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日時 11 月 23 日（木・祝）10 時～15 時 30 分 

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」を開催します。 

◆8:30～ 求人開始 

◆10:00～or10:30～ 1 回目お仕事体験 

◆11:30～or12:00～ 2 回目お仕事体験 

◆13:00～or13:30～ 3 回目お仕事体験 

対象 小学生 定員 約 800 名 

参加費 お仕事体験 1 回につき 500 円 

事前申込 不要 

問合せ先 周南市役所 商工振興課 

℡   0834-22-8373 

Fax  0834-22-8357 

ﾒｰﾙ  shoko@city.shunan.lg.jp 

 

★ボランティアスタッフも募集しています。 

詳細は次のページをご覧ください！ 

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 11 月 8 日（水）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。 

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。 

日時 11 月 3 日(金)～5 日(日)10 時～17 時 

場所 JR 徳山駅 新幹線口 1F ぞうさんの寄り

道・2F ぞうさんのさんぽみち 

内容 障害を持たれた方々が絵画や造形を楽し

く制作している“アトリエ non”による、新作

絵画・グッズ販売、実演等を行います。 

対象 どなたでも 参加費 無料 

事前申込 不要 

問合せ先 社会福祉法人 大和福祉会 周南あけ

ぼの園 

℡ 0834-39-3755 
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託児つき 野菜と果物の食育料理講座 

こどもっちゃ！商店街 
（主催：こどもっちゃ！商店街実行委員会） 

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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日時・場所・内容 11 月 23 日（木・祝）9 時 20 分～16 時 ★雨天決行 

JR 柳井駅に 9 時 20 分集合。 

JR 柳井駅～専称寺～伊保庄マリンパーク～賀茂神社～阿月公民館～克己堂・浦氏居館旧表門～ 

第三代奇兵隊総督：赤禰武人屋敷跡碑～第二奇兵隊軍督：世良修蔵屋敷跡碑～阿月トンネル～ 

伊保庄マリンパーク～柳井スタジアム前～JR 柳井駅を巡る、約 23 キロを歩きます。 

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、マスク（トンネルでの防埃対策のため） 

参加費 一般（会員外）：300 円、県協会員：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HP 掲載の開催案内（チラシ）をご覧ください。 

日時 11 月 26 日（日）13 時～15 時 

場所 周南市学び・交流プラザ 

内容 

①紙芝居上演：青木健作作品『夜の人々』 

②献歌・献句の披露および特選・入選・佳作作

品の表彰 

③青木健作作詞 富田西小学校旧校歌の合唱 他 

④墓前行事（閉会後・希望者のみ） 

 浄真寺墓苑において、献歌・献句を青木健作先生

の墓前に供え、特選作品を作者が朗詠します。 

対象 どなたでも 参加費 無料 事前申込 不要 

問合せ先 青木健作顕彰の会（和知） 

℡  0834-63-1129 

    11 月例会 小瀬・上関街道ウォーク 

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 

日時 11 月 26 日（日）9 時～11 時 30 分 

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 第 24 回 青木健作顕彰の集い 
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対象団体 県内に所在し、規約を有している民間団体 

対象活動 がんをはじめとした生活習慣病等の疾病

の予防と健康の保持増進へ向けた普及啓発活動 

助成額 上限 10 万円／件 

問合せ先 （公財）山口県予防保健協会 

℡   083-933-0008 

URL     https://www.yobou.or.jp/ 

対象団体 

①公益社団・財団法人又は一般社団・財団法人 

②NPO 法人 

③上記①②以外の法人格を有する団体 

④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 

＜1．子どもを対象とする体験活動や読書活動＞ 

◆体験活動 

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社会奉仕活動 

⑤職場体験活動     ⑥その他の体験活動 

◆読書活動 

＜2．1．の支援活動＞ 

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30年4月1日～平成31

年 3 月 31 日 

助成額 2 万円以上で限度額は次のとおり 

◆市区町村規模…上限 100 万円／件 

◆都道府県規模…上限 200 万円／件 

◆全国規模…上限 600 万円／件 

〆切 11 月 14 日（※電子申請：11 月 28 日） 

（一定の条件を満たす活動については 2 次募集（〆切 

：H30.6/5）有。詳細は要項参照） 

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/taiken_boshu.html  

対象団体 長年地域文化の振興に寄与してこられた

団体、とりわけ地域の音楽・美術・演劇・伝統芸能

の各分野において努力されている諸団体 

助成事業 地域文化振興に寄与し、文化・芸術的に

優れた公演・展覧会等 

①音楽部門…地域で継続的に活動しているアマチ

ュアの音楽団体の公演 

②美術展部門…各地の美術館等が地域の人々に優

れた美術品の鑑賞の機会を提供する展示活動等 

③演劇部門…地域で継続的に活動しているアマチ

ュアの演劇団体の公演 

④伝統芸能部門…各地の伝統芸能の伝承と保存、後

継者の育成を図るための公演 

対象事業の実施期間 平成30年4月1日～平成31

年 3 月 31 日 

助成額 特に定めなし（近年の実績…20～50 万円／件） 

問合せ先 （公財）三菱 UFJ 信託地域文化財団 

℡ 03-3272-6993 

URL   http://mut-tiikibunkazaidan.or.jp/ 

 

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30年4月1日～平成31

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  

助成金情報 

（公財）山口県予防保健協会助成事業（〆切：11/30） 

子どもゆめ基金（〆切：11/14） 

(公財)三菱 UFJ 信託地域文化財団 助成（〆切：11/30） 

(公財)エネルギア文化・スポーツ財団 助成（〆切：11/20） 
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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/soshiki/29/2696.html  

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/soshiki/29/2697.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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 周南市市民活動支援センターは、平成 30 年２月３日の

徳山駅前賑わい交流施設の開館に伴い、 

平成 30 年１月下旬に西部市民交流センターから 

移転いたします。（平成 30 年 2 月 3 日より開館） 

＜移転先住所＞周南市御幸通２丁目 28 番２  

周南市徳山駅前賑わい交流施設３階 

詳細は、センターHP や市広報等にて 

随時お知らせしてゆきます。 

＜A．活動助成＞ 

対象団体 環境活動を行う NPO 法人、一般社団法

人、任意団体 

対象活動 

①自然環境の保護・保全 

…森林の保護・保全、里地里山・里海の保全等 

②野生動植物種の保護・保全 

③体験型環境学習活動 

④環境の負荷を軽減する生活をテーマにした活動 

助成額 

◆NPO 法人、一般社団法人…上限 200 万円／件 

◆任意団体…上限 100 万円／件 

＜B．NPO 基盤強化助成＞ 

対象団体 「環境の保全を図る活動」が活動分野と

して認証され、かつ法人として 3 年以上の活動実績

がある NPO 法人 

対象活動 上記 A と同様 

助成額 上限 400 万円／件（原則 3 年間継続） 

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） 

＜C．清掃助成＞ 

対象団体 年間を通じて定期的に清掃活動を行って

いる環境市民団体 

対象活動 公共性の高い場所で市民が主体となって

企画・運営し、継続して行っている清掃活動 

助成額 上限 20 万円／件 

＜D．緑化植花助成＞ 

対象団体 会員名簿や年度毎の収支報告等があり、

継続的・組織的に活動を行っている環境市民団体 

対象活動 公共性の高い場所で市民が主体となって

企画・運営し、継続して行っている低木の苗木、草

花の種・苗・球根を植え、育てる活動 

助成額 上限 30 万円／件 

＜以下、A～Dに共通項目＞ 

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 

問合せ先 （一財）セブンイレブン記念財団 

℡ 03-6238-3872 

URL   http://www.7midori.org/josei/index.html 

環境市民活動助成（〆切：11/30） 


