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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 

８月号 

 

＜8 月例会 徳山の石碑巡り（その２）＞ ★小雨決行 

日時 8 月 12 日（日） 8 時 27 分～予定 13 時 30 分ころ 

            ※7 月～9 月の集合時間は、原則、夏時間とし早めの集合時間とします 

集合場所・時間 JR 櫛ヶ浜駅に 8 時 27 分集合 

コース 

JR 櫛ヶ浜駅～堀川運河～藤田与次・温品孫四朗頌徳碑～旧藩舟方跡(標石)～周南西緑地： 

大賀ハス開花！～東辻公園～杉家屋敷跡(標石)～旧藩武方跡・旧藩作事方跡(標石)～旧藩鐘楼跡(標石) 

～旧藩花畑練兵場跡(標石)～児玉家屋敷跡(標石)～井上唯一屋敷跡(標石)～旧藩学館跡(標石) 

～奈良屋蔵人屋敷跡(標石)～ＪＲ徳山駅(ゴール)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 ※コース途中のスーパーで弁当購入可能 

対象 ウォーキングマナーが守れる方 

参加費 ◆一般（会員外）：300 円 ◆県内ウオーキング協会会員：100 円 

    ◆周南ウオーキング協会会員・中学生以下：無料 

問合せ先 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“8月の催し物”（チラシ）をご覧ください。 

＜ご案内＞ 

月例会「徳山の石碑巡り(その 2)」8 月 12 日(日)ゴール後、歩きの歩幅測定を実施します。 

希望の方は申出ください。（実施時間 1 時間以内） 

周南ウオーキング協会 月例会 

日時 9 月 2 日(日) 9 時 30 分～16 時 30 分 場所 周南市文化会館 大ホール・ロビー 入場料 無料 

＜舞台発表の部＞ 大ホール 

[9:30] 開会式＆展示の紹介／エデナ・ハワイアンズ／ひまわりハーモニー／グレーハーモニー／花柳流

なぎさ会／オカリナ風花ふ～が♪／菅源流／シャンソンを楽しむ会①／矢野健康体操／吟詠神心流 

[12:00 ごろ] オカリナ周南バード／かみにしギター教室／菊川マンドリンクラブ／チーム夢子／広

佳・秋月会(三味線)／幸之会 銭太鼓／藤井賢一朗スター☆トレイン／ウォーキングダンス／幸之会 民謡

／シャンソンを楽しむ会②／ワールドダンス [15:00 ごろ] 周南エスペランサ／ハノハノ・ウクレレ・

アンサンブル／シャンソン ラマ～Llama／MIKA キッズダンス 

＜作品展示の部＞ ロビー 

書苑書道会作品展／汀舟会(かな)／パッチワークサークル／アンチエイジング手品教室／日本画／ 

手作り絵本／草月流いけばな／ステンシル教室／向道湖ふるさと芸術村／花遊 明(押花・手織り)／ 

周南盆栽クラブ／いろあそび 

＜災害復興バザー＞ こすもすの家／セルプ周陽／ゆたか苑／あけぼの園 

＜BUN-TANO CAFE(ぶ・ん・た・の・カフェ)＞ 10 時～16 時 

連絡先 『文化を楽しむ会』事務局 ℡：090-3881-5276（長谷川） 

第 19 回 周南市民文化祭「文化を楽しむ会」～見て 聴いて 参加して！市民文化を楽しもう！～ 
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日時 8 月 26 日（日）9 時～12 時 場所 県総合庁舎 7F きずなルーム 対象 小学生以上の方 

内容 おりがみに関する研究・発表・交流 持参物 筆記用具 定員 20 名程度（先着順） 

参加料 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 43 回 周南おりがみ研究会 例会 

日時 9 月 2 日(日) 10 時～／14 時 30 分～ 上映会場 シネマ・ヌーヴェル（山口県周南市） 

 ＜「欲望の翼」デジタルリマスター版の上映＞ 

今年の上映作品「欲望の翼」は、2005 年以降日本での上映権が消失しており、スクリーンでの上映は13 年ぶりです。

香港映画が好きな人も、今まで興味のなかった人も、ぜひこの機会に映画館の大スクリーンで鑑賞してみてください。 

きっとあなたの心に残る言葉やシーンがあるはずです。さぁ、一緒に香港映画の世界を味わいましょう。 

＜トークショー（※映画チケットをお持ちの方は参加無料）＞ 

11：40～ 第 1 部 神屋伸子さん『レスリー迷と共に歩んで…』 

12：00～ 第 2 部 神屋伸子さん vs マニィ大橋さん『香港映画の魅力とは』 

＜ランチ会＞ 12 時 50 分～14 時頃、ロビーにて開催。※8 月 25 日までに要予約 

食事をしながらトークショーより、もっと濃い話をしませんか！参加費 1,000 円（お弁当・お茶付） 

チケット 前売券：1,100 円【7 月 8 日(日)発売開始】 

     当日券：1,500 円 ※入替制（左記は 1 回分の料金です） 

チケット購入方法 プレイガイドまたは、以下の内容を明記の上、メールか往復ハガキでお申し込みください。 

   ＊郵便番号 ＊住所 ＊氏名 ＊電話番号 ＊チケットの枚数 

メール：projectleslie0912@gmail.com 

往復はがき：〒745-0032 山口県周南市銀座 1-12 6F「毎日興業(株)内 Project L 事務局」 

プレイガイド：(周南市) 周南市文化会館・マツノ書店・演奏堂・まちのポート／(下松市) スターピアくだまつ 

／(光市) 光市民ホール／(防府市) アスピラート／(山口市)山口情報芸術センター／(宇部市) シネマスクエア 7 

問合せ先 Project L 事務局 ℡：070-7560-6930（野上） メール：projectleslie0912@gmail.com 

HP：http://projectleslie.web.fc2.com/ ブログ：http://project-leslie.seesaa.net/ 

 

 

レスリー・チャン 出演映画の自主上映会「第 12 弾」 

Project L 検索 

日時 8 月 5 日（日）13 時～16 時 場所 周陽市民センター ＊旧・周陽公民館（周南市周陽 2-8-2） 

内容 譲渡会 ※譲渡会当日の譲渡は行っておりません。 

アンケートにご記入→ご自宅でのトライアル飼育→正式譲渡 です。飼育環境の確認に担当者が伺います。 

※保護犬・猫は必要な医療行為を受けています。譲渡時には医療費等の一部をご負担ください。 

▶譲渡条件や里親募集中の保護犬・猫の情報はホームページまたはフェイスブックで！ 

                 連絡先 ケダマの会 ℡：090-7979－8914 

                 メール：kedamanokai1122@gmail.com 

 

いぬとねこの譲渡会 

 

ブログ 

【毎日更新！】 

≪Kedamanbou≫ 

 

≪KEDAMA 日和≫ 

mailto:kuniom1119@outlook.jp
mailto:projectleslie0912@gmail.com
mailto:projectleslie0912@gmail.com
http://projectleslie.web.fc2.com/
http://project-leslie.seesaa.net/
mailto:kedamanokai1122@gmail.com
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助成金情報  

 

★Web 申請のみ 

対象団体 NPO 法人等の非営利団体、学校法人 

対象事業 

①多世代が参与し、高齢層から若年層への伝承が含ま

れる天然資源及び文化的資産の保全・活用を通じ、当

該地域のコミュニティの発展に寄与する継続的事業 

②地域に根ざした未利用エネルギーの有効活用、もしく

は農と食のイノベーションと地域力アップに繋がる事業 

助成期間 助成金交付日～平成 31 年 12 月末日 

助成額 助成対象経費に対し 50 万円～限度額 100

万円／件 

問合せ先 公益財団法人 前川報恩会 

℡：03-3642-1566 FAX：03-3643-7094 

https://www.mayekawa.org/ 

 

 地域振興助成 (〆切：8/31) 

 

グローバルやまぐち国際活動支援事業費補助金 

下期 (〆切：8/31) 

対象団体  

国際交流・国際協力に関係する県内の民間国際活動団体 

対象事業 

①県内で実施する国際交流事業 

…県民と外国人との交流事業、国際交流・国際理解

の促進に寄与する事業、山口県在住外国人に対する

支援事業 等 

②国外で実施する国際協力事業 

…開発途上国に対する生活、医療、教育および技術

協力等の援助 等 

対象事業期間 平成 30 年 10 月 1 日～平成 31 年

3 月 31 日 

補助額 事業経費の 1/2 以内(上限 10 万円)／件 

問合せ先 公益財団法人 山口県国際交流協会 

℡：083-925-7353 FAX：083-920-4144 

MAIL：mailto:yiea@yiea.or.jp 

http://yiea.or.jp/katsudou/hojyokin.html 

 

対象団体 

①地域の維持管理活動を行う町内会・自治会・管理

組合・建築協定に基づく運営委員会・地域 NPO 等 

②活動の根拠となる規約などが文書化されている団

体（法人格の有無は不問） 

対象活動 地域の特性を活かし、魅力的な住まいのま

ちなみを育む維持管理、運営等の活動 

表彰内容 賞状と、50 万円（1 団体・1 年あたり）

を 3 年間支援 

問合せ先 一般財団法人 住宅生産振興財団内  

住まいのまちなみコンクール事務局 担当：松岡 

℡：03-5733-6733 FAX ：03-5733-6736 

http://www.machinami.or.jp/pages/contest_

guideline14.shtml 

 

住まいのまちなみコンクール (〆切：8/31) 

対象団体 県内在住の民間活動団体 

対象事業 

①国際交流、国際理解または山口県在住外国人支援

など多文化共生の推進に関する事業 

②広く一般の方が参加できるもの 

対象事業期間 平成 30 年 10 月 1 日～平成 31 年 3

月 31 日 

助成額 助成対象経費に対し上限 5 万円／件 

問合せ先 公益財団法人 山口県国際交流協会 

℡：083-925-7353 FAX：083-920-4144 

MAIL：mailto:yiea@yiea.or.jp 

http://www.yiea.or.jp/katsudou/hojyokin.html 

 

小規模助成金 下期 (〆切：8/31) 

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。 

周南市市民活動支援センターからのお知らせ  

グループバンクに登録している各団体の専用ファイルをセンター内で設置することにな

りました。今後、各団体で発行した会報やイベントチラシ等をセンターに持ってきていた

だきますと、それぞれの専用ファイルに綴じていきますので、ぜひお持ちください。 

https://www.mayekawa.org/
mailto:yiea@yiea.or.jp
http://yiea.or.jp/katsudou/hojyokin.html
http://www.machinami.or.jp/pages/contest_guideline14.shtml
http://www.machinami.or.jp/pages/contest_guideline14.shtml
mailto:yiea@yiea.or.jp
http://www.yiea.or.jp/katsudou/hojyokin.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 MAIL：shiencent@city.shunan.lg.jp 

URL：http://shunan-chiikijoho.jp/support/ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公園・夢プラン大賞 2018 (〆切：9/30) 

県民活動支援事業 (〆切：9/30) 

対象団体 県民活動(ボランティア活動)を行うために、

新たに立ち上げた団体及び新たに立ち上げる団体であ

って、継続的に活動を行う計画のある山口県内の団体 

対象活動 まちづくり、社会福祉、環境保全、スポー

ツ・文化、青少年の健全育成、地域の安心・安全な

ど公益的な分野で、営利・宗教・政治活動を目的と

しない新たに取り組む活動 

助成額 助成対象経費の合計の 1／2 以内(上限 10

万円)／件 

問合せ先 一般財団法人 山口県厳島会 

℡：083-933-2267 FAX：083-932-6858 

MAIL：info@yamaguchiitsukusimakai.or.jp 

http://www.yamaguchiitsukushimakai.or.jp/ 

 

＜Ⅰ.「実現した夢」部門＞ 

募集内容 公園で行われ、皆さんの「夢実現」となった、素敵なイベントや活動を募集 

応募条件 

①過去 5 年間(平成 26 年 1 月 1 日以降)に、公園で実施されたイベントや活動。イベントや活動の主催者

は問わないが、市民が主体となり実施したイベントや活動とする 

②過去に「公園・夢プラン」に応募したイベントや活動も応募可能 ※入賞・入選プランを除く 

③応募の際、実施状況写真は必ず添付する 

審査のポイント ①イベントや活動にかけた思いが伝わってくるもの ②公園、地域や町の活性化に関わったもの 

表彰内容 各賞に応じて賞状＋副賞(1 万円～10 万円のギフト券) 

＜Ⅱ.「やりたい夢」部門＞ 

募集内容 

公園で「やってみたい」「できたらいいな」という楽しいイベントや活動のアイデアを募集 

応募条件 ①応募プランは、実際に公園のイベントとして実現することがある 

②応募プランの実現に際しては、内容の一部が変更される場合あり 

③指定管理者等、公園管理に携わる方のアイデアも歓迎 

④応募の際、内容は文章・イラストなど自由に表現する 

審査のポイント ①やってみたくなる・参加したくなる新しいイベントのアイデア ②公園の利用方法の新しい提案 

表彰内容 各賞に応じて賞状＋副賞(1 万円～5 万円のギフト券) 

＜Ⅰ.Ⅱ共通要項＞ 

応募対象者 個人・グループ・団体・企業を問わず、どなたでも 

問合せ先 一般財団法人 公園財団 ℡：03-6674-1188 FAX：03-6674-1190 

MAIL：yumeplan@prfj.or.jp                       http://yumeplan.prfj.or.jp/ 

 

 

ゆたかなふるさと助成(植樹・環境教育分野 

(〆切：8/31) 

対象団体 NPO 法人、一般社団法人、任意団体 

対象活動  

瀬戸内海周辺一帯で、ゆたかなふるさとを守り・育

て・次世代に引き継ぐ活動（植樹活動、環境保全活

動、ESD・環境教育） 

対象活動の実施期間 

平成 30 年 10 月 1 日～平成 32 年 3 月 31 日 

助成額 助成対象経費に対し上限 200 万円／件 

問合せ先 NPO 法人瀬戸内オリーブ基金 事務局 

MAIL： info@olive-foundation.org 

http://www.olive-foundation.org/grantinfo/ 

 

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/
mailto:info@yamaguchiitsukusimakai.or.jp
http://www.yamaguchiitsukushimakai.or.jp/
mailto:yumeplan@prfj.or.jp
http://yumeplan.prfj.or.jp/
mailto:info@olive-foundation.org
http://www.olive-foundation.org/grantinfo/

