市民活動グループのイベント・助成金情報が満載！
2017 年

7 月号
イベント情報
周南ウオーキング協会 月例会
7 月例会 粭島ウォーク ★雨天決行
★詳細は、支援センターHP 掲載の
日時・場所・内容 7 月 30 日（日）8 時 26 分～15 時 50 分
開催案内（チラシ）をご覧ください。
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。
（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

「第九 歓喜の歌」 合唱練習会
日時 7 月 30 日（日）13 時 30 分～16 時

場所 周南市学び・交流プラザ

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！
※8 月 20 日（日）
、徳山保健センター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

事前申込 不要

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。
問合せ先 「第九」の会 in 周南
℡ 090-7990-1257（門司） ﾒｰﾙ jamujamu2691@gmail.com（山野井）
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周南おりがみ研究会 例会
日時 8 月 19 日（土）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

★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。

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

日時 7 月 24 日（月）～8
日（月）～8 月 10 日（木）9
日（木）9 時～15
時～15 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）

中山間地域づくり実践セミナー

（主催：山口県、企画・運営：NPO 法人 市民プロデュース）

日時 8 月 19 日（土）10 時～16 時 20 分

場所 山口県セミナーパーク（山口市秋穂二島 1062）

内容 ①基調講演「基礎から学ぶ地域づくりの進め方」
②分科会 Ⅰ「地域づくりを担う組織と会議のつくり方」
Ⅱ「地域おこし協力隊の力を地域で最大限に活かす方法」
Ⅲ「地域でつくる居場所・助け合い支援の実践」
Ⅳ「中山間を元気にするビジネスづくり実践中！」
③全体会「学びの共有と実践にむけたアクションづくりワークショップ」
対象 原則として山口県内在住または在勤の方 定員 150 名（先着順） 参加費 無料
持参物 名刺（多めにご持参ください）、チラシ・パンフレット等（会場内への設置希望者のみ）
申込方法 下記のいずれかの方法
●参加申込フォーム（https://goo.gl/XT8DKH）より申込
●申込用紙(※)に必要事項を記入の上、FAX または郵送にて申込
●申込用紙(※)の必要事項を記入の上、メールにて申込
(※)支援センターHP 掲載のチラシ等にてご確認ください。

〆切 7 月 31 日（月）
問合せ・申込先 NPO 法人 市民プロデュース
〒753-0074 山口市中央 3-6-1-2F
℡ 083-932-4919
Fax 083-932-4929

ﾒｰﾙ shiminproduce@gmail.com

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、紙折り機、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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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
日時・場所 ①9/2（土）深浦公民館（下松市大字笠戸島 1117-1）
②9/16（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

助成金情報
周南市共創プロジェクト（〆切：8/9,10/5）

YS 市庭コミュニティー財団助成（〆切：8/10）

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

対象団体 コミュニティー活動を行い、下記の要件
を満たす団体
①営利を目的としない団体
②日本国内外を対象に活動する団体
③設立や運営に企業が主体的に関わっていない団体

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

※団体の法人格の有無や種類は問わないが NPO 法人等を当面優先。

（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）

助成内容
＜1．コミュニティー事業＞
①コミュニティー振興及びまちづくりに関する事業
…5〜10 件程度、合計 500 万円以内
②社会教育及び文化・スポーツに関する事業
…5〜10 件程度、合計 500 万円以内
＜2．防災講座・職場体験セミナー等の開催助成＞
①防災食講座…上限 50 万円／件
②防災シュミレーション体験講座…上限 50 万円／件
③お料理体験等の各種体験講座等…上限 50 万円／件
④体 験学習（職場体験）…2 件程度、合計 200 万円以内
問合せ先 （一財）YS 市庭コミュニティー財団
℡ 03-5770-8822
URL http://ys-ichiba.org/assisting.html

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/

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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環境活動助成（〆切：8/20）

NFD one leaf fund（〆切：8/31）

☆要推薦

対象 対象活動を行う団体・個人

対象団体 団体名義の「ゆうちょ銀行」口座をもつ
非営利団体 ※対象分野の有識者 1 名の推薦が必要
対象活動 国内外で実施するフィールドワークを伴
う環境活動で、対象分野のいずれかに該当するもの
＜対象分野＞
植樹／森林整備／砂漠化防止／里地、里山、里海の
保全／湖沼・河川浄化／野生生物の保護／絶滅危惧
生物の保護
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 総額 1 億円

対象活動 ①植物保護活動
②自然保護・環境保全の調査・研究
③花や植物を通じた環境福祉活動
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 上限 80 万円／件
問合せ先 （公社）日本フラワーデザイナー協会
℡ 03-5420-8741
URL http://www.nfd.or.jp/activity/nfd-one-leaf-fund

問合せ先 （公財）イオン環境財団
℡ 043-212-6022
URL https://www2.aeon.info/josei/

（公財）山口県国際交流協会 助成＜下期＞ （〆切：8/31）
＜Ⅰ．小規模助成金＞
対象団体 県内の民間活動団体
対象事業 一般の方が広く参加できる、国際交流・
国際理解に関する事業
助成額 上限 5 万円／件

婚活イベント開催事業補助金（〆切：随時）
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）

＜Ⅱ．グローバルやまぐち国際活動支援事業費補助金＞
対象団体 国際交流・協力に関係する県内の民間活動団体
対象事業
①県内で実施する国際交流事業…県民と外国人と
の交流事業、国際交流・国際理解の促進に寄与す
る事業、山口県在住外国人に対する支援事業等
②国外で実施する国際協力事業…開発途上国に対
する生活、医療、教育および技術協力等の援助等
助成額 上限 10 万円／件

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

＜Ⅰ・Ⅱ共通項目＞
対象事業の実施期間 平成 29 年 10 月 1 日～平成
30 年 3 月 31 日
問合せ先 （公財）山口県国際交流協会
℡ 083-925-7353
URL http://www.yiea.or.jp/katsudou/hojyokin.html

子育て支援活動補助金（〆切：随時）
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）

【編集・発行】

募集期間 随時（予算に達し次第終了）

周南市市民活動支援センター

※原則、事業着手前に交付決定を受けるよう申請を行う。

〒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/

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

※お盆期間中も通常通り開館しています。
※お盆期間中も通常通り開館しています。
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