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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！ 

12 月例会① 初冬ウォーク ★雨天決行 

日時・場所・内容 12 月 3 日（日）9 時 15 分～12 時 30 分 

JR 光駅に 9 時 15 分集合。 

JR 光駅～妙見稲荷神社～大蔵池～島田川：冬の水鳥～ 

木の下橋～熊野神社～浅江神社～JR 光駅の約 11 キロを歩きます。 

持参物 飲み物 

 

12 月例会② 室積湾展望ウォーク ★雨天決行 

日時・場所・内容 12 月 10 日（日）9 時 35 分～16 時 

光市役所前に 9 時 35 分集合。 

光市役所前～光井公民館～峨眉山通り～［コース選択］ 

［コース①］ ～峨鼻山自然研究路縦走（縦走路約半分）～普賢寺［コース②と合流］ 

［コース②］ ～象鼻ケ岬～普賢寺［コース①と合流］ 

［①②合流後］～室積コミュニティセンター～かんぽの宿・光～ 

周防灘・室積湾（御手洗湾）展望～マックスバリュ室積店（1 次ゴール：15.6 キロ地点）～ 

光市役所前の約 19 キロ（コース①・②共通）を歩きます。 

持参物 弁当・昼食時の敷物・飲み物 

 

1 月例会 新春！2018 初歩き ★雨天・小雪決行 

日時・場所・内容 1 月 7 日（日）9 時 20 分～12 時 30 分 

JR 下松駅に 9 時 20 分集合。 

JR 下松駅～降松神社・若宮～アルク下松店～花岡八幡宮～ 

ザ・モール周南～JR 下松駅の約 12 キロを歩きます。 

持参物 飲み物 

 

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 

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。 
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日時 12 月 23 日（土・祝）14 時～ 

（13 時 30 分開場） 

場所 周南市文化会館 大ホール 

内容 

［第１部］詩の朗読とエレクトーン独奏 

［第２部］ベートーヴェン作曲 交響曲第 9 番

ニ短調作品 125 第 4 楽章「歓喜の歌」

対象 どなたでも 

参加費 前売券：2,000 円、当日券：2,500

円、高校生以下：無料 

前売券販売 周南市文化会館、ポップス川上周

南ピアノ館、スターピアくだまつ、光市民ホー

ル、アスピラート、防府市公会堂、山口市民会

館、ふちだ楽器店（岩国本店） 

問合せ先 「第九」の会 in 周南（門司） 

℡ 090-7990-1257 

    

日時 1 月 10 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。 

1 月 10 日（水） みかん 

※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 

★1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 12 月 16 日（土）11 時～14 時 30 分 

場所 周南市学び・交流プラザ 1F 交流室 2 

内容 クリスマス会 

対象 患者とそのご家族 定員 20 名（先着順） 

参加費 2,000 円    申込方法 電話 

〆切 12 月 11 日（月）午前中まで 

問合せ・申込先 全国パーキンソン病友の会山口

県支部 周南ブロック（荒谷） 

℡ 0834-22-7070 

（電話受付：月～金 16 時まで） 

クリスマス会 

 

託児つき 野菜と果物の食育料理講座 

「まど・みちお」さんの詩の世界と 
第九コンサート 

日時 12 月 24 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 

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。 
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対象団体 患者または患者家族の会、患者会の連合

組織、患者支援団体等 

対象活動 

①社会に向けた疾患啓発・医療関連情報等を発信す

るイベント・事業 

例）疾患啓発イベント・市民公開講座・シンポジウ

ムの開催、学会における患者セミナー開催・ブ

ース出展、疾患実態調査や患者用ガイドブック

の作成、ホームページの作成等 

②主に会員向けに疾患・医療知識習得を目的に行う

イベント・事業、会の人材育成を目的とした活動 

例）会員向けの医療講演会・相談会・勉強会の開催、

学会や研究会への会員派遣、ピアサポート研修

会の開催、他団体開催イベントへの研修派遣 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 上限額の定めなし（助成総額：1,000 万円） 

問合せ先 アステラス製薬 医療政策部 

℡ 03-3244-5110 

URL   http://www.astellas.com/jp/csr/social/patient/koubo.html  

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 30 年 4 月～9 月、また

は平成 30 年度の一年度間 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時・場所 ①12 月 5 日（火）熊毛公民館 大会議室 

②12 月 7 日（木）新南陽ふれあいセンター 中会議室 

③12 月 11 日（月）須々万公民館 講堂 

④12 月 13 日（水）久米公民館 中会議室 

いずれも 19 時～20 時（20 時～21 時までは希望団体への個別相談） 

内容 ・ふるさと振興財団助成金制度についての説明 

・申請書の書き方  ・プレゼン審査の対応法 

対象 地域づくり活動及び市民活動に関わる団体の方 

定員 各会場 20 名程度 参加費 無料 〆切 定員に達し次第 

申込方法 ①氏名、②所属団体名、③電話番号、④メールアドレス（あれば）、 

⑤受講会場、⑥個別相談の希望の有無をメールまたは Fax で連絡 

問合せ・申込先 （公財）周南市ふるさと振興財団（担当：國兼） 

℡   0834-33-7701  Fax  0834-31-3655 

ﾒｰﾙ  kunikane@gokan-furusato.org 

助成金情報 

助成事業説明会情報 

ふるさと振興財団 助成金活用講座 

患者会助成（〆切：12/22）★原則ネット申請のみ ヨネックススポーツ振興財団 助成金（前期） （〆切：12/20） 
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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/ 

対象団体 対象活動を行うボランティア団体等 

対象活動 国土交通省が実施する施策や整備事業等

に関連し、将来的にも社会資本整備に繋がる地域づ

くり、環境保全及び防災等に関するボランティア活動 

対象活動の実施期間 平成30年4月1日～平成31

年 2 月末 

助成額 上限 100 万円／件 

問合せ先 （一社）中国建設弘済会 山口支部 

℡ 0835-22-6551 

URL   http://www.ccba.or.jp/exam/past/index.htm  

応募資格 山口県内にお住まいの方 

募集内容 山口県内で撮影した未発表の写真 

例）農山漁村の四季を通した風景、農林漁業の営み、

伝統文化行事、農地・水路、野に咲く花や川に

住む生き物 等 

表彰内容 賞状と、賞により賞金 2～10 万円 

問合せ先 水土里ネット山口 

℡  083-933-0033 

URL http://www.yamadoren.or.jp/Photo/Oubo/H29/H29Oubo.html  

 

 

 

 

 

 

 

対象団体 対象活動を行う広島・山口県の団体 

対象活動 青少年の健全な育成のための、民間の非

営利活動 

例）自然とのふれあい、ボランティア育成、地域連

帯、エコ、国際交流・協力、科学体験・ものづ

くり 

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）マツダ財団 

℡ 082-285-4611 

URL   http://mzaidan.mazda.co.jp/bosyu/city/index.html  

    （センター移転のお知らせ）（センター移転のお知らせ）（センター移転のお知らせ）（センター移転のお知らせ）    

周南市市民活動支援センターは、西部市民交流セン
ターから徳山駅前賑わい交流施設（住所：周南市御幸
通 2 丁目 28 番 2）へ移転いたします。 

 （※平成 30 年 2 月 3 日より徳山駅前賑わい交流施設
にて開館。引っ越し作業のため、支援センターは
1/29～2/2 の間、一時閉館いたします。この間、 
ワーキングコーナーの機器の使用はできません） 

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。 

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） 

中国地方地域づくり等助成（〆切：12/28） 第 19 回 食料・環境・ふるさと写真コンテスト（〆切：12/31） 

市民活動支援～青少年健全育成関係～（〆切：1/12） 


