日本けん玉協会山口県支部・二級指導員 山本まり ℡：090-8362-7608 

Facebook：www.facebook.com/shunan.kendama  

Gooブログ：https://blog.goo.ne.jp/shunan-kendama 

     ※教室スケジュールが変更になる場合もあり。上記ページにてご確認ください。 

周南けん玉教室 (今宿・中央) 

日時 6月 19日(火) 10 時 30分～12時  

場所 周南市立徳山駅前図書館１階 特設会場（１階書店カウンター前） 

内容 可愛い小花とパール、アロマの香りをチョイスする自分オリジナルのフラワーネイルで 

   日々の生活に「可愛さ」をプラスしてみたり、カラーセラピーで自分に効果的な色彩を 

   生活に取り入れて体を元気にしてみませんか？ 

講師/先生 JHA ハーバリウム協会マスターインストラクター認定校 happy smile 

定員 １０名 参加費 2,000 円 

申込み方法 6月 5 日(火) 9 時 30 分より図書館３階受付カウンターにて整理券を配布します 

問合せ先 周南市立徳山駅前図書館 ℡：0834-34-0834 

HP：https://shunan.ekimae-library.jp/ 

 

フラワーオイル＆カラーセラピー：徳山駅前図書館 

http://www.facebook.com/shunan.kendama
https://blog.goo.ne.jp/shunan-kendama
https://shunan.ekimae-library.jp/
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日時 6 月 24 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 筆記用具 

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：kuniom1119@outlook.jp 

  

第４１回 周南おりがみ研究会 例会 

※周南ブロック＝周南市・下松市・光市・熊毛・鹿野を含む。 

日時 毎月 第３土曜日 10 時～12時 場所 周南市学び・交流プラザ 

問合せ先 全国パーキンソン病友の会周南ブロック ℡ 0834-22-7070 (アラタニ) 

※留守電にメッセージ(パーキンソンの事で)を残して頂ければ折り返しお電話いたします。 

＊＊お願い＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

鹿野・熊毛・下松・光でサポートして頂ける方が不在です。 

漢字の“人”という字は二本の棒がお互いを支えあって成り立っています。 

そうですお互いが“共助”し合う事です。“共助し合える場”を一緒に創りませんか！ 

・・・感じるものがあれば上記の問合せ先に連絡お願いします。 

パーキンソン病友の会・周南ブロック【南天の会】月例会 

日時 6月8日(金)・9日(土) 18時～21時 場所 大道理夢求の里交流館周辺 

内容 ホタルロード散策、ふれあいバザー、イベント など 

●イベント 

8 日(金)：ひょうたん一座ショー など ／ 9 日(土)：ハワイアンバンド演奏 など 

対象 どなたでも 参加費 無料 事前申込 不要 

問合せ先 大道理夢求の里交流館 

℡・Fax 0834-88-1830 メール mukunosato@m2.ccsnet.ne.jp 

第 26回 ほたる鑑賞の夕べ （主催：大道理をよくする会） 

日時 6月 2日(土) 16時～ ※雨天決行 場所 和田市民センター周辺、ウッディーハウス和田の里 

内容 蛍の鑑賞、各種バザー、ビアガーデン、蛍かごづくり など 

対象 どなたでも 参加費 無料 事前申込 不要 

問合せ先 和田市民センター 

℡ 0834-67-2069 メール si-wada-ko@city.shunan.lg.jp 

 

トワイライトフェスティバル (主催：和田の里づくり推進協議会) 

日時 毎月 第１・第３水曜日 

   19時 30分～21 時 30 分 

場所 周南市徳山駅前賑わい交流施設３階 

 周南市市民活動支援センター内 交流コーナー  

内容 一緒に吃音の悩みから解放されませんか？ 

マインドフルネスなど認知行動療法を使って、吃音の

悩みを手放しましょう。※上記の日時に行いますので、 

関心のある方は遠慮なく参加してみてください。見学だけでも

OKです。聞きたいことがあれば気軽にお問い合わせください。 

問合せ先 だつきつだ (寄尾) 

℡：080-6321-0712  

メール：yorio@datukitu.com 

だつきつだ  

～子供の頃から吃音(どもり)で悩んでいる人へ～ 

※交流コーナーの利用状況によっては場所が変更になる可能性があります。 

mailto:kuniom1119@outlook.jp
mailto:mukunosato@m2.ccsnet.ne.jp
mailto:si-wada-ko@city.shunan.lg.jp
mailto:yorio@datukitu.com
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助成金情報  

 

第12回 よみうり子育て応援団大賞 (〆切：6/8) 

ヨネックススポーツ振興財団 助成 後期 (〆切：6/20) 

対象団体 次のいずれかの団体 

①スポーツ振興を主たる目的とする公益社団・財団

法人、一般社団・財団法人 

②上記以外の団体であって、規約を有する、会計組

織を有する等、一定の要件を備える団体 

対象事業の実施期間 平成30年10月～平成31年3月 

助成額 助成対象経費の合計額の 1／2 

          (上限 100 万円)以内／件 

問合せ先 (公財)ヨネックススポーツ振興財団 事務局 

℡ 03-3839-7195 

http://www.yonex.co.jp/zaidan/joseikin.html 

 

対象団体 以下の要件を満たす個人・団体 

①小中学生を中心に環境教育に関する活動を行う 

ボランティア団体もしくは学校 

②国内に拠点を持つボランティア団体もしくは学校 

 (拠点が国内であれば、活動地域は国内外を問わない) 

対象活動 小中学生を中心とした、3年以上継続している

地域社会に根ざした環境教育・環境保全活動 

助成額 最優秀賞：30万円 優秀賞：10万円 

問合せ先 第25回コカ・コーラ環境教育賞 事務局 

℡ 03-6447-4954 

https://www.cocacola-zaidan.jp/ 

 

第25回コカ・コーラ環境教育＜活動表彰部門＞(〆切：6/8) 

 

子どもゆめ基金 子どもの体験・読書活動助成 

(郵送〆切：6/5)(電子申請〆切：6/19) 

対象団体 

①公益財団・社団法人、一般財団・社団法人、NPO法人 

②上記以外の法人格を有する団体 

③法人格を有してないが、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 活動規模が市町村規模(※1)の、以下の内

容に関する活動 

▼子どもを対象とする体験・読書活動 

 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社会奉仕体験活動 

 ⑤職場体験活動     ⑥読書活動 

▼子どもを対象とする体験・読書活動を支援する活動 

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 30年 4月 1 日～平成 31 年 3 月 31日 

助成額 目安 50万円 (限度額：100 万円) 

問合せ先 (独行)国立青少年教育振興機構 

        子どもゆめ基金部助成課 

℡ 0120-579-081 

https://yumekikin.niye.go.jp/jyosei/index.html 

(※1)全国規模、都道府県規模の助成は HP↑参照 

対象団体 対象活動を行う国内の民間のグループや団体 

対象活動 子どもや親を対象にした支援活動 

(例)子育てサークル、男性の育児参加、 

女性の就労支援、子供の福祉   等 

賞金額 大賞：賞金200万円、奨励賞：賞金100万円、 

選考委員特別賞：賞金 20 万円 

問合せ先 よみうり子育て応援団大賞 事務局 

℡ 06-6881-7228 

https://info.yomiuri.co.jp/contest/lfmd/kosodate.html 

 

(公財)エネルギア文化・スポーツ財団助成 後期 

(〆切：6/20) 

対象団体 中国地域に所在する文化・スポーツに関する団体 

対象活動 対象団体が主催し、中国地域在住者が過半数

を占め、中国地域内において行う美術・音

楽・伝統文化・スポーツの分野に関する活動 

対象活動の実施期間  

 平成 30 年 10 月 1日～平成 31 年 3 月 31日 

助成額 助成対象経費の合計の 2／1 以内 

         (下限 10 万円～上限 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 

http://www.gr.energia.co.jp/bunspo/applicati

on/cat1.html 

 

http://www.yonex.co.jp/zaidan/joseikin.html
https://www.cocacola-zaidan.jp/
https://yumekikin.niye.go.jp/jyosei/index.html
https://info.yomiuri.co.jp/contest/lfmd/kosodate.html
http://www.gr.energia.co.jp/bunspo/application/cat1.html
http://www.gr.energia.co.jp/bunspo/application/cat1.html
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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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域支え合い活動 助成プログラム (〆切：6/30) 

 
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。 

(公財)太陽生命厚生財団 助成 (〆切：6/30) 

対象団体 地域福祉活動を目的とするボランティア

グループおよび NPO (法人格の有無は不問) 

対象活動 在宅高齢者または在宅障がい者等のため

に行う福祉活動、文化活動 

助成額 助成対象経費に対し 10～50万円／件 

          (事業または整備費への助成) 

問合せ先 (公財)太陽生命厚生財団 

℡ 03-6674-1217 

http://www.taiyolife-zaidan.or.jp/promotion_r

ecruitment/index.html 

 

子ども文庫助成 (〆切：6/22) 

＜Ⅰ．子どもの本購入費助成＞ 

対象 3年以上の活動経歴があり、子ども文庫、読み

聞かせ団体、子ども文庫連絡会等で対象活動を行う

民間のボランティア団体または個人、及び実質的に

草の根活動である団体 

対象活動 子ども達への読書啓発活動 

助成額 助成対象経費に対し一律 30 万円／件 

 
 

＜Ⅱ．病院・施設子ども読書活動費助成＞ 

対象 3年以上の活動歴があり、対象活動を行う民間

のボランティア団体または個人、及び実質的に草の

根活動である団体 

対象活動 病院内で療養中の子どもたちや、障害児施

設、養護施設等の子どもたちに対する読書啓発活動 

助成額 助成対象経費に対し一律 30 万円／件 

 
 

＜Ⅲ．子どもの本 100 冊助成＞ 

対象 子ども文庫、読み聞かせ団体、子ども文庫連絡

会等で、読書啓発活動を行っている、またはこれから

スタートを目指しているボランティア団体または個人 

助成内容 財団が選書した小学校低・中・高各学年向

けセットのうち、希望する 1 セットを贈呈 

 
 

＜Ⅳ．子ども文庫功労賞＞ ★要推薦 

対象者 子ども文庫を長年にわたり（20 年以上）運

営されてきた個人で、子どもの読書活動に貢献され

てきた方 ※応募は他薦に限る 

表彰内容 賞状、副賞（30 万円及び記念品） 

 
 

＜以下、Ⅰ～Ⅳに共通＞ 

問合せ先 (公社)読書推進運動協議会 子ども文庫係 

℡ 03-3260-3071 

http://www.itc-zaidan.or.jp/support.html 

 

対象団体 市民参加型を基本としたボランティア 

団体・NPO 等の非営利団体 

対象活動 配食サービス、会食サービス、孤立予防の

ための居場所運営、生活助け合い活動、見守り活動等 

助成額  

◆活動立ち上げ資金の助成…助成対象経費に対し上

限 15 万円／件 

◆備品購入資金の助成…全国食支援活動協力会会員

団体：助成対象経費に対し上限 30 万円／件、 

その他の団体：助成対象経費に対し上限15万円／件 

問合せ先 全国食支援活動協力会 事務局 

℡ 03-5426-2547 http://www.mow.jp/ 

 

緑の都市賞＜緑の市民協働部門＞ (〆切：6/30) 

対象団体 

主に市民団体（町内会・自治会等の地縁団体、NPO、

学校・病院等での活動を展開している団体等） 

募集内容 ボランティアを基本とした緑化活動で、地

域の社会や環境へ貢献するもの 

表彰内容 副賞として活動助成金（5～20万円）を贈呈 

問合せ先 (公財)都市緑化機構「緑の都市賞」事務局 

℡ 03-5216-7191 

https://urbangreen.or.jp/grant 

 

file:///E:/市民活動支援センター(中尾)/1803/shiencent@city.shunan.lg.jp
http://shunan-chiikijoho.jp/support/
http://www.taiyolife-zaidan.or.jp/promotion_recruitment/index.html
http://www.taiyolife-zaidan.or.jp/promotion_recruitment/index.html
http://www.itc-zaidan.or.jp/support.html
http://www.mow.jp/
https://urbangreen.or.jp/grant

