市民活動グループのイベント・助成金情報が満載！

２０１８年

５月号
※平成 30 年度から「情報ひろば」は月初めに発行することとしました。
それに伴い 4 月下旬に発行する予定でした 4 月号は、5 月号(本号)としてこの度発行いたします。
今後ともよろしくお願いいたします。

イベント情報
周南ウオーキング協会

月例会

５月例会 バラの花ウオーク ★小雨決行
日時・場所・内容 5 月 13 日(日) 10 時 05 分～予定 14 時 30 分ころ
JR 和木駅西口に 10 時 05 分集合
JR 和木駅西口～上り階段 800 段～蜂ケ峯総合公園：バラの花開花！～四境之役封境之地碑～
願掛地蔵～小瀬川川沿い～大和橋北・石州道・道標～JR 大竹駅を巡る、約 12 キロを歩きます。
持参物 弁当・昼食時の敷物・飲み物 ※JR 和木駅近くにスーパーあり。

６月例会 菖蒲(ショウブ)ウオーク ★小雨決行
日時・場所・内容 6 月３日(日) 9 時 30 分～予定 14 時 40 分ころ
JR 徳山駅みなと口(新幹線口) ２階待合所に 9 時 30 分集合
JR 徳山駅新幹線口 2 階～東川緑地～アルク徳山東店～遠石緑地公園～周南西緑地公園：ショウブ
開花！～周南緑道～キリンビバレッジ総合スポーツセンター～櫛ヶ浜公民館～二葉屋開作公園～
吉祥院：樹齢約 100 年・古木サツキ開花！(徳山 100 樹)～JR 櫛ヶ浜駅を巡る、約 13 キロを歩
きます。
持参物 弁当・昼食時の敷物・飲み物 ※コース途中のスーパーで弁当購入可能。

６月例会 紫陽花(アジサイ)ウオーク ★小雨決行
日時・場所・内容 6 月 10 日(日) 9 時 50 分～予定 15 時 00 分ころ
JR 富海駅に 9 時 50 分集合
JR 富海駅～旧山陽道：橘坂～浮野峠～浮野集落～マルキュウ上木部店～春日神社～東大寺別院阿
弥陀寺：アジサイ開花～岩畠児童公園～多々良大仏殿～毛利邸入口駐車場～周防国分寺～
山頭火ふるさと館～JR 防府駅を巡る、約 15 キロを歩きます。
持参物 弁当・昼食時の敷物・飲み物 ※コース途中のスーパーで弁当購入可能。
共通項目
対象 ウォーキングマナーを守れる方
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会員・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
★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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第４０回 周南おりがみ研究会 例会
日時 5 月 6 日（日）9 時～12 時
市民活動とは、営利を目的としない
市民の自発的・組織的・継続的な
公益活動のことです。

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

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。

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

第９回 周南「絆」映画祭
日時 6 月 2 日(土)・3 日(日)
場所 シネマ・ヌーヴェル、テアトル徳山Ⅰ (周南市銀座 2－１8 ２F)
内容 ●上映作品…「八重子のハミング」
「嘘八百」
「十年」
「それから」
「ストロボライト」
「隣人のゆくえ－あの夏の歌声－」
●ゲスト…佐々部清さん(「八重子のハミング」監督)、片元亮さん(「ストロボライト」監督)
武正晴さん(「嘘八百」監督)・足立紳さん(「嘘八百」脚本)
柴口勲さん(「隣人のゆくえ」監督)
対象どなたでも 〆切 前売券(１日券・２日間フリーパスポート)は６月１日(金)まで発売
チケット購入方法 プレイガイド、またはメール予約
●プレイガイド…[周南市]周南市文化会館、まちのポート(みなみ銀座) [下松]スターピアくだまつ
[光市]光市民ホール [防府市]アスピラート [山口市]山口情報芸術センター ほか
料金 ・前売券…1Day チケット(1 日券)：1,500 円、2 日間共通フリーパスポート：2,500 円
・当日券…《１作品につき》一般・シニア(60 歳以上)・大学生・高校生：1,000 円
中学生・小学生：500 円、小学生未満：無料
問合せ・申込先 周南映画祭実行委員会事務局 ℡ 070-7560-6930 (月～土・10 時～17 時)
ﾒｰﾙ shunankizuna@gmail.com 最新情報→ 周南「絆」映画祭 Facebook 検索
★2 日(土)「交流パーティー」開催！
【参加費】3,500 円

【時間】19 時 30～21 時 (受付 19 時 15 分～)

ページ

【場所】未定

※要予約／お名前・参加人数をご記入の上、メールでご予約ください。

お知らせ
🔶合唱団員募集！ ♪一緒に歌いましょう♪
「第九コンサート」FINAL STAGE
コンサート開催 12 月 22 日(土) 14 時～16 時 (午前：ステージリハーサル)
会場 周南市文化会館大ホール 指揮 中野幸郎 エレクトーン 神田将 (オーケストラにせまる演奏)
※５月から練習が始まります。(練習見学無料)
練習日時 5 月 12 日(土)、6 月 17 日(日)、7 月 21 日(土)、8 月 4 日(土)
(※9 月以降未定) いずれも 13 時 30 分～16 時
指揮 中野幸郎 ピアノ伴奏 大橋希 練習会場 文化会館 練習室

(※9 月以降未定)

会費 年会費：12,000 円 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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助成金情報
(公財) 山口県ひとづくり財団 助成
[Ⅰ．環境活動団体助成事業]

(〆切：5/15)

[Ⅲ．ひとづくり・まちづくり団体支援事業]

対象団体 活動歴が 1 年以上ある環境団体

対象団体 ひとづくり・まちづくりに取り組む社会教
対象事業 野生動植物の保全、自然環境の保全・再 育関係団体、NPO 法人、民間団体、その他財団が認
生、自然とのふれあいのいずれかの事業であって、 める団体
子ども(高校生以下)の参加者が原則 5 名以上であ 対象活躍
➀地域の先人、伝統芸能、郷土文化等の保存・伝承活
り、年間 2 回以上の実践活動を行うもの
動
助成額 上限 20 万円／件
②地域住民によるまちづくり塾等の学習活動
問合せ (公財)山口県ひとづくり財団 県民学習部
③アクティブシニアの生きがいづくり活動
環境推進センタ－
④福祉、観光、環境、災害、文化、子育て支援等のボ
ランティア活動
℡ 083‐987‐1110
⑤小中高校生のための農林水産業における体験活動
URL http://www.hito21.jp/
⑥小中高校生による観光ガイド等養成活動
⑦地域住民が協働して取り組むコミュニティ活動
[Ⅱ．人づくり・地域づくりグループ活動支援事業] ⑧安心・安全な学校運営等への要請活動
等
助成額
上限
30
万円／件
対象団体
➀人づくり・地域づくりに取り組む団体、グループ 問合せ先 (公財)山口県ひとづくり財団 県民学習部
生涯学習推進センター
②幼稚園、保育園、小・中・高校、特別支援学校、
℡ 083‐987‐173０
その他の教育機関の職員によるグループ
対象活動 教育の各分野・領域における当面する教 URL http://www.hito21.jp/
育課題の解明、および人づくり・地域づくりを目的
とし、実践力の向上を目指す共同研究・研修
助成額 10～30 万円／件

市民活動支援センターでは、
助成金情報のファイルの設置
や
年間スケジュールの掲示
を行っています。

問合せ先
(公財)山口県ひとづくり財団 県民学習部
学習振興課
℡ 083‐987‐1710
URL http://www.hito21.jp/

トム・ソーヤースクール企画コンテスト (〆切：5/17)
対象団体 ＜一般部門＞ 定款・規約等が整備され、組織として形態を有し、当該活動を主催する団体
企画は小・中学生が各回１０名以上参加するものであること。
＜学校部門＞ 小・学校、または小・中学校より委託・協働等によって当該活動を主催する団体
活動は小・中学校において授業や課外授業の一環として行われ、
小・中学生が各回 10 名以上参加し、学校長の承認を受けたものであること。
対象活動 子ども達が参加する、自然の中での体験活動

(例) 自然体験、環境教育、史跡探訪 等

対象活動の実施機関 平成 30 年 3 月 1 日～10 月 23 日
助成額 10 万円／件 ※応募した団体に、参加賞としてチキンラーメン 1 ケース(30 食分)を送付。
※支援団体決定後、団体から提出された実施報告書を審査し、表彰。
賞により、10～100 万円、およびチキンラーメン 3 ヶ月～1 年分を贈呈。

問合せ先 (公財)安藤スポーツ・食文化振興財団
℡

072‐752‐4335

URL http://www.shizen-taiken.com/
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シニア／ビジネスパーソンボランティア活動助成(〆切：5/25)

老後を豊かにするボランティア活動資金助成事業
(〆切：5/25) ※要推薦

[Ⅰ．シニアボランティア活動助成]

対象団体 地域において高齢者を主な対象として活

対象団体 社会福祉の推進に役立つボランティア活

動している、あるいはスタッフの中核が高齢者であ

動を行っている、または行おうとするシニア(年齢

る比較的小規模なボランティアグループで、次の要

満 60 歳以上)が 80%以上のグループ(NPO 法人を

件を満たすもの

含む)

➀メンバーが 10～50 人程度いること

[Ⅱ．ビジネスパーソンボランティア活動助成]

②活動実績が 2 年以上あること

対象団体 社会福祉の推進に役立つボランティア活

③グループ名義の金融機関口座を保有し、規約(会

動を行っている、または行おうとするビジネスパー

則)、会計報告書類が整備されていること

ソン(会社員、団体職員、公務員、経営者・個人事業

※都 道 府 県 ・指 定 都 市 または市 区 町 村 社 会 福 祉 協 議 会 の
推 薦 が必 要
※法 人 格 を有 する団 体 や、地 域 の老 人 クラブ連 合 会 の
加 盟 グループ及 び老 人 クラブ内 活 動 グループは対 象 外

主)が 80%以上のグループ(NPO 法人を含む)
[Ⅰ・Ⅱ共通項目]

対象活動 地域において行う高齢者等のための活動

対象活動 ①高齢者福祉に関するボランティア活動

例）①高齢者を対象とした生活支援サービス

②障がい者福祉に関するボランティア活動

②高齢者による地域共生社会の実現に

③子ども(高校生まで)の健全な心を育て

つながる活動

る交流ボランティア活動

③高齢者と他世代との交流を図る活動

助成額

④レクリエーションを通じて高齢者の生活を

10 万円／件(特に内容が優れている場合は上限 20 万円／件)

豊かにする活動

問合せ先 (公財)大同生命厚生事業団

助成額 10 万円／件 (活動に継続的に使用される

℡ 06‐6447‐7101

用具・機器類等の購入に限定)

URL http://www.daido-life-welfare.or.jp/

問合せ先 (公財)みずほ教育福祉財団 福祉事業部

共同募金による平成 31 年度山口県域 助成 (〆切：5/31)

℡ 03‐3596‐4532

対象団体 社会福祉活動および更生保護事業、その他

URL http://www.mizuho-ewf.or.jp/

の社会福祉を目的とする事業を行う団体

環境保全活動支援事業 (〆切：5/31)

※市区町村共同募金委員会等の「活動確認書」が必要

対象団体 県内で環境保全に取り組んでいる団体

対象活動

対象活動

⓵地域から孤立をなくすための活動

⓵県民を対象とした環境保全に関する普及啓発活動

②子どもの生活と子育て支援をするための活動

②廃棄物処理等の環境保全に関する実践活動

③障害者の就労と地域生活を支えるための活動

③自然保護等の環境保全に関する実践活動

④高齢者の地域生活を支えるための活動

④その他 環境保全の推進に寄与すると認められる

⑤地域福祉を推進するための活動

普及啓発及び実践活動

⑥災害対策のための活動

助成額 上限 50 万円／件

⑦更生保護を目的にした活動

問合せ先 (一財)山口県環境保全事業団

対象活動の実施期間

℡ 083‐920‐6828

平成 31 年 4 月 1 日～平成 32 年 3 月 31 日

URL http://yamaguchi-khj.or.jp/

助成額
●法人格をもたない団体…上限 50 万円／件

【編集・発行】

●法人格をもつ団体…上限 200 万円／件

周南市市民活動支援センター

問合せ先 (社福)山口県共同募金会

〒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
メール：shiencent@city.shunan.lg.jp
URL：http://shunan-chiikijoho.jp/support/

℡ 083‐922‐2803
URL http://www.akaihane.net/doc/jyosei/2773
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