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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 7 月 13 日（木）10 時～12 時 

場所 徳山社会福祉センター 2F 娯楽室 

内容 生前整理のこと等についてお話をしてい

ただきます。 

◆講師：㈱吉本興業 社員の方々 

対象 どなたでも 定員 20 名 参加費 無料 

申込方法 電話  〆切 6 月 30 日(金) 

問合せ・申込先 徳山寝たきり介護者家族の会 

℡① 0834-25-0063（藤井） 

℡② 0834-28-1759（小幡） 

℡③ 0834-88-2069（寺岡） 

日時 7 月 1 日（土）10 時～16 時 

（受付：9時 30 分～11 時 30 分、13 時～15 時） 

場所 徳山保健センター 健康増進室 2（和室） 

内容 原爆被爆者の方の総合相談会 

（※診察や診療は行われません。） 

対象 被爆者手帳を持った方とその家族、二世の方々  

持参物 検診結果や相談事項のメモ等（あれば） 

参加費 無料（※交通費の支給はありません。） 

申込方法 電話（※当日参加も可能です。） 

問合せ・申込先 

(一財)山口県原爆被爆者支援センター ゆだ苑 

℡ 083-922-4185 

 

★語り部、原爆パネル展のご要望は常に受けています

ので、お気軽にお問合せください。問合せは周南市

被爆者の会（担当：唐本／℡：090-4695-4430）へお

願いします。 

イベント情報 

6666
2017

月

年

号 

日時 7 月 23 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 

 

★下記の日程で「おりがみ展」を開催いたします。 

体験コーナーとして設営するため、どなたでも無料

でご覧いただけます。 

日時 7777 月月月月 24242424 日（月）～日（月）～日（月）～日（月）～8888 月月月月 10101010 日（木）日（木）日（木）日（木）9999 時～時～時～時～15151515 時時時時 

（※休日でも店外からご覧いただけます） 

場所 三井住友信託銀行 山口防府支店 ロビー 

（防府市戎町 1-4-24 防府駅北口前） 

周南おりがみ研究会 例会 

日時 7 月 8 日(土)13 時 30 分～14 時 30 分 

場所 新南陽ふれあいセンター 1F 中会議室 

内容 黒髪島の歴史や、石材が切り出されてか

ら製品となる過程、そしてその活躍の場につい

てお話をしていただきます。 

◆講師：黒髪石材(株)取締役 秋田 豊樹さん 

対象 どなたでも 定員 50 名 

参加費 非会員の方は資料代として 200 円 

事前申込 不要 

問合せ先 新南陽郷土史会 

℡① 090-4693-8213（川上） 

℡② 0834-62-1167（松本） 

講演「黒髪島と徳山みかげの歴史」 原爆被爆者総合相談会 
（主催：周南市被爆者の会） 

講演「終活を迎える今、考えること」 
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7 月例会 粭島ウォーク ★雨天決行 

日時・場所・内容 7 月 30 日（日）8 時 26 分～15 時 50 分 

JR 櫛ヶ浜駅に 8 時 26 分集合。（スタート：8 時 35 分） 

JR 櫛ヶ浜駅～櫛浜公民館…分岐（コース選択）… 

［コース①］ ～周南地場産業振興センター～太華山山麓入口（上り・下りの道）～大島公民館 

［コース②］ ～居守公園～笠戸湾沿いの県道 170 号線～大島公民館 

…分岐終了…貴船神社（海を渡る神輿見学）～大島公民館～櫛浜公民館～ 

JR 櫛ヶ浜駅を歩きます。（往復距離…コース①：約 26 キロ、コース②：約 24 キロ） 

※神輿見学終了後、大島公民館～JR 櫛ヶ浜駅までバスの使用も可能 

 

8 月例会 松林ウォーク ★雨天決行 

日時・場所・内容 8 月 6 日（日）8 時 26 分～14 時（コース②） または 14 時 30 分（コース①） 

JR 光駅に 8 時 26 分集合。（スタート：8 時 35 分） 

JR 光駅～妙見稲荷社～茶臼山～虹ヶ丘公園～虹ヶ浜松林～島田コミュニティセンター 

…分岐（コース選択）… 

［コース①］ ～島田川～三井橋～JR 島田駅の約 15 キロを歩きます。 

［コース②］ ～島田川～平成橋～JR 光駅の約 13 キロを歩きます。 

 

共通項目 

対象 ウォーキングマナーを守れる方 事前申込 不要 

持参物 弁当・昼食時の敷物・飲み物 ※真夏日・猛暑日となる時季です。暑さ対策は十分にご準備ください。 

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 

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・場所 ①7/23（日）下松市役所南駐車場付近（下松市大手町 3-3-3） 

     ②9/2（土）深浦公民館（下松市大字笠戸島 1117-1） 

     ③9/16（土）下松スポーツ公園（下松市大字河内字恋路 140） 

いずれも 10 時～16 時 ※雨天中止 

内容 べんけい号ミニ SL 走行での保安、線路敷設、受付等を行うボランティアスタッフを募集します。 

対象 どなたでも（半日の参加も可能）  定員 3～7 名 

持参物 飲み物（弁当は会が用意します） 申込方法 電話、メール 

問合せ・申込先 NPO 法人 下松べんけい号を愛する会（栗田） 

℡ 080-1946-5118  ﾒｰﾙ kuri4604@arion.ocn.ne.jp 

ボランティア募集情報 

べんけい号ミニ SL 走行 ボランティアスタッフ募集 

周南ウオーキング協会 月例会 
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対象団体 国内に拠点を置き、適正な運営、会計処

理、情報公開および対象活動を行う非営利団体 

対象事業 国内ならびに開発途上国の自然・歴史環

境の保全活用にかかわる活動や研究 

対象事業の実施期間 原則として助成金振込日より

1 年間（助成金の振込は平成 29 年 11 月上旬〜下旬を予定） 

助成額 総額 1,500 万円程度（助成件数：30 件程度） 

問合せ先 みずほ信託銀行株式会社 リテール・事業

法人業務部 福祉信託係『公益信託 大成建設自然・

歴史環境基金』事務局 

℡  03−3274−9210 

URL http://www.taisei.co.jp/about_us/society/kikin/html/gist.html  

＜Ⅰ．国内活動助成＞ 

対象団体 自然保護に関する活動に意欲があり、活

動を行うための組織が整っているグループ（法人格

の有無は不問） 

対象活動 国内における自然保護のための普及啓発

活動で、次のようなカテゴリーに入るテーマのもの 

①野生動植物種や植生、動物分布、生態系、地形等

の保護活動 

②自然保護教育や環境教育の推進、自然保護思想の

啓発のための活動 

③自然保護を訴えるパンフレット、書籍、映像コン

テンツ等の製作 

④自然保護を訴えるシンポジウム、セミナー、イベ

ント等の開催 

助成額 上限 100 万円／件 

＜Ⅱ．地域 NPO 活動枠＞ 

対象団体 地域に根ざした活動を 3 年以上続けてい

る NPO 法人 

対象活動 地域の自然環境の保全、再生、復元を目

指した活動で、次のようなカテゴリーに入るもの 

①地域の固有の動植物種の保護活動 

②荒廃した里山等の自然環境を再生または復元し、

生態系を回復させる活動 

③地域の自然環境を荒らしている外来種の駆除や、

ノネコの対策（TNR 活動、里親探し活動等） 

助成額 上限 50 万円／件 

＜Ⅰ・Ⅱ共通項目＞ 

問合せ先 （公財）自然保護助成基金 

℡  03-5454-1789 

URL   http://www.pronaturajapan.com/foundation/pronaturafund/28pnfbosyu  

 

助成金情報 

対象団体 活動に 2 年以上取り組み、大きな成果を

上げている次のいずれかの団体 

①地域住民が自主的に結成し、運営している地域活動団体  

②①と連携して地域づくりに取り組む企業、商店

街、学校等 

応募方法 活動内容と現在までの成果等を2,000字

程度にまとめ、レポートとして提出 

◆活動例（活動範囲…市区町村地域程度まで） 

①災害に強い地域づくり活動 

②震災復興活動  ③子どもの健全な育成活動 

④高齢者支援活動 ⑤景観保全活動 

⑥地域文化の振興・伝承、地域スポーツの育成、

住民の健康づくりの活動 

⑦地球温暖化防止や地域循環型社会をめざす活動  

⑧都市と農山漁村の交流促進活動や地域資源を

活かした地域産業振興活動 

⑨食育や地域に根ざした食文化を育む活動 

⑩犯罪に強いまちづくりの活動 

⑪子育て家族支援活動 等 

助成額 副賞として 5～20 万円 

問合せ先 （公財）あしたの日本を創る協会 

℡  03-5772-7201 

URL http://www.ashita.or.jp/prize/index.htm 

あしたのまち・くらしづくり活動賞（〆切：7/５） 

大成建設自然・歴史環境基金（〆切：7/31） 

プロ・ナトゥーラ・ファンド助成（〆切：7/14） 

市民活動支援センターでは、 

市民活動に関する問合せ・相談等

を随時受け付けています。ぜひお気

軽にご連絡・ご来館ください！ 
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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  周南市役所 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 各種法人、組合、企業、地域団体 

対象事業 ①市内で開催される婚活イベント 

②事業所間交流を目的とした婚活イベント  

対象事業の実施期間 平成29年4月1日～平成30

年 3 月 31 日 

助成額 上限 10 万円（対象経費の 2 分の 1 以内） 

募集期間 随時（予算に達し次第終了） 

※原則、事業着手前に交付決定を受けるよう申請を行う。 

問合せ先 周南市役所 次世代支援課 

℡  0834-22-8457 

URL   http://www.city.shunan.lg.jp/section/jisedai/ikusei/konkatsu.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 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の植樹活動、環境保

全活動、ESD・環境教育活動 

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 上限 200 万円／件 

問合せ先 NPO 法人瀬戸内オリーブ基金 

℡ 0879-68-2911 

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

対象団体 市内に活動拠点があり、子育て支援活動

（営利目的を除く）を行う団体 

対象事業 地域の子育てネットワーク構築や、地域

の子育て支援力の向上に繋がる講演会等の取組み 

対象事業の実施期間 平成29年4月1日～平成30

年 3 月 31 日 

助成額 上限 5 万円（対象経費の 2 分の 1 以内） 

募集期間 随時（予算に達し次第終了） 

※原則、事業着手前に交付決定を受けるよう申請を行う。 

問合せ先 周南市役所 次世代支援課 

℡  0834-22-8457 

URL   http://www.city.shunan.lg.jp/section/jisedai/ikusei/kosodatehojyokin.html  

 

 

周南市共創プロジェクト（〆切：8/9,10/5） 

対象 設立 2 年以上を経過しており、活動実績があ

る団体・グループ・個人等 

対象活動 

①自然環境保全に資する樹木・草花の植樹活動 

②自然環境保全活動 

③自然環境保全に資する調査・研究活動 

④自然環境保全に資する教育・諸啓発活動 

対象活動の実施期間 平成 29 年 11 月 1 日～平成

30 年 10 月 31 日 

助成額 総額 900 万円 

問合せ先 （公財）日野自動車グリーンファンド 

℡  042-586-5369 

URL http://www.hino.co.jp/csr/greenfund/promotion.html 

（公財）日野自動車グリーンファンド助成事業（〆切：7/31） 

子育て支援活動補助金（〆切：随時） 

婚活イベント開催事業補助金（〆切：随時） 

ゆたかなふるさと助成(植樹・環境教育分野)（〆切：7/31） 


