
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民活動グループのイベント・助成金情報が満載！ 

イベント情報 

＜9 月例会 萩往還ウオーク（山口市・防府市）＞ ※小雨決行 

日時 9 月 9日（日）9時 40 分～1次ゴール予定 15 時 20 分ころ／2次ゴール予定 16時 40分ころ 

集合場所・時間 JR 山口駅に 9時 40分集合 

コース JR山口駅～(萩往還)～赤禰武人顕彰碑～(萩往還)～山根観音・福田侠平の墓(奇兵隊参謀・兼務軍監)～

氷上橋～脱隊諸士招魂碑～柊神社～泰雲寺～鳴滝・鳴滝公園【昼食】～鯖山峠(萩往還)～郡境の碑・明治天皇の

碑～おろく塚～勝坂陸橋～上勝坂バス停：1次ゴール【距離17.7キロ】～佐波川渡し跡～ゆめタウン防府～ 

JR 防府駅：2次ゴール【距離 23.3 キロ】       ★鳴滝・鯖山峠以外は平坦なコース 

持参物 弁当・昼食時の敷物・飲み物 ※コース途中のコンビニで弁当購入可能 

対象 ウォーキングマナーが守れる方 

参加費 ◆一般（会員外）：300 円 ◆県内ウオーキング協会会員：100円 

    ◆周南ウオーキング協会・中学生以下：無料 

問合せ先 周南ウオーキング協会（藤井） ℡：090-2003-1639 

周南ウオーキング協会 月例会 

日時 9 月 29日（土） 14 時～16 時 30分 会場 周南市文化会館 大ホール 

プログラム (合唱予定曲 全 27 曲) 

赤とんぼ／里の秋／花は咲く／高校三年生／千の風になって／青春時代／長崎の鐘 

／いい日旅立ち／学生時代／青い山脈／今日の日はさようなら  他 

司会 岡本 修二 ピアノ 森田 弘道・柳 祥江(ヤナギサチエ) ベース 寺山 繫 ドラム ビーン高橋 

歌唱リーダー 浅見 俊一・内山 佳子・濱畠 洋子・村上 幸子  他 

チケット (全席自由) 前売券：500 円 当日券：600 円 

前売券発売店 たわら 銀座本店、ピピ 510、山口井筒屋 周南ショップ、周南市文化会館 

光市市民ホール、蔦屋書店（周南駅前書店 2F カウンター） 

問合せ先 NPO 法人 山口県アクティブシニア協会 ℡/FAX：0834-32-8409 

メール：info@aysa.jp      URL：http://www.aysa.jp 

 

 

 

AYSA 創立 30 周年記念「うたごえ喫茶周南」～Ｌet’s sing a song♪歌う角には福来たる！～ 
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日時 9 月 2日（日）9時～12時 場所 県総合庁舎 7F きずなルーム 対象 小学生以上の方 

内容 おりがみに関する研究・発表・交流 持参物 筆記用具 定員 20 名程度（先着順） 

参加料 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：kuniom1119@outlook.jp 

 

第 44 回 周南おりがみ研究会 例会 

mailto:info@aysa.jp
http://www.aysa.jp/
mailto:kuniom1119@outlook.jp
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目的 視覚障害の福祉に理解と熱意を有する方に、点訳・音訳の指導を行うことにより点訳・音訳の奉仕者を

養成し、もって視覚障害者の文化と福祉の増進を図る。 

日時 ＜点訳＞平成 30年 10 月 5 日(金)～平成 31 年 3月（計 24 回） 

       昼の部：毎週金曜日 13時～15 時  夜の部：毎週金曜日 18 時～20時 

＜音訳＞平成 30年 10月 4 日(木)～平成 31 年 3 月（計 15回） 

         毎週木曜日 13 時～15 時 ※休講日あり 

場所 周南市徳山社会福祉センター２階 ボランティア室 講師 点字指導員・音訳指導員 

対象 講習終了後、パソコン点訳・パソコン音訳活動のできる方 申込方法 電話 〆切 9月21日(金) 先着順 

受講料 1,000円(資料代含む) 養成人員 点訳(昼)・点訳(夜)・音訳、それぞれ10名程度 持参物 筆記用具 

申込・問合せ先 NPO法人 周南視覚障害者図書館 ℡：0834-34-9351(受付：月/火/木/金の9時30分～15時30分) 

平成 30 年度 点訳・音訳ボランティア初心者講習会 

これまでの認定プロジェクトの紹介動画を HP「しゅうなん地域づくり応援サイト」内に公開しています。 

下記の各リンク先または HP「しゅうなん地域づくり応援サイト/共創プロジェクト」からぜひご覧ください！ 

◇神楽でまちづくりプロジェクト                 ◇苔谷「農」×「福」連携プロジェクト 

◇山口県初 須金リトリートセンタープロジェクト          ◇石柱庵とナチュラルアートプロジェクト 

◇重森三玲庭園再発見・再考察プロジェクト「名勝指定に向けて」  ◇周南市北部の地域交流プロジェクト 

◇「周南ランプフェス」～人と街と灯りプロジェクト        ◇周南地域観光塾プロジェクト 

◇ぼくらのお仕事プロジェクト                  ◇周南タク酒プロジェクト ～酒蔵ツーリズム～ 

 

共創プロジェクト：周南市からのお知らせ！ 

日時 9 月 8日（土）15時～17時頃 場所 徳山駅前図書館 交流室 1 

内容 15：00～ 市民活動支援センターについて 

15：30～ 徳山駅前図書館の活用方法について(講師：周南市立徳山駅前図書館 館長 櫻澤圭一氏) 

16：15～ 質疑・活用提案タイム 

対象 市民活動団体もしくは地域団体に所属している方・市民活動に興味がある方 

定員 30 名程度 参加費 無料 〆切 9月 3 日（月） 

申込方法 下記の必要事項を添えて電話・メール・FAX またはセンター窓口にてお申し込み 

必要事項：①氏名 ②団体名(所属している方のみ) ③電話番号 ④メールアドレス 

申込・問合せ先 周南市市民活動支援センター ℡：0834-32-2200 FAX：0834-32-2201 

メール：shiencent@city.shunan.lg.jp 

徳山駅前図書館活用講座：周南市市民活動支援センターからのお知らせ！ 

＜図書館とサポーター、まちと人、繋げていくこと共に活性化していく＞ 

図書館サポーターの主な活動内容 ①図書館を利用される方々への課題解決や情報提供等の協力 

②サポーターの専門分野を活かした出張講座の開催 ③えき・まちスタンドの運用による教育・文化・賑わいの醸成 

④その他、様々な連携策の模索を行い、周南市全体の活性化に繋げていく 

募集対象 周南市内で店舗・会社・事業所・地域活動団体・NPO法人等の市民活動団体 

申込方法 下記のURL より「図書館サポーター登録シート」にご記入の上、FAXまたは持ち込にてでお申し込み 

URL：https://shunan.ekimae-library.jp/ja/info_page/1469 FAX：0834-32-3303(周南市中心市街地活性化協議会 事務局) 

問合せ先 周南市中心市街地活性化協議会 ℡：0834-31-3000 ／ 周南市立徳山駅前図書館 ℡：0834-34-0834 

 

徳山駅前図書館サポーター募集‼ 

http://shunan-chiikijoho.jp/co-creation/
https://www.youtube.com/watch?v=v5_07i3CwTU
https://www.youtube.com/watch?v=IKK0UN5rdOs
https://www.youtube.com/watch?v=9p2_bb2YuF4
https://www.youtube.com/watch?v=aNbhdTeVYxI
https://www.youtube.com/watch?v=8EVUBlHD0G4
https://www.youtube.com/watch?v=Tdy4s5SF1zA
https://www.youtube.com/watch?v=yXNC1moruFI
https://www.youtube.com/watch?v=Rfg0rMF_NLs
https://www.youtube.com/watch?v=-C7WF2VY9EM
https://www.youtube.com/watch?v=aHWnBB3Lxb8
mailto:shiencent@city.shunan.lg.jp
https://shunan.ekimae-library.jp/ja/info_page/1469


 

 

 

第 14 回 JTB 交流創造賞(組織・団体部門) 〆切：9/15 

対象団体 観光振興、地域活性化に取り組んでいる組織・団体 

募集内容 国内外を問わず旅行者を受け入れる地域として、地域固有の魅力の創出・需要の創造、地域活性化、双

方向の文化交流など、一過性のイベントではなく「持続可能な観光」を創造したオリジナリティが生かされた取

り組み事例 

賞金額 最優秀賞(1作)：賞金 100 万円／優秀賞(2 作)：賞金 50 万円 

問合せ先 JTB 交流創造賞 事務局 ℡：03-6722-0757 FAX：03-6722-0753 

http://www.jtb.co.jp/chiikikoryu/koryusouzousho/obo/koryu.asp 

 

社会福祉育成活動推進のための平成 30 年度 助成事業 〆切：9/15 

対象団体 社会福祉法人、NPO 法人、任意団体等 

対象事業 次のいずれかに該当する福祉事業 

①比較的小規模な施設の拡充 ②障害者支援等で財政的な裏付けの少ない先駆的な試みや開拓的な事業活動 

助成額 事業運営に必要な設備備品の購入費に対し上限 20万円／件 

問合せ先 公益財団法人 愛恵福祉支援財団 ℡：03-5961-9711 http://www.aikei-fukushi.org/?p=922 

 

第 25 回 ボランティア活動助成 〆切：9/15 

対象団体 ボランティア活動を行っているメンバーが５名以上で、かつ営利を目的としない団体 

（任意団体、NPO 法人、財団法人、大学のボランティアサークル等）※社会福祉協議会、行政(市区町村の担当

部署)、共同募金会及び NPO センターの窓口担当者の方から、活動状況等に関するコメントが必要 

対象活動 ①高齢者、障がい児者、子どもの支援活動及びその他、社会的意義の高いボランティア活動 

②地震・豪雨・台風による大規模自然災害の被災者支援活動 

(大規模自然災害とは、「東日本大震災」「平成 28 年熊本地震」「平成 29 年 7 月九州北部豪雨」「大阪府北部地

震」「平成 30 年 7月豪雨」等) 

助成対象期間(領収書の有効日付) 平成 31年 1月 1 日から 1 年間 

助成額 助成対象経費に対し上限 30 万円／件 

問合せ先 公益財団法人 大和証券福祉財団 事務局 ℡：03-5555-4640 FAX：03-5202-2014 

メール： fukushi@daiwa.co.jp              www.daiwa-grp.jp/dsf/grant/outline.html 

 

第 13 回 女性いきいき大賞 〆切：9/30 

対象団体 代表者が女性もしくは運営の中心メンバーが女性であること。自主的で創意と工夫に富んだコミュニテ

ィ活動やボランティア活動・ＮＰＯ活動等をしている、活動歴が 3年以上あり 5人以上のメンバーで構成された

団体またはグループ 

対象事業 ①くらしづくり（健康、文化、環境、省エネ、リサイクル、食の安全・安心など） 

②子育て（子育て支援、教育、子どもの安全、母子保健、食育など） 

③福祉（高齢者福祉、介護福祉、障害者福祉など） 

④地域づくり（街づくり、村おこし、地産地消、農業、伝統文化、平和など） 

助成額 副賞として 10 万円～30万円  

問合せ先 生活協同組合コープやまぐち 女性いきいき大賞 事務局 ℡：0120-27-5520 

http://www.yamaguti-coop.or.jp/about/ikiiki/ 

助成金情報 
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http://www.jtb.co.jp/chiikikoryu/koryusouzousho/obo/koryu.asp
http://www.aikei-fukushi.org/?p=922
mailto:fukushi@daiwa.co.jp
http://www.daiwa-grp.jp/dsf/grant/outline.html
http://www.yamaguti-coop.or.jp/about/ikiiki/


地域愛鳥活動助成 〆切：9/30 

対象団体 対象活動を行う小学校、中学校および高等学校のクラブ・委員会や子供エコクラブ、又は自治会やボラ

ンティア団体等地域のグループ（学校による応募は不可） 対象活動 地域に根ざした鳥類の保護・観察活動 

対象活動の実施期間 原則として平成 31 年 4 月～平成 32年 3 月 

助成額 助成対象経費に対し上限 20 万円／件 

問合せ先 公益信託グループ サントリー世界愛鳥基金 ℡：03-5232-8910（平日 9 時～17時） 

FAX：03-5232-8919                   http://www.koueki-suntory-aityou.jp/ 

 

読売福祉文化賞 〆切：9/30 

対象 社会福祉の各分野で 21 世紀を切り開く創造的な業績をあげ、障害者や高齢者の暮らしやすい環境づくり、

自立支援、社会参加の推進や、困難な状況にある子どもたちの支援などに貢献している団体または個人 

(1) )公益性ある創造的な事業で、ハンディを持つ方や地域の人々に元気を与え、ネットワークを広げている 

(2)個人または団体が生き生きとした活動の場を持てる支援を実践している 

(3)福祉の現場において、多様な文化の向上に尽くしている 

(4)明確なテーマを持って、目覚ましい実績をあげ、将来も継続、発展が期待できる 

対象活動 以下の 2 部門に該当する活動 

・高齢者を支援する福祉活動を対象とする「高齢者福祉部門」 

・障害者や子どもの福祉を中心に福祉全般を対象とする「一般部門」 

＜活動例＞ ＊高齢者による地域社会への貢献や福祉活動 ＊高齢者の日常生活のサポートや社会参加を促進 

＊障害者のスポーツ活動支援 ＊障害者の就労や自立を支援 ＊障害者と健常者が共に参加する芸術活動 

＊障害を持つ子どもたちの支援 ＊大規模災害で被災した障害者・高齢者の支援活動 支援金額 100 万円  

問合せ先 読売光と愛の事業団・読売福祉文化賞係 03-3217-3473  http://www.yomiuri-hikari.or.jp/ 

 

チャリティプレート助成金 〆切：10/1 

対象団体・選考条件 以下の条件を満たす団体 

①団体またはグループであること 

②アクティビティ・センター(自立生活センター、グループホームなど)または、小規模営業所であること 

③助成年度の前年の 4 月 1 日までに設立されていること 

④在籍する障害者について(職員を除く)全体で 5名をこえること 

⑤総予算が年間 2,000 万円をこえないこと 

⑥事業収入が 800万円をこえないこと 

⑦公費助成のうち、運営費助成(対利用者)が年間予算総額の 75％をこえないこと 

⑧週 1 回または、それ以上開設されていること 

⑨将来の見通しが立っていること 

申込物件 設備・備品・車両のうち、できるだけ 1種類 助成額 成対象経費に対し上限 50 万円／件 

問合せ先 特定非営利活動法人 日本チャリティプレート協会 メール：info@jcpa.net 

℡：03-3381-4071 FAX：03-3381-2289       http://www.jcpa.net/jcpa/?page_id=13 
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【編集・発行】 周南市市民活動支援センター  

〒745-0034 周南市御幸通 2 丁目 28 番 2 徳山駅前賑わい交流施設 3 階 

TEL：(0834)32-2200／FAX：(0834)32-2201 MAIL：shiencent@city.shunan.lg.jp 

URL：http://shunan-chiikijoho.jp/support/  

 

http://www.koueki-suntory-aityou.jp/
http://www.yomiuri-hikari.or.jp/
mailto:info@jcpa.net
http://www.jcpa.net/jcpa/?page_id=13
mailto:shiencent@city.shunan.lg.jp
http://shunan-chiikijoho.jp/support/

