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日時 9 月 30 日（土）14 時～17 時（開場：13 時 30 分～） 

場所 スターピアくだまつ 2F 展示ホール（下松市中央町 21-1） 

内容 ①藻谷浩介氏による講演 

   …全国の鉄道まちおこし参考事例の紹介・下松市での実施の課題等 

②パネラー5 名によるパネルディスカッション 

対象 どなたでも  定員 300 名  持参物 筆記具  参加費 無料 

申込方法 Fax、またはスターピアくだまつ・下松市中央公民館・周南市文化会館にて整理券を入手 

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  Fax  0833-43-4250  ﾒｰﾙ  kuri4604@arion.ocn.ne.jp 

★当日の運営ボランティアスタッフを募集しています。問合せ・申込は上記連絡先へ！ 

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 10 月 6 日(金)13 時 30 分～15 時 30 分 

場所 周南市学び・交流プラザ 

内容 実際にスマホに触りながら、スマホの基

本的な使い方や便利な活用法について体験し

ていただく講座です。 

対象 スマホが初めての方（概ね 60 歳以上） 

定員 10 名（先着順） 

持参物 なし（スマホはお貸しします） 

参加費 500 円 申込方法 電話、Fax 

問合せ・申込先 NPO 法人 シニアネット光 

℡   080-5759-2899 

Fax  0833-43-8429 

 

日時 10 月 1 日（日）10 時～15 時 

場所 とんとん会館 

内容 カラオケ・音楽・太極拳・カンフーの披露、

作品展示、バザー等 

対象 どなたでも 参加費 無料 

事前申込 不要 

問合せ先 とんとん会館 

℡・Fax 0834-63-4927 

イベント情報 

9999
2017

月

年

号 

とんとんまつり 
（主催：富田東地区コミュニティ推進協議会） 

 

講演会＆パネルディスカッション 「鉄道産業のまち下松 全国発信における課題は何か？」 

市民活動支援センターに団体登録（※）をすると、「市民活動

グループバンク」による団体情報の公開ができるほか、 

ワーキング機器（印刷機、断裁機、紙折機、拡大機、丁合機 等）

や活動情報掲示スペースの利用等が可能になります！ 

（※）周南市内で営利を目的としない公益活動を 

行う団体のみ登録が可能です。 

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。 

スマートフォン講座 
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10 月例会① コスモスウォーク ★雨天決行 

日時・場所・内容 10 月 14 日（土）9 時 35 分～14 時 50 分 

JR 櫛ヶ浜駅に 9 時 35 分集合。 

JR 櫛ヶ浜駅～櫛浜公民館～下松ふ頭公園～ほしらんどくだまつ～西念寺前～ 

下松スポーツ公園：コスモス開花～下松市役所～JR 下松駅を巡る、約 16 キロを歩きます。 

定員 なし  事前申込 不要 

 

10 月例会② 周防大島海岸ウォーク ★雨天決行 

日時・場所・内容 10 月 22 日（日）9 時 24 分 または 10 時 25 分～16 時 10 分 

［①23 キロコース］ 

JR 大畠駅に 9 時 24 分集合。 

バス停：家房～石碑：龍門好五郎の手形～橘ウインドパーク～周防大島町役場 橘庁舎前～ 

奇岩：巌門～奇岩：立岩～広域農道大島オレンジロード～道の駅サザンセトとうわ～ 

バス停：土居口を巡る、約 23 キロを歩きます。 

［②18 キロコース］ 

JR 大畠駅に 10 時 25 分集合。 

［①23 キロコース］と合流し、周防大島町役場 橘庁舎前～バス停：土居口を巡る、 

約 18 キロを歩きます。 

※［①23 キロコース］・［②18 キロコース］ともに道の駅サザンセトとうわでのゴールも可。 

定員 ［①23 キロコース］18 名、［②18 キロコース］15 名  申込方法 電話 

 

共通項目 

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 

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HP 掲載の開催案内（チラシ）をご覧ください。 

日時 10 月 14 日（土）13 時 30 分～16 時  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！ 

※10 月 28 日（土）、周南市文化会館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。 

対象 どなたでも（初心者でも大丈夫！） 持参物 飲み物 

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。 

※10 月以降練習に参加の方、またはコンサートリハーサル・本番のみ参加の方は 6,000 円。 

申込方法 はがき、電話、またはメールで①住所、②氏名、③電話・Fax 番号、 

④メールアドレス、⑤希望パート、⑥楽譜・CD の購入希望を連絡 

問合せ・申込先 「第九」の会 in 周南 

〒745-1131 周南市戸田 1603 門司 宏子 

℡  090-7990-1257（門司） ﾒｰﾙ jamujamu2691@gmail.com（山野井） 

    周南ウオーキング協会 月例会 

「第九 歓喜の歌」 合唱練習会 



3 
 

日時 10 月 29 日（日）10 時～ 

場所 新南陽ふれあいセンター 

内容 歌や踊りの披露、くじびき大会等 

◆賛助出演…福川小学校マーチングバンド 

◆特別出演…演歌歌手 葵かを里さん 

対象 どなたでも 参加費 500 円 

事前申込 不要 

問合せ先 新南陽若山ライオンズクラブ（山本） 

℡ 080-3096-8897 

日時 10 月 15 日(日)10 時～15 時 ★雨天中止  

場所 ほしらんどくだまつ（下松市大手町 2-3-1） 

内容 下松べんけい号のミニ列車運転乗車会 

対象 どなたでも 参加費 1 乗車：100 円 

事前申込 不要 

問合せ先 

NPO 法人 下松べんけい号を愛する会（栗田） 

℡  080-1946-5118   

Fax  0833-43-4250   

ﾒｰﾙ  kuri4604@arion.ocn.ne.jp 

 

★当日の運営ボランティアスタッフを募集しています。 

問合せ・申込は上記連絡先へ！ 

 

日時 下記の通り 時間 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。 

10 月 18 日（水） かぼちゃ 

11 月 8 日（水） りんご 

※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 

★12 月以降も、原則、毎月第 2水曜日に同じ時間帯・

同じ場所で実施しています。 

第 27 回 アイバンク＆盲導犬育成基金 

チャリティショー 

下松べんけい号ミニ列車運転乗車会 託児つき 野菜と果物の食育料理講座 

日時 11 月 23 日（木・祝）8 時 30 分～16 時  場所 徳山商店街 

内容 小学生の職業体験イベント「こどもっちゃ！商店街」を一緒に運営し、当日の小学生のお世話を

するボランティアを募集します。11 月 12 日（日）に事前説明会を予定しています。 

対象 高校生～概ね 30 歳代までの方   定員 なし 

申込方法 電話、Fax、メール、はがき  〆切 11 月 2 日（木） 

問合せ・申込先 周南市役所 商工振興課 

〒745-0045 周南市徳山港町１-１ 

℡  0834-22-8373  Fax 0834-22-8357 

ﾒｰﾙ shoko@city.shunan.lg.jp 

「こどもっちゃ！商店街」ボランティア募集 （主催：こどもっちゃ！商店街実行委員会） 

ボランティア募集情報 
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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  

対象団体 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 ※事前に連携主体登録が必要 

対象活動 周南市の地域の価値創出に繋がる活動 

（子育て、福祉、産業、観光、環境、移住等に繋がる分野で、

地域所得や夢・希望の増加に繋がる経済的・社会的な活動） 

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・第 2 期：終了しました 

◆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 非営利な活動を行う団体 

対象活動 

①緑化植栽活動 

…花や緑にあふれるふるさとづくりを目的とした、

道路沿いや公園隣地等で行う「花いっぱい運動」

等、地域住民が自ら行う植栽活動 

②自然環境保全活動 

…緑豊かなふるさとづくりを目的とした、山林や河

川敷、里地里山等で行う自然環境の保護保全活動

や整備、植樹活動 

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 有識者を中心とする審議委員が助成額を決定 

問合せ先 （公財）コメリ緑育成財団 

℡ 025-371-4455 

URL   http://www.komeri-midori.org/koubo/guide.html  

対象団体 県内にて教育、スポーツ部門、芸術文化

部門に著しい成果をみせ、他の範とするに足る学

校、団体 

助成内容 資金補助。金額は財団の規定による 

問合せ先 （公財）西京教育文化振興財団 

℡ 0834-22-7665 

URL   http://secf.jp/c_solicit.html 

 

 

 

 

 

助成金情報 

周南市共創プロジェクト（〆切：10/5） 

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） 

第 28 回 コメリ緑資金（〆切：10/31） 

西京教育文化振興財団 助成（〆切：10/31） 


