市民活動グループのイベント・助成金情報が満載！
2017 年

8 月号
イベント情報
周南おりがみ研究会 例会

「熊本地震 難病センターでできたこと」講演会
日時 9 月 9 日（土）13 時～15 時

日時 9 月 24 日（日）9 時～12 時

場所 周南市学び・交流プラザ

場所 周南総合庁舎 2F ふれあいルーム

内容 平成 28 年熊本地震時の熊本県難病相談
・支援センターでの出来事についての講演と、
グループディスカッションを行います。
◆演者：熊本県難病相談・支援センター
所長 田上 和子さん
対象 どなたでも 持参物 筆記具

内容 おりがみに関する研究・発表・交流

参加費 無料

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

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

事前申込 不要

問合せ先 あなろぐの会（1 型糖尿病大人の会）
℡
080-1910-8746（古川）
ﾒｰﾙ info@analog-kai.org（岸田）

スマートフォン講座
点訳・音訳ボランティア初心者講習会
日時 10 月 6 日(金)13 時 30 分～15 時 30 分
日時
点訳 平成 29 年 10 月～平成 30 年 3 月(全 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 29 年 10 月～平成 30 年 1 月(全 12 回)
毎週木曜日 13 時～15 時
場所 徳山社会福祉センター2 階 ボランティア室

場所 周南市学び・交流プラザ

内容 点訳・音訳を基礎から学ぶ講習会の受講
生を募集します。受講期間は約半年間で、初回
は点訳：10 月６日（金）
・音訳：10 月５日（木）
です。講習終了後は、点訳・音訳ともパソコン
での図書製作にご協力お願いします。
対象 パソコン操作ができる方

持参物 なし（スマホはお貸しします）

内容 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。実際にス
マホに触りながら、楽しい使い方を学んでいた
だきます。
対象 スマホが初めての方（概ね 60 歳以上）
定員 10 名（先着順）
参加費 500 円

問合せ・申込先 NPO 法人 シニアネット光
℡
080-5759-2899
Fax 0833-43-8429

参加費 1,000 円（資料代として）
申込方法 電話、Fax 〆切 9 月 29 日（金）
問合せ・申込先 NPO 法人 周南視覚障害者図書館
℡

0834-34-9351

Fax

0834-34-9352

申込方法 電話、Fax

（電話受付：月・火・木・金曜日の 9 時 30 分～15 時 30 分）
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NPO 法人 降松平和の里ハイキングの会

第 3 回 文化遺産（史跡）勉強会・スローハイキング大会 in 中宮 2017
第 3 回 文化遺産（史跡）勉強会
日時 9 月 7 日（木）10 時～12 時

場所 下松中央公民館（下松市大手町 2-3-1）

内容 ◆テーマ：「地元の文化遺産を知ろう－中宮」
◆司会：NPO 法人 降松平和の里ハイキングの会 理事長 永田 憲男 他
定員 30 名程度（先着順） 持参物 筆記具 〆切 定員に達し次第
スローハイキング大会 in 中宮 2017 （主催：下松市民憲章推進協議会、共催：NPO 法人 降松平和の里ハイキングの会）
日時 10 月 1 日（日）9 時～15 時（8 時 30 分～受付開始）
場所 降松神社若宮（下松市大字河内 1989 番地）
内容 ◆9:00～9:30…開会行事
◆9:30～11:00…スロージョギング特別講習会／講師：佐藤 紀子さん
◆9:30～…スローハイキング 4 キロコース（降松神社若宮～葉山）
◆11:00～…スローハイキング 2 キロコース（降松神社若宮～中宮）
◆11:00～14:30…昼食
◆14:30～15:00…閉会行事 ※雨天時は吉原集会所にて開会行事・講習会のみ開催（～13 時まで）
定員 4 キロコース：50 名、2 キロコース：150 名（いずれも先着順）
持参物 弁当、飲み物 〆切 9 月 20 日（水） ※当日参加も可
共通項目
対象 どなたでも 参加費 無料
申込方法 電話、
Fax ※スローハイキング大会は参加コース（4 キロ、2 キロ）の区別を明記。講習会のみの参加も可。
問合せ・申込先 NPO 法人 降松平和の里ハイキングの会
①…℡ 0833-41-0673、Fax 0833-41-5607（永田）
②…℡・Fax 0833-41-4852（廣戸）
③…℡・Fax 0833-43-6035（清木）
④…℡ 0833-46-1218（宮田）
⑤…℡ 0833-43-2360、Fax 0833-43-2363（岡崎）
⑥…℡・Fax 0833-43-0560（松岡）
※スローハイキング大会は下記連絡先でも受付可。
・℡ 0833-45-1870、Fax 0833-45-1865（下松市民憲章推進協議会事務局）
・ﾒｰﾙ eiitsuro.744-0061＠kvision.ne.jp（NPO 法人 降松平和の里ハイキングの会

松岡）

市民活動支援センターでは、
市民活動に関する問合せ・相談等を
随時受け付けています。ぜひお気軽に
ご連絡・ご来館ください！
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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周南ウオーキング協会 月例会
9 月例会 初秋ウォーク ★雨天決行
日時・場所・内容 9 月 18 日（月・祝）9 時 7 分～15 時 30 分
JR 岩徳線高水駅に 9 時 7 分集合。（スタート：9 時 20 分）
JR 岩徳線高水駅～JR 岩徳線勝間駅～渓月院：中国四十九薬師霊場 第 23 番札所～
里の厨～伊藤公記念公園～立野地区：彼岸花開花～JR 岩田駅の約 17 キロを歩きます。
※伊藤公記念公園前～JR 岩田駅までバス利用も可。

10 月例会 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～15 時 20 分
JR 櫛ヶ浜駅に 9 時 35 分集合。（スタート：9 時 50 分）
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 下松駅の約 16 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
※スズメ蜂の活動が活発な時期を迎えます。帽子、上着、シャツ等は白色系統を着用下さい。

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
★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。

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。

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
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助成金情報
県民活動支援事業（〆切：9/30）

第 12 回 コープやまぐち 女性いきいき大賞（〆切：9/30）

対象団体 県民活動（ボランティア活動）を行うた
めに新たに立ち上げる県内の団体で、継続的に活動
を行なう計画のある団体
対象事業 地域における、まちづくりや福祉等公益
的な幅広い分野の活動で、新たに立ち上げた県民活
動（ボランティア活動）団体の事業
助成額 上限 10 万円／件（対象経費の 2 分の 1）

対象団体 県内で女性を中心にコミュニティ活動や
ボランティア活動・NPO 活動等に取り組み、活動
歴が 3 年以上ある 5 人以上の団体またはグループ
対象事業 ①くらしづくり分野
②子育て分野
③福祉分野
④地域づくり分野
助成額 副賞として 10～30 万円

問合せ先 （一財）山口県厳島会
℡ 083-933-2267
URL http://www.yamaguchiitsukushimakai.or.jp/

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

周南市共創プロジェクト（〆切：10/5）
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

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
対象活動 周南市の地域の価値創出に繋がる活動
（教育、子育て、安心安全、福祉、都市基盤、産業、 対象事業の実施期間 平成 29 年 4 月 1 日～平成 30
観光、環境、移住等に繋がる分野で、地域所得や夢・ 年 3 月 31 日
希望の増加等に繋がる経済的・社会的な活動等）
助成額 上限 10 万円（対象経費の 2 分の 1 以内）
支援内容 ※支援件数 25 件程度
募集期間 随時（予算に達し次第終了）
・財政支援：上限 100 万円／件（補助率 10/10） ※原則、事業着手前に交付決定を受けるよう申請を行う。
・人的支援：プロデューサー、専門家等による計画 問合せ先 周南市役所 次世代支援課
策定・活動支援
℡ 0834-22-8457
・情報発信：HP 等での発信、ネットワークづくり 等
URL http://www.city.shunan.lg.jp/section/jisedai/ikusei/konkatsu.html
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
子育て支援活動補助金（〆切：随時）
℡
0834-22-8412 Fax 0834-22-8428
ﾒｰﾙ kyodo@city.shunan.lg.jp
対象団体 市内に活動拠点があり、子育て支援活動
URL http://shunan-chiikijoho.jp/co-creation/
（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）

団体、学校、企業等による連携主体）

【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
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