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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・場所・内容 ★雨天決行 

6 月 10 日（土）9 時 15 分～15 時 

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。 

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 

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。 

 

日時 6 月 9 日(金)・10 日(土)18 時～21 時 

場所 大道理夢求の里交流館周辺 

（旧向道支所跡地資料館横広場） 

内容 

◆イベント 

9 日(金)：ひょうたん一座ショー（19 時～） 

旭川ほたるロードの散策（20 時～） 

10 日(土)：ハワイアンバンド演奏（19 時～） 

◆ふれあいバザー 

うどん、山菜ごはん、焼き鳥、焼きそば、 

フライドポテト、コーヒー、ビール等 

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 

日時 6 月 6 日(火)～11 日(日)9 時～22 時 

※7日(水)は会場休館日 

場所 スターピアくだまつ ハート・フロア 

（下松市中央町 21 番 1 号） 

内容 クラブ員が撮影した写真の展示 

対象 どなたでも 入場料 無料 

問合せ先 周南写友クラブ（後藤田） 

℡ 0834-31-1467 

イベント情報 

5555
2017

月

年

号 

周南写友クラブ 第 24 回作品展 第 25 回 ほたる鑑賞の夕べ 
（主催：大道理をよくする会） 

6 月例会 花菖蒲ウォーク 

日時 6 月 10 日（土）19 時～23 時 

場所 Real Antenna（周南市新町 2-27-2 B1F 

PH 通り、元 People） 

内容 陽気なラテン音楽の中で週末のひととき

を楽しみませんか？ 

・曲ジャンル：Salsa、Merengue、Bachata、

Reggaeton 

・DJ：PARADISE（広島）、DANIEL（メキ

シコ）、KEN（周南） ほか 

・任意参加ダンスの無料レッスン有（19:30～） 

対象 どなたでも  

参加費 1,000 円（1 ドリンク付き） 

事前申込 不要 

問合せ先 周南ラテン文化クラブ（大木） 

℡ 090-6412-0387 

周南ラテンナイト 
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日時 6 月 11 日（日）13 時 30 分～ 

場所 周南市学び・交流プラザ 

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） 

 

※7月 30 日(日)は同会場、8月 20 日(日)は徳山保健セ

ンターにて同様の練習会の開催を予定しています。

（練習日・会場は変更することもありますので 

事前にお問い合わせください） 

※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。 

    

日時 6 月 25 日（日）10 時～15 時 

場所 徳山駅 ぞうさんのさんぽみち 

内容 ・周南市消費生活センターミニ相談会 

・リフォームでピエロ人形体験コーナー 

・牛乳パック小物づくり体験コーナー 

・地産地消、周南ブランド紹介コーナー 

対象 どなたでも 参加費 無料 

事前申込 不要 

問合せ先 周南市消費者協会（川村） 

℡ 0833-91-5016 

日時 6 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 

場所 新南陽総合福祉センター 作業室 

内容 「周視協だより」「市広報」「市議会だより」を音訳しているグループです。 

声を出すことで自身も活性化します。 

さらに、「市広報」「市議会だより」を熟読することで市内の出来事や動きを知り、 

生活に役立てることもできます。あなたの“声”を活用しませんか。 

対象 どなたでも 申込方法 電話 募集期間 随時 

問合せ・申込先 音訳ボランティアグループ ともしび（藤本） 

℡・Fax  0834-51-5897 

ボランティア募集情報 

音訳ボランティア募集 

周南消費者まつり 

「第九 歓喜の歌」 合唱練習会 

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。 
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対象団体 以下の要件を満たす NPO 法人、学校法人、  

社会福祉法人、ボランティアグループ等の市民主体

の公益的な団体 

・団体創設から 1 年以上、会員が 5 名以上の団体 

・前年度支出実績が 5,000 万円未満の団体  等 

対象活動 

・日本国内で起こる災害に「備える」ための活動 

・日本国内で起こる災害から生命を「守る」ための活動 

・日本国内で起こった災害後の生活再建へ「つなぐ」

ための活動 

対象活動の実施期間 平成29年8月1日～平成30

年 7 月 31 日 

助成額 上限 50 万円／件 

問合せ先 真如苑「Shinjo プロジェクト」市民活動

公募助成事務局 

℡  042-538-3892 

URL   http://shinjo-project.jp/koubo/bosai.html 

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 

⑦その他体験活動 

◆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 29 年 10 月 1 日～平成

30 年 3 月 31 日 

助成額 上限 50 万円／件 

〆切 6 月 6 日（※電子申請：6 月 20 日） 

問合せ先 （独行）国立青少年教育振興機構 

℡  0120-579-081 

URL http://yumekikin.niye.go.jp/jyosei/index.html  

 

助成金情報 

対象団体 以下の①～③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  

③上記①・②と同視できる活動を行う個人の集まり 

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 （公財）コカ･コーラ教育・環境財団 

℡  03-6447-4954 

URL https://www.cocacola-zaidan.jp/news-release/170414.html  

第 24 回コカ･コーラ環境教育賞＜活動表彰部門＞ （〆切：6/５） 子どもゆめ基金 子どもの体験・読書活動助成 （〆切：6/6） 

真如苑 市民防災・減災活動公募助成（〆切：6/9） 

対象団体 対象事業を行う福祉作業所 

※NPO 法人や地域活動支援センター等、小規模で財政

基盤の弱い団体が優先 

対象事業 利用者を雇用して収益を上げ、賃金アッ

プを目指す事業 

助成額 上限 100 万円／事業所（※設備投資費が対象） 

問合せ先 （社福）読売光と愛の事業団 

℡  03-3217-3473 

URL http://www.yomiuri-hikari.or.jp/report/post-229.html  

生き生きチャレンジ 2017 福祉作業所助成事業（〆切：6/16） 

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 29 年 10 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日  助成額 10～50 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    URL http://www.gr.energia.co.jp/bunspo/application/cat1.html 

(公財)エネルギア文化・スポーツ財団助成（後期）（〆切：6/20） 
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対象団体 ※事前に連携主体の登録が必要 

２つ以上の団体が連携し、地域づくり活動に継続し

て取り組む団体（地域団体や NPO 法人等の市民活動

団体、学校、企業等による連携主体） 

対象活動 周南市の地域の価値創出に繋がる活動 

（教育、子育て、安心安全、福祉、都市基盤、産業、

観光、環境、移住等に繋がる分野で、地域所得や夢・

希望の増加等に繋がる経済的・社会的な活動等） 

支援内容 ※支援件数 25 件程度 

・財政支援：上限 100 万円／件（補助率 10/10） 

・人的支援：プロデューサー、専門家等による計画

策定・活動支援 

・情報発信：HP 等での発信、ネットワークづくり 等 

募集期間 ・第 1 期：終了しました 

・第 2 期：7 月 3 日(月)～8 月 9 日(水) 

・第 3 期：9 月 1 日(金)～10 月 5 日(木) 

問合せ先  周南市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/ 

対象団体 ボランティア団体・NPO 等の非営利団体 

対象活動 配食・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…上限 15 万円／件 

◆備品購入資金の助成 

…全国老人給食協力会会員団体：上限 30 万円／件 

その他の団体：上限 15 万円／件 

問合せ先 （一社）全国老人給食協力会 

℡  03-5426-2547 

URL   http://www.mow.jp/ 

＜Ⅰ．子どもの本購入費助成＞ 

対象 子ども文庫またはその連絡会、読み聞かせ団

体等で対象活動を行う民間の団体または個人、及び

実質的に草の根運動とみなされる団体 

対象活動 子ども達の読書啓発活動 

＜Ⅱ．病院・施設子ども読書支援＞ 

対象 対象活動を行う民間の団体または個人、及び

実質的に草の根運動とみなされる団体 

対象活動 病院内で長期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 

＜Ⅰ・Ⅱ共通項目＞ 

助成額 30 万円／件 

問合せ先 （公社）読書推進運動協議会 

℡ 03-3260-3071 

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

【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/ 

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 

②①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 ３年以上継続して行っている、青少年ス

ポーツの振興に関する事業 

対象事業の実施期間 平成 29 年 10 月 1 日～平成

30 年 3 月 31 日 

助成額 上限 100 万円／件 

問合せ先 （公財）ヨネックススポーツ振興財団 

℡ 03-3839-7195 

URL  http://www.yonexsports-f.or.jp/joseikin.html  

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害者のために行

う福祉活動、文化活動 

助成額 10～50 万円／件（事業助成または整備費助成） 

問合せ先 （公財）太陽生命厚生財団 

℡ 03-6674-1217 

URL  http://www.taiyolife-zaidan.or.jp/promotion_recruitment/index.html  

 

周南市共創プロジェクト（〆切：8/9,10/5） 

子ども文庫助成（〆切：6/30） 

ヨネックススポーツ振興財団 助成金（前期） （〆切：6/30） （公財）太陽生命厚生財団 助成（〆切：6/30） 

地域支え合い活動 助成プログラム（〆切：6/30） 


