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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 5 月 14 日（日）13 時 30 分～ 

場所 徳山保健センター 

内容 合唱の練習会…ベートーベン「第九 歓喜

の歌」をご一緒に歌ってみませんか！  

対象 どなたでも（初心者でも大丈夫！） 

持参物 飲み物 事前申込 不要 

参加費 初回無料。入会ご希望の方は年会費と

して 12,000 円。高校生以下は無料。 

問合せ先 「第九」の会 in 周南 

℡  090-7990-1257（門司） 

ﾒｰﾙ jamujamu2691@gmail.com（山野井） 

 

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。 

5 月 10 日 パクチー 

※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 5 月 7 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 5 月 11 日（木）9 時～11 時 

場所 四熊公民館 

内容 ①水井文吉略歴紹介 

②東洋水井問碑を読む 

③紙芝居上演「四熊の偉人 水井文吉」 

④接待（コーヒー・パン） 

⑤交流会（談話会） 

対象 どなたでも 参加費 無料 

事前申込 不要 

問合せ先 ななはた探訪会（大田） 

℡ 0834-62-5376 

イベント情報 

4444
2017

月

年

号 

水井文吉生誕 150 周年記念会 

周南おりがみ研究会 例会 託児つき 野菜と果物の食育料理講座 

「第九 歓喜の歌」 合唱練習会 

※6 月 11 日(日)・8 月 20 日(日)は周南市文化会

館、7月 2日(日)・9月以降の第 2・4土曜日は

市内の会場(詳細未定)にて同様の練習会を開

催します。（練習日は変更することもあります） 

※12 月 23 日(土・祝)、周南市文化会館にてコン

サート(本番)を開催します。 
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5 月例会 ポピー開花！ウォーク 

日時・場所・内容 5 月 14 日（日）9 時 10 分～15 時 20 分 ★雨天決行 

JR 高水駅に 9 時 10 分集合。（スタート：9 時 25 分） 

JR 高水駅～ゆめプラザ熊毛～JR 勝間駅～勝間ふれあい公園～大河内公民館～周南工流シティ～ 

下松スポーツ公園～恋路隧道～花岡公民館～JR 周防花岡駅の約 18 キロを歩きます。 

※下松スポーツ公園でゴールも可能（距離約 15 キロ） 

持参物 弁当・昼食時の敷物・飲み物・マスク（隧道での防埃対策用） 

 

6 月例会 花菖蒲ウォーク 

日時・場所・内容 6 月 10 日（土）9 時 15 分～15 時 ★雨天決行 

JR 南岩国駅に 9 時 15 分集合。（スタート：9 時 30 分） 

JR 南岩国駅～愛川橋・渡し場跡～堀川の道（小瀬・上関街道）～中央公園～クスノキ巨樹群～ 

堰～JR 西岩国駅～錦帯橋バスセンター～錦帯橋・吉香菖蒲園・城山菖蒲園～JR 西岩国駅～ 

長山公園～JR 岩国駅の約 16 キロを歩きます。 

持参物 弁当・昼食時の敷物・飲み物 

 

共通項目 

対象 ウォーキングマナーを守れる方 

参加費 一般（会員外）：300 円、県・他市協会員：100 円、周南ウオーキング協会会員：無料 

事前申込 不要 

問合せ・申込先 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 

日程 5 月 20 日（土）・21 日（日） 

場所 シネマ・ヌーヴェル、テアトル徳山Ⅰ（周南市銀座 2-18 2F） 

内容 ●上映作品…「この世界の片隅に」「永い言い訳」「ふたりの桃源郷」 

「華の乱」「東京物語」「高瀬茶に恋した男…。（入場無料）」 

●ゲスト…片渕須直さん（「この世界の片隅に」監督）、佐々木聰さん（「ふたりの桃源郷」監督） 

対象 どなたでも 〆切 前売券は 5 月 19 日（金）まで発売 

チケット購入方法 プレイガイド、またはメール予約 

●プレイガイド…［周南市］周南市文化会館、まちのポート(みなみ銀座) ［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 ほか 

料金 ・前売券…1 日券：1,500 円、2 日券：2,500 円 

・当日券…1 作品につき、一般・シニア（60 歳以上）・大高生：1,000 円、小中生：500 円、 

小学生未満：無料（※「この世界の片隅に」のみ、一般：1,800 円、大学・専門学生：

1,500 円、シニア・小中高生・幼児（3 歳以上）・障がい者割引：1,000 円） 

問合せ・申込先 周南映画祭実行委員会事務局   ℡ 080-6321-4550（月～土・10 時～17 時） 

ﾒｰﾙ shunankizuna@gmail.com  HP https://www.facebook.com/shunan.kizuna.eiga.fes/ 

★20 日(土)「交流パーティー」開催！ 【時間】20 時 15 分～21 時 45 分 【場所】RISING HALL 

【参加費】3,500 円（軽食・ドリンク飲み放題） ※要予約／氏名・参加人数をご記入の上、メールでご予約ください。 

★詳細は、支援センターHP 掲

載のチラシや周南映画祭

実行委員会公式 Facebook

等をご覧ください。 

第 8 回 周南「絆」映画祭 
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対象団体 ＜一般部門＞ 定款・規約等が整備され、組織としての形態を有し、当該活動を主催する団体。 

企画は小中学生が各回 10 名以上参加するものであること。 

＜学校部門＞ 小・中学校、または小・中学校より委託・協働等によって当該活動を主催する団体。  

活動は小・中学校において授業や課外授業の一環として行われ、 

小・中学生が各回 10 名以上参加し、学校長の承認を受けたものであること。 

対象活動 子ども達が参加する、自然の中での体験活動 （例）自然体験、環境教育、史跡探訪 等 

対象活動の実施期間 平成 29 年 3 月 1 日～10 月 23 日 

助成額 10 万円／件 ※応募した団体に、参加賞としてチキンラーメン 1ケース（30 食分）を送付。 

※支援団体決定後、団体から提出された実施報告書を審査し、表彰。 

賞により、10～100 万円、およびチキンラーメン 3ヶ月～1年分を贈呈。 

問合せ先 （公財）安藤スポーツ・食文化振興財団  

℡  072-752-4335  URL http://www.shizen-taiken.com/contest2017/2017infof.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜Ⅳ．環境活動団体助成事業＞ 

対象団体 活動歴が 1 年以上ある環境活動団体 

対象事業 野生動植物の保全、自然環境の保全・再生、自然とのふれあいのいずれかの事業であり、年間 2 回  

以上の実践活動が行われ、子ども（高校生以下）の参加者が原則 5 名以上であり、無料で参加できるもの 

助成額 上限 20 万円／件 

問合せ先 （公財）山口県ひとづくり財団 県民学習部 環境学習推進センター 

℡  083-987-1110  URL http://www.hito21.jp/ 

 

助成金情報 

トム・ソーヤースクール企画コンテスト（〆切：5/17） 

（公財）山口県ひとづくり財団 助成（〆切：5/16） 

＜Ⅲ．ひとづくり・まちづくり団体支援事業＞ 

対象団体 ひとづくり・まちづくりに取り組む社会

教育関係団体、NPO 法人、民間団体等 

対象活動 

①地域の先人、伝統芸能、郷土文化等の保存・伝承

活動 

②地域住民によるまちづくり塾等の学習活動 

③アクティブシニアの生きがいづくり活動 

④安心・安全な学校運営等への学校支援活動 

⑤小中高校生のための農林水産業における体験活動  

⑥小中高校生による観光ガイド等の養成活動 

⑦福祉、観光、環境、災害、文化、子育て支援等の

ボランティア活動 

⑧地域住民が協働して取り組むコミュニティ活動 等 

助成額 上限 20 万円／件 

問合せ先 （公財）山口県ひとづくり財団 県民学習

部 生涯学習推進センター 

℡  083-987-1730 

URL http://www.hito21.jp/ 

＜Ⅰ．人づくり・地域づくりグループ活動支援事業＞ 

対象団体 

①人づくり・地域づくりに取り組む団体・グループ 

②幼稚園、保育所、小・中・高校、特別支援学校、

その他の教育機関の教職員によるグループ 

対象活動 教育の各分野・領域における当面する教

育課題の解明、および人づくり・地域づくりを目的

とし、実践力の向上を目指す共同研究・研修 

＜Ⅱ．きらり山口っ子を育てるプログラム応援事業＞ 

対象団体 青少年の健全育成に取り組む団体・グループ 

対象活動 

①子育てに関する活動 

②うるおいのある家庭や仲間づくりに関する活動 

③思いやりの心情と実践力ある青少年を育む活動 

＜Ⅰ・Ⅱ共通項目＞ 

助成額 10～30 万円／件 

問合せ先 （公財）山口県ひとづくり財団 県民学習

部 学習振興課 

℡  083-987-1710 

URL http://www.hito21.jp/ 



4 
 

【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://shunan-chiikijoho.jp/support/ 

 

 

 

 

 

＜Ⅰ．シニアボランティア活動助成＞ 

対象団体 社会福祉の推進に役立つボランティア活

動を行っている、または行おうとするシニア（年齢

満 60 歳以上）が 80％以上のグループ（NPO 法人

を含む） 

＜Ⅱ．ビジネスパーソンボランティア活動助成＞ 

対象団体 社会福祉の推進に役立つボランティア活

動を行っている、または行おうとするビジネスパー

ソン（会社員、団体職員、公務員、経営者・個人事業

主）が 80％以上のグループ（NPO 法人を含む） 

＜Ⅰ・Ⅱ共通項目＞ 

対象活動 ①高齢者福祉活動   

②障害者福祉活動 

③子ども（高校生まで）の健全な心を育て

る交流ボランティア活動 

助成額 10 万円／件（特に内容が優れている場合は

上限 20 万円／件） 

問合せ先  （公財）大同生命厚生事業団 

℡  06-6447-7101 

URL   http://www.daido-life-welfare.or.jp/subsidize/index.htm  

対象団体 地域において高齢者を主な対象として活

動している、あるいはスタッフの中核が高齢者であ

る比較的小規模なボランティアグループで、次の要

件を満たすもの 

①メンバーが 10～50 人程度いること 

②活動実績が 2 年以上あること 

③グループ名義の金融機関口座を保有し、規約（会

則）、会計報告書類が整備されていること 

※都道府県・指定都市または市区町村社会福祉協議会の

推薦が必要 

※法人格を有する団体や、地域の老人クラブ連合会の加

盟グループ及び老人クラブ内の活動グループは対象外 

対象活動 地域において行う高齢者等のための活動 

例）①高齢者を対象とした生活支援サービス 

②高齢者による地域環境の改善等に繋がる活動  

③高齢者と他世代との交流を図る活動 

④レクリエーションを通じて高齢者の生活を

豊かにする活動 

助成額 10 万円／件（活動に継続的に使用される用

具・機器類等の購入に限定） 

問合せ先 （公財）みずほ教育福祉財団 

℡  03-3596-4532 

URL    http://www.mizuho-ewf.or.jp/ 

シニア／ビジネスパーソンボランティア活動助成（〆切：5/25） 

対象団体 社会福祉活動および更生保護事業、その

他の社会福祉を目的とする事業を行う団体 

※市区町村共同募金委員会等の「活動確認書」が必要 

対象活動 

①地域から孤立をなくすための活動 

②子どもの生活と子育てを支援するための活動 

③障害者の就労と地域生活を支えるための活動 

④高齢者の地域生活を支えるための活動 

⑤地域福祉を推進するための活動 

⑥災害対策のための活動 

⑦更生保護を目的にした活動 等 

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 

◆法人格をもたない団体…上限 50 万円／件 

◆法人格をもつ団体…上限 200 万円／件 

問合せ先 （社福）山口県共同募金会 

℡ 083-922-2803 

URL   http://www.akaihane.net/doc/jyosei/2596  

共同募金による平成 30 年山口県域配分（助成）（〆切：5/31） 

対象団体 

①県内で環境保全活動に取り組んでいる団体、又は

これから取り組もうとする団体 

②公共関与による広域最終処分場の所在市 

対象活動 

①県民を対象とした環境保全に関する普及啓発活動  

②廃棄物処理等の環境保全に関する実践活動 

③自然保護等の環境保全に関する実践活動 

④市が行う環境保全対策事業 

⑤その他 環境保全の推進に寄与すると認められる

普及啓発及び実践活動 

助成額 上限 50 万円／件 

問合せ先 （一財）山口県環境保全事業団 

℡ 083-920-6828 

URL   http://yamaguchi-khj.or.jp/promotionservices/  

環境保全活動支援事業（〆切：5/31） 

老後を豊かにするボランティア活動資金助成事業 
（〆切：5/31）★要推薦 


